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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ダウンロードすることができます。  

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 
このたび、「実記」シリーズの完結編である第12巻をお届けできることを、喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。他の

巻と同様、トラウゴット・ゲルテンボスによって、丁寧かつ繊細にスペイン語からドイツ語に翻訳されています。いつもの
ように、キリストの言葉の霊的な意味が完全に明らかになるように、内なる収集とその都度読まれた内容を振り返りながら
、小部分だけを読むことをお勧めします。 

創造主の霊は、いつの時代にも被造物に対してさまざまな方法で語りかけています。第一の時代、父は良心を通して直
接の形で子らに御自身を知らせ、また使者、案内人、預言者の口を通して語られたのです。主のしもべたちの予言や啓示は
、人間の精神の上昇と、主の到来を告げるものであった。 

パレスチナのイエスの誕生によって、第二の時代が始まった。"言葉 "が神の子として受肉し、人に向かって 

"私は道であり、真理であり、命である 

"と語ったのである。イエス・キリストは33年間の生涯を人間の間で過ごしながら、ご自分が神であることを証言し、弟子
たちにご自分の旅立ちに備えて、「肉ではなく、霊の象徴である雲に乗って、天使の群れに囲まれて戻って来る」と言われ
ました。 

メキシコでの顕現は、神の御手によって賢明に準備されたものである。まず、1866年、預言者エリヤの霊がロケ・ロ
ハスの心を通して、「私は預言者エリヤ、タボル山での変容の者である」と自らを現わした。そして、「第三の時代、聖霊
の時代が始まる」と、集まった人たちに開陳した。数年後、共同体が成長し、キリストが道具を用意した後、1884年に初
めて、キリストが選んだ道具であるダミアナ・オビエドの人間の心を通してご自分を現され、その後、毎週日曜日、メキシ
コ中の集会所でますます多くの、最終的には数百の集会所で、ご自分を現されました。 

神の御心に従って、メキシコでの示現は1950年の終わりまで続いた。 

啓示の時代の最後の20年間ほど、1930年頃から、主の教えのほとんどが速記で記録されるようになった。豊富な教え、教
義、予言、啓示などは、全国各地に形成された数多くの集会所で行われた。それまで「声の伝道師」として活躍していた小
グループが、神霊の明確な指示により、宣布された366の教えを12巻にまとめたのである。を与えたそうです。 

タイトル 

"真の人生の書" 

ドイツ語：「Buch des Wahren Lebens」（真の人生の書） 

これらの教えは、それぞれ神の教えの調和した統一を表している。当時はメキシコの聴衆に向けられたものだったが、
何度か強調されたように、これらは今日、そして未来の世代のために全人類に受け継がれるものだ。 

神の言葉の文字ではなく、その深い内なる意味こそが人間を高揚させ、飢えた魂の糧となり、癒しとなるのである。同
時に、日常生活での行動の指針にもなっている。 
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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。 

生命の大いなる書物──第三の聖書 

私の言葉は永遠に書き留められ、そこからあなた方は第三の時代の書、第三の遺言、父の最後のメッセージを編纂する
。三つの時代において神は「金の羽」を持ち、人類にその知恵を残されたからだ。 

モーセは、父なる神が第一時代の出来事を巻物に消えない文字で書き記すために使われた最初の「金のペン」であった
。モーセはエホバの「金のペン」であった。第二時代の私の使徒や従者たちの中で、イエスには4つの「羽」があり、それ
はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネであった。これが、神主の「金の羽」である。しかし、愛と知識と精神的進歩の絆によっ
て、第一の聖書と第二の聖書が一つになる時が来たとき、それは一つの書物となったのである。 

今、第三の時代、あなた方が新たにわが言葉を持つとき、私はそれを文字として残すために「金の羽」をも任命したの
である。時が来れば、あなた方は一冊の本を編纂し、この本、第三時代の本は、時が来れば、第二時代の本、第一時代の本
とも一つになり、そして、三つの時代の啓示、予言、言葉から、すべての魂の啓発のための大書が出現するのであります。
そうすれば、最初の言葉から最後の言葉まで、すべての言葉が真理と霊において成就し 

たこと、すべての預言は御父が人類に明らかにした歴史の流れの中で予期されたものだった 

ことを知ることになるでしょう。神だけが、実現する出来事を書き留めさせることができるからだ。預言者たちが語ったと
き、それを行ったのは彼らではなく、彼らの代理を通しての神であった。 

さて、私の愛する子供たちよ、あなた方が編纂しようとしている本を誰が大切に思っているのか？本当は......誰もいな
いんだ。しかし、欲望に満ち、好奇心に満ちた人類が、あなたの本を求め、そして目覚め、私の言葉を探求し、議論する時
が来るでしょう。その中で、科学者、神学者、哲学者というように、それぞれの思惑が交錯する。国々 には、あなたの御言
葉と知恵の書の証がもたらされ、すべての人が私の教義を語るでしょう。これは新しい戦い、言葉の戦争、思想やイデオロ
ギーの戦争の始まりである。しかし最後には、すべての人が真理と精神において、主によって書かれた大いなる生命の書を
知るとき、彼らは兄弟として互いに抱き合い、私の意志のように互いに愛し合うだろう。 

三冊の本が一つになって、この言葉が全世界を啓発することが必要なのだ。そうすれば、人類はその光に従うようにな
り、バビロンの呪いは解かれるでしょう。すべての人が「真のいのちの大書」を読み、同じ教えに従い、神の子として霊と
真理をもって互いに愛し合うようになるのです。(358, 58-66) 

キリストの教えが精神に及ぼす影響 

私の光は世界中に広がり、あらゆる教えの中に私の真理が求められるようになりました。これが、人々 の異なる信念に
基づいた行動の理由です。予言されたことが実現するのです。その中で、誰が真実を表現しているのか？羊の皮を被った飢
えた狼を隠すのは誰か？誰が純粋な衣服で、自分の内なる絶対的な誠意を保証するのか。 

わが真理を発見するためには、精神主義を発揮しなければなりません。人類は、人間の思考の発達に対応して、多くの
信条と世界観に分かれてきました。このように宗派や教団が増え、それぞれに含まれる真理の内容を判断することは非常に
難しいでしょう。 

私の教えは人の考えや思いを啓発し、それぞれが少しずつ、自分の作品を完成させ、より完全で高い道へと導くための
基本的なことを把握する。(363, 4-8) 

イエスの奇跡 

私は、多くの人が驚くほど、イエスを通して彼の生き物の癒しをあなたに与えたのです。 

イエスの力を語るのを聞き、その奇跡を知っていた不信心者たちは、イエスを一瞬でも不確かな存在にし、無謬でない
ことを証明するために、最も困難な証明を要求したのである。しかし、この憑依者の解放というのは、私が触ったり、見た
り、命令する言葉をかけるだけで、普通の人間の状態に戻し、その霊が心を離れ、両者が重荷から解放されるということで
、それらを混乱させたのです。 

この力を前にして、パリサイ人、科学者、律法学者、徴税人はさまざまな反応を見せた。ある者はイエスの権威を認め
、ある者はイエスの力を未知の影響によるものとし、またある者はそれについて何も言うことができないでいた。しかし、
癒された病人たちは、その名を祝福した。 

ある者は一人の霊に憑かれ、ある者はマグダラのマリアのように七人の霊に憑かれ、またある者は彼ら自身が軍団だと
言うほど多数の霊に憑かれたのである。 

     

マスターの生涯を通じて、一つの霊的顕現が次から次へと現れた。あるものは12人の弟子たちによって、またあるものは
人々 によって--屋外や家庭で--目撃された。奇跡の時代、「不思議」の時代だったのです。 
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男も女も、あの世からのサインや呼びかけを受けた。古代人と子供たちも同様にこれらの幻影を目撃し、救い主の十字
架上の死に先立つ日々 、天の光は人の心を貫き、霊の谷の存在は人の心を呼んだ。そしてその日、マスターは人間として息
を引き取り、その光はすべての洞窟や隅々 まで、物質と精神の家まで浸透し、長い間マスターを待ち望んでいた存在たち--

物質化し、混乱し、病気の存在たち--

のために欲望したのだ。道を踏み外し、後悔の鎖で縛られ、咎の重荷を引きずり、死んだと思って肉体に縛られていた魂も
、深い眠りから覚めて生き返ったのだ。(339, 21- 

22) 

肉体的・精神的苦痛の癒し 

私は、霊から霊へと語りかけ、あなたを道案内します。 

しかし、あなた方には、教師として人々 のもとに来る前に、医者として来てほしい。そして、あなた方が人々 の痛みを
和らげたとき、彼らはわが言葉の清らかな水の泉から飲むことができるのだ。まず傷や潰瘍や病気を求め、その苦しみを癒
し、次にその魂に目を向けるのです。 

第二時代のイエスのように、あなたの仲間のところに行き、私の言葉の前に癒しのバームをもたらすのだ。しかし、弟
子たちよ、この膏薬は何であろうか。泉の水が祝福され、病人の薬になることでしょうか。いや、みんな。私が話すそのバ
ームは、あなたの心の中にあるのです。私はそれを貴重なエッセンスとしてそこに置き、愛だけがそれを開いて、止めどな
く流れ出るようにすることができるのです。 

もし、どんな病人にも注ごうと思えば、癒すのはあなたの手ではなく、愛と慈しみと慰めに溢れた御霊である。思いを
込めたところに、奇跡は起きる。 

あなたは、すべての人に快適さをもたらすために、さまざまな方法で自然の存在や要素に影響を与えることができます
。でも、こうも言っています。病気を恐れず、すべての人に忍耐と慈悲の心をもって接してください。 

憑依された者、人間の心の中で混乱している者については、あなた方も同様に癒すことができるのです。彼らを解放し
、この力を信仰なき者に明らかにせよ。闇の中に光をもたらし、あらゆる束縛と不義を打ち破り、この世界が主を知り、真
理を完全に知って自分自身、その内面を見るようにすることは、この民族の大きな使命の一つである。(339, 39-41) 

天国と地獄 

この啓示に震えてはならない。それどころか、このみことばが、あなたがたの抱いていた永遠の罰という考えや、過去
の時代に与えられた永遠の火についての解釈をすべて破壊してくれると考えて喜べばよい。 

火」は苦痛、自己非難、懺悔の象徴であり、坩堝の中で金が浄化されるように、魂を苦しめ、浄化するものである。こ
の痛みの中にこそ、私の意志があり、私の意志の中にこそ、あなたへの愛があるのです。 

もし、人間の罪を消すのが火だというなら、罪を犯した者の体はすべて、この地上生活、人生の中で火の中に投げ込ま
なければならない、死んだらもう感じなくなるからだ。それどころか、役目を終えた身体は地球の内部に沈み、そこで生命
を得た自然と融合してしまうのだ。 

しかし、もしあなた方が「永遠の火」と呼んでいるものが、肉体ではなく魂のためのものだと信じているなら、これも
重大な誤りです。なぜなら、霊の王国には物質的要素はなく、火は魂に何の影響も与えないからです。物質から生まれたも
のは物質であり、精神から生まれたものは精神である。 

私の言葉は、どんな信念をも攻撃するために降りてきたのではありません。そう思っている人がいるとしたら、それは
大きな間違いだ。私の言葉は、これまで正しく解釈されず、そのために人類の間で代々 受け継がれてきた誤りを生み出した
すべての内容を説明する。 

もし、私の律法や教えが、誤りや罪から魂を救うことができないとしたら、どんな価値があるでしょうか。そして、終
わりのない贖罪の中で、永遠に滅びなければならない人がたくさんいるとしたら、私がこの世に人間として存在する意味は
何だったのでしょうか。(352, 44-48) 

てんしゅけいはく 

あなたは見捨てられた生き方をしたことがない。あなたが誕生したときから、あなたは私の愛の盾の下にありました。 

あなた方人間の親は、自分の子供を優しく愛しています。彼らがこの世に生まれて間もない、あなたの世話、あなたの
献身、あなたの愛を最も必要としている時に、彼らを運命に任せることができるでしょうか？ 

私は、あなたが自分の子供たちが成人したときでさえも、心配しているのを見てきました。 

しかし、もしあなたがこのように子供たちの必要に応じるなら、あなたが存在する前からあなたを愛していた天の父の
愛はどうなるのでしょう？ 

私はいつもあなた方を助けてきました。そして今回、より霊的に成長したあなた方にお会いしたとき、不浄の力を無効
にする戦い方と、善の波動を高める方法をお教えしたのです。(345, 40-42) 
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完璧な祈りの重要な側面 

精神的な完成を達成するために、相撲をとれ、相撲をとれ。この目標に到達するための道を示したのです。私は、人生
の道で裏切りからあなたを守るために、どんな物質的な武器にも勝る「武器」として、あなたに祈りを託しました。しかし
、あなたが私の掟を果たすとき、最高の武器を手にすることができる。 

祈りとは、どのようなものでしょうか。祈りとは、願い事、執り成し、礼拝、霊的な観想のことです。そのすべてのパ
ーツは必要であり、一方は他方から生まれるものです。真実、私はあなたがたに言います。祈りとは、人間が自分の欲望を
満たし、切望を満たしてくれるよう、私に求めることである--

自分の人生において最も重要で最も救いになると考えること。わが子たちよ、まことに申し上げる。父はその願いを聞き入
れ、その人のためになることならいつでも、その人が最も必要とするものをひとりひとりに与えてくださるのである。しか
し、魂の救済に反することを求めるのは要注意です。物質的な財、肉体的な快楽や一過性の権力だけを求める者は、自分の
魂を鎖につなぐように求めます。 

第二の祈り、とりなしは、隣人への愛、すなわち、私がこの世に来たときに師としてあなたがたに教えたその愛から生
まれるのである。近くて遠い兄弟姉妹のために、さまざまな国の戦争の結果に苦しんでいる人々 のために、この世の一過性
の支配者の暴虐に耐えている人々 のために祈りなさい。 

わが子たちよ、覚悟を決めて、同胞のために祈りなさい。しかし、この執り成しにおいても、どのように頼むべきかを
知らなければならない。大切なのは、魂なのだから。兄弟、両親、子供たちが病気であれば、彼らのために祈るが、魂が必
要としていないのであれば、現世にとどまることを主張してはならない。むしろ、この魂が解放されるように、苦しみの中
で浄化されるように、苦しみが魂の上昇を促進するように、お願いしてください。 

第三の祈り、すなわち、神の霊への崇敬は、完全なものすべてへの崇敬を意味し、この種の祈りを通じて、完全なもの
、全宇宙を包む愛と一体化することができるからです。そして、崇拝はさらに霊的な黙想へとあなたを導く。黙想は崇拝と
ともに、永遠の命の源である神の霊との合一をもたらし、御父の国に到達するための力を日々 与えてくれる源である。 

このように、祈りから始まり、霊的な思索で終わるのがよいのです。これが力になる。(358, 10-16)  
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インストラクション 339 
私の平和があなたとともにありますように 

1 あなたは、自分の魂を準備し、謙遜と柔和に満ちて、愛であり、子に対する永遠の赦しである彼の門をたたくため
に、私のところに来るのです。そして、自分の痛みを和らげてくれる言葉、自分の嘆きに答えてくれる言葉、自分の暗闇に
光を与えてくれる言葉、幸せを感じさせてくれる言葉を待ち望んでいるのです。 

2 私は、あなた方が異なる道から近づいてきて、それぞれ異なる運命を果たしているのを見ています。しかし、あな
た方は皆、同じ目標に向かって努力し、完璧を身近に感じるために私と一体になろうとするのです。そして、あなたがたは
、愛撫し、同時に矯正する私の言葉を喜んで受け取るのです。あなたはそれを本当の意味で解釈し、私を心から愛し始める
のです。あなた方はもはや、他の時代のように、私から何も恐れない。今日、あなた方は、私が完全な愛と正義であること
、私はあなた方を罰しないこと、あなた方自身こそ恐れなければならないことを知っているからだ。あなた方は弱く、重大
な過ちを犯して、後に涙を流し、非常に高い代価で償いをしなければならないからだ。しかし、この経験があるからこそ、
魂を悩まし、苦しみを引き起こすような誤った行動を取らないよう、用心深く生きることができるのです。 

3 これを理解した人は、正しい道を歩んでいることになる。あなた方はまだ至高の業を成し遂げてはいないが、私の
弟子である以上、その途上にあるのだ。光はあなたの迷いを払い、魂の強さは弱さを克服し、信頼はあなたの運命の成就に
真の愛であなたを捧げさせる。 

4 あなたは今、私が求めた精神の道、簡素で純粋な生活に、気づかぬうちに入り込んでおり、この新しい生活に満足
を感じているのです。なぜ私が戻ってきたのか、私の言葉が新しい道を示しているのか、もはや自問自答することはない。
今日、あなた方は、第二の時代に私があなた方に話したことが、教えるべきことのすべてではなかったこと、レッスンが終
わっていなかったこと、そして、霊的生活に至る道、私との真の対話、私があなた方の間に住んだあの時代に与えられた私
の言葉の説明で、あなた方がまだ理解していないものを示すために、私が教えを再開しなければならない恵みの時をあなた
方のためにとっておいたことを知っていますね。 

5 そして、第一の時代にも第二の時代にも、これほど偉大な教えを理解し、感じ、信じることができなかったことを
、ようやく理解することができるだろう。しかし、時間と永遠の主である父は、最高の忍耐と知恵をもって、焦ることなく
、人生の道を手に取り、今日、新しい時代に突入したのです。 

6 今、聖霊の時、間もなくそのクライマックスを迎える ── 

多くの謎のベールがはがされ、すべての光と透明が得られる、偉大な啓示と正義の時だ！」。 

7 わたしがあなたがたの目を開いたのは、あなたがたの知っていることを越えて、あなたがたはわたしの宝庫に入る
ことができるからである。私は、あなたを愛するように、あなたに完全で完璧な形で知られ、愛されたいのです。私はまだ
、あるべき姿に愛され、慕われていません。あなたは、法を理解し、尊重する瞬間を通して、わが霊にどんな喜びを与える
ことになるかわかりません。 

8 あなたが地上に来て以来、あなたの知性の掌中に私の顕現があった。しかし、あなたが発展の道のりの最初の一歩
を踏み出したとき、あなたの 

生まれたばかりの子供が小さいように、理解することもまだ小さいのです。私は、あなた方が私を理解できるように、見ら
れること、聞かれることを制限しなければならなかったのです。 

9 私が最初の時に自分を完全に現さなかったのは、あなたの理性が混乱し、あなたの全存在が押しつぶされそうにな
ったからだ。だから、長い年月をかけて、あなたたちを準備し、道の始まりに置いて、一歩一歩その道を歩ませ、あなたた
ちが父をより理解し、愛することができる現在の段階に到達させたのである。 

10 私はいつでも、魂の生存、魂の不滅、そして魂が完成したときに到達する高次の生命について語る使者をこの世に
送ってきたのだ。 

人間が地球に住み、無邪気な性質を持っていた初期の時代から、より罪深い時代、そして現在では唯物論と誤った科学
の時代においても、私の霊的使者たちは、主との絶えざる交わりを維持する方法を知っている魂が、高い次元で生きている
証拠を示しています。 

11 しかし、最初の時代のメッセンジャーたちは、魂が生きる大きな期間や来世での生活について、人類に説明するこ
とができなかったのです。家父長たちは、創造主への愛と徳において自らを維持する方法を知っており、家族、部族、ある
いは国民を正義と義の道に導くことに満足していたのである。しかし、彼らは霊的で普遍的な神の存在を知ってはいたが、
来世での魂のより高い生についての直観的な知識は持っていたものの、その光と徳のすべてにおいて、魂の発展の道とその
大きな試練の理由を明らかにすることはできなかった。 

12 預言者たちは、ほとんどの場合、混乱と異常の時代に地上に出てきて、大きな真理を語った。彼らは国々 に警告を
発し、悔い改めと改心を促し、もし彼らが善に向かわなければ正義の大訪問があると告げたのです。また、律法の遵守と従
順さに対する祝福を予言することもあった。 
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しかし、その預言者たちが語ったのは、善と正義と相互尊重の実践への勧めであった。彼らは、魂の命、その運命、そ
の発展を明らかにしなかった。私が私の代理人として選び、その仲介で永遠の律法を与えたモーセでさえ、霊的生活につい
てあなたがたに語ったことはない。 

13 父なる神の律法は知恵と正義を含んでいます。人類が平和に暮らし、互いを愛し、尊敬し、私の目には人間として
の価値を証明することを教えている。しかし、モーセは、肉体の死の敷居の先に何があるのか、不従順な魂の返還とは何か
、賢明で人生の仕事に勤勉な者への報いとは何かを人類に示さなかったのである。 

14 その後、ダビデは霊的な賜物と霊感に満たされながら統治し、高揚の瞬間、歓喜の中で賛美歌や霊歌を聞き、それ
をもとに詩篇を創作した。彼は彼らとともに、イスラエルの民を招いて祈り、心のこもった最高の供え物を主に捧げること
になった。しかし、ダビデは、その愛と感激をもってしても、魂のすばらしい存在、その発展、その目的を人々 に明らかに
することはできなかったのです。 

15 そして、彼の治世を引き継いだソロモンもまた、彼に授けられた偉大な知恵と力を発揮し、そのために彼は愛され
、賞賛され、その助言、判断、言葉は今日もなお記憶されている--

もし彼の民が彼に向かい、「主よ、霊的生活とはどんなものですか」と尋ねたならば。死の先に何があるのか？魂とは何か
？"ソロモンはその知恵をもってしても答えられないだろう。 

16 あなたがたに言うが、モーセは信仰と服従に熱心であり、預言者たちは警告を発し、家父長たちは模範を示し、助
言者たち、学者たち、裁判官たちは健全な助言と良い判断で、あなたがたがこの地上から高い彼方の約束の地へ向かう第一
歩を安全にするために、彼らの模範を残したのである。あなた方はこの世で善を実践し始めなければならない。この世に正
義を見出すために、あなた方自身の間で正義を貫かなければならないのだ。ここで、畑での労働の実りや収穫を見つけたの
です。この家は、当時の人間にとって、霊魂の永遠の命の反映であり、イメージであった。 

17 その後、メシアは人となられて、新しい時代の幕開けとなり、人類に大きな啓示を与えるために来られ、「あなた
方は光の子であり、私はあなた方を私の弟子に変える」と言われました。本当にあなたがたに言う。私がするのを見ること
は、父の名においてあなたがたもすることができる。" 

そして実際、私の霊が姿を現したメシアは、第二の時代の門を開く鍵と、生命、知恵、正義、永遠の書を閉じた封印を
解く力をもたらしたのである。 

18 彼が来る前に、私は人間界に霊界の訪問を許した。師匠の跡には、光と大いなる高みを目指す霊と、小さな高みを
目指す霊とがいた。この時、一人ともう一人の両方が存在していた。前者は、献身的な奉仕者としての謙虚な姿を見せた。
その中には、マリアがその清らかな胎内に御父の「ことば」を宿すという高い運命を告げられた方もいました。また、ある
者はベツレヘムの羊飼いを訪ねて聖地誕生の知らせを伝え、ある者は聖家族に危険を知らせ、エジプトへの逃避行を導き保
護したのであった。 

19 このとき、多くの顕現を喜びをもって見届け、多くの人々 の信仰を得ました。しかし、霊的生活に敵対し、忠実で
ない人々 は、この真理を疑い、否定した。しかし、群れをなしていた私の霊的なホストたちは、マスターの放つ光に引き寄
せられたのです。 

20 神の仕事に奉仕する光の存在と、反抗的で無知な人々 がいたるところに現れ、その人類の中には、科学では解放で
きず、人々 から追い出された憑依者が現れました。律法の先生も科学者も、その病んだ人たちを健康にすることはできなか
ったのです。 

21 しかし、これらすべては、私があなたがたに教え、愛の証を与えるためのものであった。私は、多くの人が驚くほ
ど、イエスを通して彼の生き物の癒しをあなたに与えたのです。 

イエスの力を語るのを聞き、その奇跡を知っていた不信心者たちは、イエスを一瞬でも不確かな存在にし、無謬でない
ことを証明するために、最も困難な証明を要求したのである。しかし、この憑依者の解放というのは、私が触ったり、見た
り、命令する言葉をかけるだけで、普通の人間の状態に戻し、その霊が心を離れ、両者が重荷から解放されるということで
、それらを混乱させたのです。 

この力を前にして、パリサイ人、科学者、律法学者、徴税人はさまざまな反応を見せた。ある者はイエスの権威を認め
、ある者はイエスの力を未知の影響によるものとし、またある者はそれについて何も言うことができないでいた。しかし、
癒された病人たちは、その名を祝福した。 

ある者は一人の霊に憑かれ、ある者はマグダラのマリアのように七人の霊に憑かれ、またある者は彼ら自身が軍団だと
言うほど多数の霊に憑かれたのである。 

22 マスターの生涯を通じて、一つの霊的顕現が次から次へと現れた。あるものは12人の弟子たちによって、またあ
るものは人々 によって--屋外や家庭で--目撃された。奇跡の時代、「不思議」の時代だったのです。 

男も女も、あの世からのサインや呼びかけを受けた。古代人や子供たちも同様にこれらの幻影を目撃し、救い主の十字
架上の死に先立つ日々 、天の光は人の心を貫き、霊の谷の存在が人の心を呼んだのである。そしてその日、マスターは人間
として息を引き取り、その光はすべての洞窟や隅々 まで、物質と精神の家まで浸透し、長い間マスターを待ち望んでいた存
在たち--物質化し、混乱し、病気の存在たち--
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のために欲望したのだ。道を踏み外し、後悔の鎖で縛られ、咎の重荷を引きずり、死んだと思って肉体に縛られていた魂も
、深い眠りから覚めて生き返ったのだ。 

しかし、彼らはこの地上を去る前に、自分の大切な人たちに対して、復活と存在の証しをしたのです。そのような中で
、世界は喪に服し、苦痛に満ちたその夜に、このような顕現を経験したのです。 

長い間死んでいた人たちが、この日、ほんの一瞬、地上に降りてきて愛の種を撒き、同時に、自分の子供でもある無限
の魂が住む霊的な畑を耕して、その無知を癒し解放した師を証言するために戻ってきたのですから、人々 の心は震え、子供
たちは涙を流したのです。 

23 その知識は世代を超えて受け継がれ、使徒たちは世の中の道にあって、その眠っている人類の目を開き、より高い
生命につながる道を示し、高き彼方への突破口を開き、師の教えを説明したのです。また、憑依された者を解放し、身体だ
けでなく魂の病も癒した。この世に生きる者にも、遠い世界に生きる者にも、励ましと慈しみの眼差しを向けていたのです
。愛する者には、異質な痛みも遠い痛みもないのだから。自分自身を準備する者は、嘆きや願いや必要を、それらがどこに
あろうと察知することができるのです。そして、その弟子たちは、自分たちに続いて地上での使命を果たすように、他の人
たちを指導した。 

24 魂は死なず、その生命は永遠であり、魂が住むすべての家屋にそのための道が示され、その義務について指導され
、果たすべき任務があることを、世界が考察し悟るように、私はこれらの顕現を許したのである。 

25 私は、わが真理をあかしし、人類の不信仰を克服するために、十字架につけられた後も戻ってきた。そして、私の
弟子たちの間でさえ、私は自分自身を示して、私が生命であり、私の生命がすべての被造物の中にあることを証明しなけれ
ばならなかったのです。私は、私の従者たちが私を見るようにし、彼らの指が私に触れるようにし、彼らを苦悩から解放す
るようにした。私がカルバリの上でわが業を成し遂げた後、彼らは取り乱したので、わが現存が彼らを慰め、励ますことが
必要だったからである。しかし、これはこの出来事の全ての意味ではなく、私の再臨の予兆であり、私が霊で現れ、あの愛
する弟子たちの驚きと喜びの中であなたたちに与えた深い意味を持つ教訓だったのです。そして、私がスピリチュアルな方
法で、すべてを説明し、新しいメッセージを伝えるときが来ると悟ったのです。 

26 これはその時、「私があなたがたに話したことが、教えることのすべてではない」と言ったものです。あなた方が
すべてを知るためには、まず私が去って真理の霊を送り、私の言ったこと、行ったことをすべて説明させなければならない
。試練の時に慰めを約束する"しかし、その慰め手、説明者は私自身であり、あなたを啓発し、過去の教えと今持ってきた
この新しい教えを理解するために戻ってきたのです。 

27 第三の時代を開いたのは私であり、あなた方が徹底的な研究によって、私のすべての示現の理由を知り、私の啓示
を知ることができるようにするためである。 

28 この世界で生きていた間、私は超自然的な出来事、出来事、生き物に囲まれ、これらすべてがその時代の重要性、
すなわち、太古の昔から愛する人類に約束したことの実現を物語っていた。そして今日、私はあなた方に新たなレッスンを
与え、霊的生活を知ってもらうために、あなた方が魂の博士となり、そうしてたゆまぬ種まき、真の知恵の教師となるよう
に、能力と才能を与えるのです。そして、この使命のために、私はまず「イスラエルの民」を選び、彼らが他の民を指導す
るようにしたのです。 

29 今日の人類は、あなたの目から見ればその数は多くても、それを取り巻く霊的存在の世界に比べれば非常に小さな
存在です。その軍団はどんな力で人の道を侵しているのだろう。しかし、彼らは自分たちを取り囲むその世界を知覚せず、
感じず、聞こえないのだ。 

30 私は、私の弟子であるあなたがたを準備している。 

あなたの直感は、あなたの周りに誰がいて、彼らのニーズや使命、あるいは償いが何であるかを教えてくれることでしょう
。しかし、この偉大な仕事に従事するあなた方は、私が各存在に割り当てた運命を尊重し、愛し、わが慈悲があなた方を配
置した高い場所から引き下げるような科学に踏み込んではならないのです。 

31 あなたはもう、無知ではありません。今日、あなたがしっかり歩いているのは、あなたがずっと前に仕事を始めた
からです。家父長や預言者の時代から、そしてモーセの時代以降、あなた方が賢明な導きと助言を受けた時代から、あなた
方のすべての行動、祈り、言葉は書き留められ、魂の中にその反響がある。それらは、あなた方が私の最初の偉大な啓示を
受け、また私の到着を目撃するのに値するようにした始まりだったのです。 

32 この時代の私の宣教は実を結ばないことはなく、私の話を聞き、私の教えを用いた者にとっては、味わい深い果実
の宝となるであろう。わたしは、人を使って自分を知らせるのをやめるとき、わたしの証人、わたしの弟子たちを残して働
き続けさせ、その後、この民の懐から、この種を増やす新しい世代の種蒔きを起こさせる。 

33 ぜひ、家長たちの幸せな日々 に戻ってください。平和と幸福と生きる喜びが支配しているような、高潔でシンプル
な生活を送ることをちょっと想像してみてください。人間が信仰と徳によって心身ともに健康で強くある方法を知り、正義
と活力と強さによって私を表す方法を知っていた幸せな時代を想像してください ── 

女性もまた、美徳、優しさ、道徳的強さ、魂と身体の美しさに満ち、子宮とゆりかご、善の源、子供や夫や父親の敬虔さの
模範となっていた時代です。 
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34 ある人の屋根が他の人を守るために広がっていた時代、もてなしと慈悲、愛と思いやりが存在していた時代を思い
出してください。そのような日々 を再び体験し、隣人を愛し、仕え、民族の平和、心の平和、家庭の平和を促進したいとい
う思いを抱いたら、その喜びを分かち合うために他の民族を招き入れよう。ここで、あなたの仲間に、彼らは兄弟愛と友情
を、あなたの心に誠意を見出すことでしょう。あなたの屋根の下では名誉と道徳を、あなたの食卓では祝福の贈り物を、あ
なたの言葉では光と真理を見出すでしょう。そして、平和を願う人々 があなたを訪れ、あなたの精神的理想を共有した後、
彼らは長短の旅に出て、痕跡、精神性と真実性の模範を残して自国に帰っていくのです。なぜなら、彼らはあなたの中に平
和、健康、人生の喜びの秘密を発見したからです。それは、あなたが私の法則の遂行と霊化の中に見出したものであり、す
べての行動において単純であり、高尚であり、真実であるということです。 

35 不安と苦痛に翻弄されるこの人類が見えますか？あなたの地球を包む、陰鬱な、不吉なマントを感じますか？私の
帰りを知らず、私の言葉に感化されて生きているその世界は、霊的な生命からどれほど離れていると感じていることか。し
かし、その住民の啓蒙のためにも、一つの証拠、一つの呼びかけで、彼らは悔い改め、私が送る試練を通じて自己を完成さ
せることが、彼らの魂のこの世での唯一の任務であることを悟るだろう。 

36 多くの人は、地上の肉体を離れ、すべての人を待ち受けるその「谷」の敷居をまたぐ前に、この偉大な真理を理解
することでしょう。人類はこの実現にあと一歩のところまで来ているのです。そして、あなたが偉大だと考えているこの世
界は、広大な大陸、砂漠と同様に広大な海、長い道、あなたにとって近づきがたい人々 、理解しがたい民族によって、一つ
の教えによって、言葉によって、啓示によって征服されるでしょう。しかし、これでは血も死も痛みも跡形もない。 

37 人は、火を焼き尽くすような言葉によって啓発される。しかし、この火は愛であり、その行く手に残る痕跡は生命
、健康、慰め、平和であろう。この教義はわが法、わが言葉、わが永遠の業であり、わが子たちにもう一度捧げる。そして
、すべての者の心から力をもってはじけるだろう。 

38 この仕事の始まりは何だろう、そしてその知識はどのように人々 に届くのだろう。すべて完璧に準備しました。私
はその大部分を私の仕事として引き継いでいます。しかし、あなた方と私の霊的ホストはこの仕事に参加することを許し、
また、私が無限の使命を委ねた私のメッセンジャーたちも、過去の時代と現在の時代に現実となった、その大きさをほとん
ど推測していない霊的顕現の啓示と説明をもたらすために、光の軍団として出発することができるのです。しかし、この光
は社会階級や人種の区別なく、すべての人に届くものである。あなたがたは、不信心者の裁きや罰を恐れて、我慢してはな
らないからである。 

39 私は、いつ仕事に取り掛かるべきか指示します。それは、あなた方が霊界の呼び声とこの世の呼び声を聞き、その
出来事であなた方の闘いの時が来たことを示すような、偉大で明確な兆候の時でしょう。私は、霊から霊へと語りかけ、あ
なたを道案内します。 

しかし、あなた方には、教師として人々 のもとに来る前に、医者として来てほしい。そして、あなた方が人々 の痛みを
和らげたとき、彼らはわが言葉の清らかな水の泉から飲むことができるのだ。まず傷や潰瘍や病気を求め、その苦しみを癒
し、次にその魂に目を向けるのです。 

40 第二時代のイエスのように、あなたの仲間のところに行き、私の言葉の前に癒しのバームをもたらすのだ。しかし
、弟子たちよ、この膏薬は何であろうか。泉の水が祝福され、病人の薬になることでしょうか。いや、みんな。私が話すそ
のバームは、あなたの心の中にあるのです。私はそれを貴重なエッセンスとしてそこに置き、愛だけがそれを開いて、止め
どなく流れ出るようにすることができるのです。 

もし、どんな病人にも注ごうと思えば、癒すのはあなたの手ではなく、愛と慈しみと慰めに溢れた御霊である。思いを
込めたところに、奇跡は起きる。 

41 あなたは、すべての人に快適さをもたらすために、さまざまな方法で自然の存在や要素に影響を与えることができ
ます。でも、こうも言っています。病気を恐れず、すべての人に忍耐と慈悲の心をもって接してください。 

憑依された者、人間の心の中で混乱している者についても、同様に癒すことができるのです。彼らを解放し、この力を
信仰なき者に明らかにせよ。闇の中に光をもたらし、あらゆる束縛と不正を打ち破り、この世界が主を知り、真理を十分に
知った上で自分自身を、その内なる存在を見るようにすることは、この民族の大きな使命の一つであります。 

42 まだこの世に属していると錯覚し、魂が乱れ、混乱して生きている人々 が、その大きな誤りから抜け出す道を見出
すことができるように、愛情をもって助けてください。暴力を使わず、優しさと思いやりで心を満たし、すべての生き物に
正しく接することです。 

43 あなたは、この混乱した存在に光と安らぎをもたらさなかったのですか？そう、マスターはあなたに言うのです。
私がこの知識を与えてから、あなたはこれらの生き物の道を照らしたのです。しかし、これらの魂を改心させるためには、
あなたの信仰と祈りがいかに偉大なものでなければならないか。 

44 闇の勢力が打ち倒される戦いは、すでに一つの世界から別の世界へと勃発しているのです。宇宙には大きな戦いが
あり、人間はそれを確信して武器を取ることが必要なのだ。 
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世界が光をもたらすべき最後の試練を準備し、それに近づいている限り、あなたは祈り、見守り、必要としているすべ
ての人に癒しのバームをもたらすべきです。あなたの祈りの中で彼らのもとへ行き、あなたの霊的なマントの下で彼らを守
ってあげてください。あなたが愛のうちに自分の存在を注ぐとき、私は全宇宙をわが霊で包むからである。 

45 どうか、皆さん、私の旅立ちが近いからといって、一瞬たりとも気を落とさないでください。私の言葉によって自
らを強め、国々 の平和を願いなさい。 

46 これからの時代、今までの自分、これからの自分を知ろうと思わないでください。あなたがそこにいたこと、今そ
こにいること、そして再びそこに行くこと、そして私があなたのために示した道を通って私に到達することだけを考えてく
ださい ── 

あなたはイスラエルの霊、私の仕事の中で高い任務を担う選ばれた民です。この世の平和と来世の幸福を得るために努力し
なさい。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 340 
1 私は愛と慈悲をもって、第二の時代にあなた方に与えた言葉を思い起こさせる。その時、私はあなた方に、互いに

愛し合い、あなた方の道に私の愛の痕跡をはっきりと残すよう教えた。 

2 私はあなたに、造られたものよりもあなたの神を愛することを教えました。しかし、この第三の時代、私はあなた
の魂に再び目を向け、私の愛、私の光、私の慈悲を与えようとする。 

3 あなたがたは将来どうなるかわからないのだから、その時に弱音を吐かないように、私の懐から身を離さないよう
にしなさい。あなた方は選ばれし者であり、世界に安全な道を示し、私が託した指示を一音一音伝えていくのです。しかし
、私の仕事は他の宗教ではない--

これまで、人間がその知性に従って宗教を作り上げてきた。私の仕事は教義であり、それは私が太古の昔からあなた方にも
たらした法則である。 

4 今の時代、人類は苦しみの杯を空け、"神の罰だ 

"と言っています。しかし、父はあなたがたに、「わたしは愛であり、あなたがたを罰することはない」と言われます。そ
れは、あなた方自身です。 

浄化をもたらす" 

この間、わたしはあなたがたに指示を与え、あなたがたはみことば、直感、視力、啓示の賜物を通してそれを受ける。
常に光の道から迷わせようとする誘惑に驚かないように、あなたの魂を強くする。 

5 私は心の底から、"あなたの使徒となるにふさわしい者にしてください 

"と言う人々 の声を聞いているのです。しかし、1950年以降、直感とインスピレーションによって私のメッセージを受け
取る新しい弟子と私のしもべを形成し、人類に語りかけることができるようにすると、私はあなたに言う。 

6 あなた方は「天の梯子の7段」の意味を自問しているが、あなたの主人は確信を持ってこう言う。「7という数字
は霊性を意味し、それは私がわが選んだ民イスラエルに見たいと思っている霊性である。 

あなたは、自分の美徳と発達した能力をすべて持って、私のところに来なければなりません。あなたの進化の第七段階
（ステージ）で、あなたは私にたどり着き、天国があなたを迎えるために門を開くのを見るでしょう。 

私は一瞬たりともあなたのもとを去ることはない。もしあなたの心に痛みがあったとしても、それは私があなたを捨て
たからではない。私の愛は無限だからだ。なぜなら、父なる神は、あなたが目覚め、覚醒するために、その痛みをあなたに
到達させたからです。 

7 愛する人々 よ、あなた方は人類の代理人として私と共にいるのです。あなたはイスラエルの部族の一部を形成し、
わが選ばれし民のうち144,000人の印を押された者たちである。しかし、あなた方の中には、精神的なものもあれば、物
質的なものもあります。 

8 あなた方は、この平和と慰めのメッセージを地球上のあらゆる場所に伝えるのです。人類のニーズは大きいのです
から。私はあなたの旅支度を私の愛の贈り物で満たし、あなたの手に剣を握らせたので、あなたを途中で止めようとする闇
を取り除くことができる。 

9 この第三の時代に、私はあなた方のために食卓を整え、あなた方の魂に霊的な食物を与えているのです。聖霊は、
あなた方が霊性を獲得できるように、あなた方を啓発するものだからです。 

10 エリヤは、この「第三の時」の先駆者である。私の愛のハードルであなた方を団結させ、あなた方が互いに許し合
い、愛し合うことを学ぶことができるように、この道を歩み続けることを助けてくださっています。私の教えに従う者は皆
、光と心の平安に達し、その存在に喜びが溢れるようになる。 

11 私の愛によって、あなたがたに意志の自由を与え、あなたがた自身の意志によって私のもとに来るようにしたので
ある。しかし、あなたが昇ることができないので、私はあなたのところに来て、私の神聖な愛の優しさであなたに道を教え
ました。 

12 真の霊能者は、言葉によってではなく、良い模範によって知られるようになるのです。あなた方のアセンションを
助けるために、私の輝く光線があなた方の世界にやってきて、あなた方の魂を啓発し、高揚させるのです。 

13 人々 は私の愛、私の言葉を必要としている、それは彼らの心の底に届くに違いない。マスターは、あなた方の魂が
日々 より悟りを開き、無知から解放され、より高い領域へと上昇できるように、たゆまぬ努力を続けています。 

14 私の王国の門は開かれ、父の「言葉」が無限の愛をもってあなたのもとにやってきて、もう一度道を示してくれる
のです。 

15 私はもう一度人類にやってきたが、私が霊的に現れたため、彼らは私を感じず、彼らの物質主義は偉大である。あ
なたの魂は私の神聖な精神から生まれたのだから、なぜ人は私を感じないのだろう......」。なぜなら、彼らは自分の魂を物
質主義や低次の情念に縛り付けているからだ。しかし、ここに神の子羊が光としてあなたのもとにやってきて、あなたを啓
発し、真理をもたらすのです。 
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16 私の言葉はあなたの魂の栄養であり、それは、神があなたに与えるべきものを受け取るために、魂が自らを浄化す
るための水晶の水です。地上の宝を求めず、永遠の宝を求めて努力し、あなたを取り囲む栄光を知りなさい。 

17 つらいとき、悲しいとき、落ち込んだとき、父から憐れみを受けるために、祈りの中に立ち上がりましょう。 

18 わが民よ、あなたがたは信仰と信頼に欠けるので、落ち込んでいる。しかし、本当に言っておくが、もし信仰がな
ければ、あなたは心を失い、魂は弱く、悲しく、落ち込んでしまうだろう。必要なものをすべて手に入れるために、父なる
神様に信仰と信頼を寄せてほしいのです。幸せになるために愛し、善良で要求がなく、忍耐強く苦しみ、隣人の侮辱を許し
なさい。 

19 わたしがあなたがたを呼んだのは、あなたがたにわたしの教えを再び受けさせて、あなたがたの心にわたしを住ま
わせ、わたしの意志を行わせるためであり、あなたがたの仲介によって、わたしが善行によって自らを明らかにするためで
ある。 

20 第二の時代、私、キリストはナザレのイエスの唇を通して自らを明らかにし、人々 が私を人間としての生命と呼ん
だとき、この光のメッセージはあなたの世界を照らし続け、そしてそれは永遠に続くでしょう。 

21 私の言葉の一つ一つを理解すれば、真理の光に到達することができ、あなたの魂はますます大きくなり、私の霊光
の完全なはしごを昇っていくことでしょう。 

22 私の光は常に人とともにあり、私のメッセンジャーたちを通して姿を現してきた。第二の時代の使徒たちは、聖霊
の光に照らされて、私の教えの霊的な種を蒔いたのです。 

第3の時代、私は無限の愛で、人間の知性も使ってあなた方に教えている。あなた方がこの光と慈悲に満ちた気持ちに
なれば、この光と慈悲の光線を人類にもたらすことができるだろう。 

私があなた方に指示するように、あなた方も指示しなさい」 

「あなた方が私から受け取るように、あなた方は無限の愛をもって私の言葉を仲間に伝えなさい」。あなたの隣人の罪を指
摘してはならない。私はあなたの罪を裏切るために来たのではない。私の道を歩んで、たとえ茨を刈り取ることになっても
、薔薇を蒔きなさい。もし棘があなたの心を傷つけても、私はあなたの傷を癒すだろう。私はあなたに癒しのバーム、慰め
、魂の強さを与えるだろう。 

23 わが民よ、世には苦難がある。しかし、まことにあなたがたに告げよう、それは永久に続くことはない。なぜなら
、私は世界の闇を取り除き、その霊的な光を残すために来たのだから、この大きな苦難を永遠に取り除き、人類がわが意志
のとおりに幸福を感じることができるようにするためだ。しかし、あなたがたの苦しみや戦争について、父を責めてはなら
ない。 

24 私はあなた方に平和、統一、兄弟愛、親善を提供し、互いに愛し合う方法を教えてきました。あなたの世界に戦士
はいらないし、痛みに支配されたくもない。そうさせたのは人間であり、彼らは互いに愛し、赦すことを知らなかったから
である。父であるわたしは、あなたがたを赦した。あなたがたの罪が大きかったので、あなたがたの患難もまた非常に大き
かったのである。あなたの苦しみのために、私はあなたを許しました。苦しみ、泣く者はみな、あなたの天の父の慈しみと
慈悲に値するからです。この時、私はあなたの涙を乾かすのです。 

25 あなたが私の王国に到達し、あなたの魂に光の衣をまとうことができるように、愛し、赦しなさい。あなたの主人
は、あなたが自らを救うことができるように、道を示しています。しかし、私があなたに手を差し伸べるように、あなたも
仲間に手を差し伸べ、その道を優しく導き、あなたの愛と善意を示してください。 

26 我が民よ、あなた方の苦しみの原因は何であったのか。あなたの欠点それが茨となり、あなた方の心を傷つけてい
る。しかし、私の愛はあなたの傷を癒す。 

27 私はあなたに言います：あなたが苦痛を受けるに値する理由を与えてはいけません。徳の白衣を着て私の道に入り
なさい、そうすれば天の国に入ることができます。 

28 大空の星のように輝くようにと、私が聖霊の光を与えたので、あなた方は光り輝く者たちの霊的な軍団の一員とな
る。 

29 私は真理であり、道であり、光であり、命である。私のもとに来なさい。私の神聖な霊のこれらの高い属性を利用
するために、私はあなたを呼び出すからだ。 

30 今、私はあなた方の精神に広い視野を示し、あなた方が物質化から解放され、人類のためにできるすべての善行に
ついて考えることができるようにしているのです。 

31 私の命令に喜んで従い、魂と肉体の相互作用の中で私の意志を実行するように、自分の体をコントロールするのだ
。 

32 あなたには私の愛と精神的な恩恵があります。私の平和を持つあなた方は、混乱した国々 のために祈りなさい。 

33 私は、人々 の硬い心の中に自分自身を感じさせ、戦争を起こそうとする者たちに、私の意志が彼らの戦争的な意図
よりも強いことを悟らせる。もし、その人たちの心が固いままで、わが意志によって変わることを許さないならば、わが正
義は全世界に及ぶだろう。 
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34 人類のために祈りなさい、愛する人々 よ、あなたの仲介によって彼らが私の慈悲を受けることができるように、戦
い、働きなさい。これがあなたの使命であり、あなたの魂がこの時代に持つ償いであり、あなたが功徳を積むためのものだ
からです。 

35 イスラエルよ、眠らないで、聖霊の光で困難な使命の遂行に前進してください。この時、若者は出陣し、カインの
ように同胞は互いに命を奪い合う。 

36 立ち上がって、世界に私の光と、大きな苦しみのための癒しをもたらすのです。光の剣で戦い、世界を罪から救え
。あなたの祈りによって、人を惑わす悪い影響を取り除いてください。そして、私があなた方を裁くこの時代において、あ
なた方が私のしもべとなり、世の中の暗いたくらみを打ち砕く光と力を宿すことを望むのです。 

37 この時、子供たちを偶像崇拝から守ってください。さまざまな宗教団体で、多くの人が私に問いかけます。"主よ
、あなたは必ず帰ってくると言われました。なぜ、あなたは私たちにご自分を現さないのですか？それは、私を理解してい
ない人々 である。私は現在、わが言葉を実現し、わが選ばれし者の間でわが意志を行っている。そうすれば、彼らは人類を
目覚めさせ、この時代にわが現存を証言するメッセンジャーとなるだろう。 

38 イスラエル：第三の時代には、多くの人々 があなたを待っています。あなたは、平和と光の虹のような存在になっ
て、彼らに福音を伝えなければなりません。 

39 私の言葉を隠し、私の教えを歪曲する者たちに、あなたが語りかけることが必要なのです。私は、あなたが彼らに
あなたの視点を守ることができるように、あなたを支援します。私の仕事に明日誤りがあるとされ、私の律法が改竄される
原因は人にあるのです。なぜなら、人が私の仕事に、それに属さないものを付け加えたからです。 

40 人類は確信を持って私の教えを受け入れるだろうが、私の真の下僕は、人の前で主人として振る舞うことはない。
明日、あなた方は勇気をもって近くの場所や遠くの場所で使命を果たすために旅立たなければなりません、そうすれば世界
は自らに入り込み、私の意志を実現することができます。しかし、イスラエルよ、どれだけの試練があなたを待ち受けてい
ることか。私の子供たちのうち、何人が飢えた狼のように立ち上がり、あなたを滅ぼしたいと思っているのか！？そして、
もしあなたが準備しないならば、あなたは大きな苦痛を感じるでしょう、これは私の意志ではありませんが。あなた方と人
類の間に幸福が訪れるよう、準備を整え、私の指示に一つ一つ従ってください。 

41 あなたは自分の人生をやり過ごし、仲間を赦すように、あなたの罪を赦せと私に言うのです。しかし、本当にあな
たに言いますが、唇だけがその暗記したフレーズを繰り返しているだけで、あなたの心が私にあなたの働きの本当の真の実
りを提供しているのではないのです。 

42 ある試練があなたがたに重くのしかかり、それを神の罰だと偽るとき、あなたがたは私に言うのです。「主よ、私
が兄弟を赦したのに、どうして私を赦してくださらないのですか。その代わりに、"父よ、あなたが教えてくださったよう
な真実味と誠意を持って兄弟を赦せなかったかもしれない私を赦してください "と言ってください。 

43 もしあなたが毎日短時間でも瞑想することを学び、その瞑想が霊的生活に関するものであれば、他の方法では得ら
れない無限の説明を発見し、啓示を受けることでしょう。 

44 あなたの魂は、私に質問し、私の答えを受け取るための十分な光をすでに持っているのです。人間の魂はすでに大
きな発達の高みに達している。謙虚な背景を持つ仲間を観察すると、知識がないにもかかわらず、深い観察力と、他の多く
の人にとって不可解なことを自分自身に説明する明確な方法で、あなたを驚かせるのです。本や学校から得ているのでしょ
うか？しかし、直感的に、あるいは必要に迫られて、霊的な祈りの一部である瞑想の才能を発見したのです。そして、ある
者はより多く、ある者はより少なく、生命の真髄を瞑想した者はすべて、その心に霊的な光を受けたのである。 

45 人はその霊によって真理を発見し、すべての人はわが存在を感じるだろう。時が来れば、すべての目が私を見るこ
とになると、私はすでにその時に告げた。 

46 さて、あなた方が生きているこの時代は、まさに過去の時代のわが言葉とわが預言者たちによって告げられた時代
であり、すべての人がその霊の感覚と能力によって私を見ることになるのである。 

47 彼らが私を見たと言えるためには、人間の姿で限定的に私を見る必要はなく、彼らの霊が私を感じ、彼らの知性が
私を理解することで十分であり、彼らが私を見たと正直に言えるようになる。 

48 愛と信仰と知性は、あなたの目よりも無限に遠くを見ることができるのです。だから、わたしは、あなたがたにわ
たしを見せるために、わたしの存在を人間の姿に限定したり、何らかの象徴的な形で表現したりする必要はない、と言って
いるのです。 

49 あの第二の時代に私を見た人、私と共に行動した人のうち、私が誰であるかさえ知らない人がどれほどいたことで
しょう。一方、私が人間として生まれたことさえ知らなかった人々 のうち、どれほど多くの人々 が霊によって私を見、私の
光によって私を認識し、その信仰のゆえに私の前で喜んだことでしょう。 

50 すべての目を開き、あなた方が光の子であることを信仰によって証明しなさい。 

51 皆さんは私を見ることができますが、そのためには、皆さんの善意と信仰が不可欠です。 

52 すべてを知るために到達すべき霊的な家である王国の門は、あなたの魂を期待して開いているのです。 
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53 魂の解放が起こったときに光に昇るために必要な力を持つために、現世でできる限りのことをしてください。そう
すれば、肉体を去るべき時が来たとき、地上の重荷を簡単に取り去ることができ、平和の家に向かって、つまずくことなく
、自由に昇る道を歩むことができるのです。 

54 あなたの成長を助けるために、私の言葉はもう一度人々 に救いの道を示すために降りてくるのです。私は愛情をも
って善意ある人々 の手を取り、光に導き、その道の一歩一歩に今まで発見したことのない美しさを見せているのです。 

55 私があなた方に美しさについて語るとき、それは自然のことを指しているのではありません。私は、あなた方の知
らない精神生活の美しさについて話しているのです。なぜなら、あなた方はそれらに冷淡で、無関心であったから、人間の
心が作り出したイメージや図形で満足しているのだ。 

56 私は、あなたの永遠の至福の扉を開くための鍵を与えます。これらの鍵は、愛であり、そこから慈悲、許し、理解
、謙遜、平和が生まれ、それらをもって人生を歩んでいくのです。 

57 あなたの霊が物質を支配し、聖霊の光を享受するとき、その幸福はいかに大きいことでしょう。 

58 現世の試練によって、一時的に信仰を失うことがある。しかし、私を信じなさい。私は、あなたが使命を果たすこ
とを励まし、日々 、あなたの信仰を強め続けるのである。 

59 あなたの仲介によって人類の浄化が行われるように、私はあなたを準備したのです。人類は、霊性への道に入るた
めに、すすり泣きながら自由を求めているのです。 

60 私は毎日、新しい弟子たちの到着を待っている。彼らに私の仕事を託し、彼らを謙虚さの模範とし、人類のための
純粋な鏡とするために。彼らは、自分が選ばれた者であることを誇らずに出発し、信仰の伝道者として戦い、働き、私の光
を世に送り出す。 

61 この時代、私の声を聞く大勢は多いが、私の神性の聖域として心を整えた者は少ない。 

62 あなた方の間に私が現れる時間は短い。だから、あなた方が準備するのを見たいのだ。私の子供たちよ、言ってお
くが、私の王国の門は、第一時代にモーセと一緒にカナンの地に到達するために砂漠を渡ったときと同じように、あなたが
たを待っている。あなたは放蕩息子のように、父の胸に戻り、あらためて私の愛撫を感じ、私の教えを受け、あなたが裸で
私のもとに来たとき、恥じることがないように、私の霊のマントであなたを覆ったのだ。私はあなたに新しい日を示し、私
の食卓の食物を与えた。私はあなたがたの転落を見たし、父としてあなたがたの痛みに同情しているからだ。しかし、この
時、私はあなたたちに慰めを、永遠の命のパンとしての私の言葉を、あなたたちが父の腕の中で感じることができるように
、私の平和と喜びをあなたたちの人生にもたらしたのだ。 

63 霊界も、あなたが再び私と一緒にいるのを見て、幸せを感じていました。私の廊下で働き、困窮者や病人を受け入
れ、闇を払い、霊的に病んだ者に膏薬を与えるために、あなたがたを参加させたのです。 

64 あなたが私から遠ざかるとき、私はあなたが奈落の底に落ちないように、ずっと近くで見守っている。私の愛は無
限だから。私が波乱の中から救い出したのは、あなたがたであり、救いの港を示すためである。私はあなたを道案内し、私
の霊界はあなたを守り、あなたが私のもとに立ち上がるのを助けるでしょう。 

65 私のしもべの数は増えたが、人間の心による私の顕現が終わった後、従順になるのはほんの一握りだ。しかし、私
は、あなたがその時、私の霊的な顕現を受けると言います。私の教えを1ページずつ受け取ったあなた方は、今度は人類に
呼びかけるために出て行くことが使命です。 

66 あなた方は聖霊の賜物と私の愛を魂に宿しているので、霊能者トリニタリオマリアンとして認識されるようになる
のです。 

67 聖霊はあなたを啓発し、教典は開かれたままであり、一音一音、あなたのマスターがこの時代にあなたに与えたす
べてを理解するでしょう。それは人類に届く第三の証しである──私がこの第三の時に、人間の心を通してあなた方にもた
らした御言葉である。 

68 私の聖霊の光があなた方を完全に啓発するとき、あなた方は誠意と愛をもって、私の言葉からその意味を汲み取り
、滋養とバームとして人類にもたらすことができるように、自分自身を準備するのである。 

69 この人類のため息と嗚咽は私に届く。しかし、私はあなたに尋ねます。誰があなたを傷つけたのですか？あなたは
黙っている。だから、あなたを苦しめているのはあなたの欠点だと言うのです。人は、後にその上を歩かなければならない
ことを理解しようとせず、自分の道にトゲトゲの棘をまき散らしたからです。 

70 大昔に地球を歩いた人たちの過ちの結果に苦しむのは不公平だと思うこともあるでしょう。しかし、あなたがたの
中で、彼が茨を道にまいた者の一人でないと言える人がいるだろうか。 

多くの人はこの教えに微笑むだろうが、それをあざ笑うのはその人の魂ではなく、心である。というのも、人間は常に
霊的なものに対しては懐疑的であり、信じないものだからです。しかし、わが言葉が彼らに知られるだけでわたしには十分
である。そうすれば、彼らの皮肉と信じ難さにもかかわらず、彼らの中の何かが、この言葉には、彼らが愚かさのために認
識できない核心が含まれている可能性があることを伝えるだろう。 

71 私の教えを知りながら、まだ神の裁きから逃れようとする者がいるのか。なし。 
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72 罪の生涯を送った後、生涯にわたって苦しみや痛みのない自分を見て、この世の最後の時が来たとき、自分は神の
正義を嘲笑し、少なくともそれを免れたと信じた人がどれほどいたことでしょう。 

そして、「霊的な谷」にいるとき、それらの存在は、地上で語られる永遠の苦悩を見つける代わりに、内省と良心の吟
味に適した光と平和の風に包まれるのを驚きとともに見たのである。その時、誰が、地上で歩んできた道をもう一度歩かな
ければならないことを告げなければならなかったのだろうか。そのとき魂は、賢明で動かしがたい正義の重みを感じるので
す。しかし、それは物質化されたものであり、永遠や魂の完全性については何も理解していない。それは、必然的に正義で
あり愛であるものをすべて不正と見なし、反抗するのです。 

73 もし、みなさんがこの知識をすでに持っていたら、悩みや苦しみの受け止め方は違っていたでしょう。苦しみに絶
望することはなく、それどころか、魂を清めるための償いを果たしたという満足感が内側にあり、神を冒涜したり反抗した
りして、その償いをより長く、より悲しくするのではなく、自分の魂から穢れがなくなるという希望をもって、日々 、負担
を軽くするために努力するのです」。 

74 この第三の時、それは審判の時であり、霊的な償いが最高潮に達し、新しい時代への道を開くべき時である。私は
世界にわが声を響かせ、人々 を眠りから覚まし、苦しみの杯を永遠の命の盃に変える道を示す。 

75 私はあなたがたに、苦難の日々 を短くし、あなたがたを傷つけた棘から解放する手順を示し、あなたがたに、途中
で傷つけ続けることを望まないと告げたのである。私はあなたの欠点と戦い、あなたの心に光を与え、苦しみの原因を理解
し、それを回避する方法を知っているのです。そうすれば、自分に起こるすべてのことを運命や仲間のせいにすることはな
くなるでしょう。なぜなら、自分の責任だと思えば、不幸がなくなるまで待つのではなく、すぐに出発して、苦しみと罪と
無知のくびきから自らを解放するために、あらゆる努力と意志の力を使うようになるからです。 

76 光は全地に行き渡り、この言葉を聞いた人は、自分を混乱に陥れたと言う権利はない。この教えが地上の人々 に届
く前に、私の霊的存在が彼らを目覚めさせ、良いメッセージの到来を予期させることだろう。 

私のメッセージは、あなたを祝福し、慰め、物質主義から脱却し、真理に近いより良い人生へと上昇するためにやって
きます。 

77 だから、弟子たちよ、もし一度や二度、この世に戻ることがあるならば、それは、かつて自分が世話をした果実を
おいしく刈り取るためであり、自分が始めた仕事を終える機会を目の前にして、魂が満足するためなのだ。 

78 あなたの魂に託された仕事を完成させることなく、この星を去ってはなりません。 

79 自分が残してきた仕事がまだ始まっておらず、新しい仕事、責任、労苦と一体化しているのを見なければならない
のは、戻ってきた者にとってどんなにつらいことでしょう。 

80 私は、あなたが自分の過ちを償うのを助け、失われた1年、悪用された1年を1日で置き換える秘訣を明らかにし、
それによってあなたが永遠を手にするのを可能にするために来たのだ。 

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 341 
1 もし、私の愛のメッセージが理解されたなら、人類は平和に暮らすことができたでしょう。しかし、人間は自分を

満足させることを好み、私の律法を忘れてしまった。 

2 人々 ：私の仕事を広めるために、自分だけのために働くのではなく、例外なくすべての人にこの光を広めてくださ
い。 

何世紀にもわたって受け継がれてきた習慣的な考えに霊的にしがみつき続け、そのために狂信的な考えを捨てられない
でいる人たちは、あなたのように私の光を見ることはできないでしょう。 

あなたの精神はこの神の啓示を受け入れました──しかし、人類に対するあなたの義務は何ですか？自分の行いを通し
て真理の証人となることによって得た知識を、彼らに提供すること。 

3 私は、あなたに与えた愛のメッセージを知らせるために、あなたを選んだのです。私はあなたの中にいて、あなた
の外にいることを明らかにしました。しかし、あなたは私に尋ねます："主よ、どうしたらあなたのもとに来るために完全
な状態に達することができますか？"そして、私はそれに対して、自分の功績によって、あなたは私に届くまでどんどん上
がっていくのだと言うのです。ですから、私はいつも皆さんに、自分を霊化し、高く舞い上がり、自分の才能を発揮するよ
うにとアドバイスしています。 

4 もはや、特別な礼拝や儀式も、生命も力もない像も必要ない。あなたには、善を行うための霊、力、賜物があるの
で、あなたの神の「かたちに似せて」創られました。あなたの使命を果たすために、生命を持ち、あなたの主の力と力を現
す被造物からインスピレーションを受けなさい。 

大空を眺め、自分の環境を観察し、すべてのものがどのように役目を果たしているかを観察する。王星がこの自然にど
のように生命を与えているか、その生命的要素と大地から芽吹く胚芽との間にどのような調和があるかをご覧ください。す
べては、神の偉大さを完全に調和して明らかにする。 

5 キリストは完全な状態で物質を支配していたので、盲人に視力を与え、足の不自由な人を歩かせるという奇跡を起
こしたのです。それは、肉体を通して姿を現す精神だった。精神が肉体を支配し、肉体を通して自我を現すことができるよ
うに、まだまだ成長しなければならないのです。 

6 再び私は愛と慈悲としてあなたのもとにやってきます。しかし、私の光はすべての人に注がれる。なぜなら、世界
はスピリチュアルな方向性を必要としているからだ。 

7 あらゆる個人的利益と虚栄心を捨てて人々 を諭す善意の人々  ── 

人々 が霊的な父から遠く離れていること、そして人々 が自分自身の中に入り、正気に戻って光の言葉を聞き、自分自身を霊
的にすることが必要であることを本当に知っている人々 、どんな宗教、教義に属していても仲間のために働く人々  ── 

彼らは真実を宣べ伝え、真実こそが神だと言うのです。 

8 私の教えは普遍的なものであり、人間の魂が進化するのに比例して、付随するすべてのものを啓発し、その完成の
ために霊化、光、方向性を求めるようになるのです。 

9 あなたの神とあなたの隣人を愛しなさい、世界の理解はこれに基づいているのです。 

10 私は私の仕事をあなたに託し、あなたの仲介によって世界が私の言葉を受け取ることができるようにしたのです。
すべての人に平等に行き渡り、人種や肌の色を区別することなく、すべての人が同じように心の栄養を必要としているので
す。あなたが良い仕事をするたびに、あなたの魂は喜びで満たされるでしょう。あなたは、私の平和を感じ、あなたの霊的
結合を成し遂げるために前進するためのより大きな力を感じるでしょう。 

11 ハードルを越えた羊たちの帰還を、私は愛を持って待っています。この時、あなたの主人は砂漠を越えて、道を踏
み外した者たちを捜しに行くのです--

私の恩寵と愛を惜しみなく注いだのに、彼らの大嵐に絡め取られているのを私は今見ています。 

12 愛する弟子たちよ、魂よ、あなたたちは私から出てきたのだ。私はこの時代、あなた方が世界を包む混乱に流され
ないように、私の力と私の愛であなた方を準備した。 

13 まもなく、人間の知性による私の顕現の時が終わり、その後、あなた方は人類の間で証しをするために旅立つので
す。私はあなた方を救命艇に導き、世界に神の信頼と愛を感じさせる方法で戦う、第三の時代の兵士とした。 

14 あなた方は、世界に対して透明な鏡のような存在になるのです。あなたは、私の言葉が最初のものから最後のもの
まで実現するのを見るだろう。あなた方は、私の命令を謙虚に従順に遂行し、心に書かれた律法を実行する私のしもべであ
るからです。 

15 私は師として、あなたが私を手本として出発し、すべての地方に行くことができるように、謙虚さを教えているの
です。民はわが言葉に飢え渇いているのだから。 

16 愛する人々 よ、地球のさまざまな道へ旅立つことが必要です。見よ、メキシコの国でも、私の仕事を知らない人が
たくさんいる。世界にはすでに、私の名によって働くと主張する者たちが台頭してきているが、彼らこそ霊的に必要として
いることを認識すること。 
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しかし、私の神性によって豊かな恵みを受けたあなたには、どのような任務があるのでしょう。私の教えを知らしめる
ために。あなたがたは、世から身を隠し、世に欠ける慈悲を否定してはならない。 

17 宗派や教会、さまざまな教義があなたの邪魔をし、自分たちが真理の持ち主であると宣言し、私の弟子であると主
張して、あなたを迷わせようとすることでしょう。しかし、あなたは私の命令を遂行するために出発するのです。この警告
は、あなた方が戦いに備えるために与えるものです。私はあなたたちと共にいて、私の平和の仲介者として、また彼らの痛
みを和らげるバームとして、あなたたちを人々 に知らせよう。 

18 あなたの従順さによって、あなたは一歩ずつ高く登り、山の頂上に到達することができます。そこで私は、祝福さ
れたイスラエルの民の十二部族のうち、印のついた者たちを待ち望んでいる。 

19 この時代の私の指示は第三の書物であり、そこには私の戒めがあり、私は比喩的な意味でも、また明確な形でもあ
なた方に与えたので、あなた方ひとりひとりに運命づけられていることをそこから受け取ることができる。わたしはイスラ
エルであるあなたがたのうちに、消えない文字でわたしの言葉を刻み、何ものもそれを失わせることはなく、こうしてあな
たがたは、わたしの完全な知恵によって人類に託されたものを、つねにあかしすることができるのである。 

20 祈りによって、あなたがたは、あなたがたを保護するわが霊界に支えられながら、わがもとに到達するのである。
あなた方はすでにこの道を知っている。第三の時代、私はあなた方の手を取って、祈りによって私に到達する方法を教えた
からだ。 

21 私の言葉の光は、あなたの人生を照らす灯台のように、あなたの前にあります。私が目の前にいるから、もう道に
迷うことはない。あなた方は、私を愛し、私の栄光のすべてを現した私を見つけたので、私の呼び出しに応じてここに駆け
付けたのだ。霊視でわが現存を見た者は喜びましたが、あなた方は皆、愛と信仰の眼で私を見たのです。あなた方は皆、私
の言葉を甘露のように、絶品の食事のように、また癒しのバームのように楽しんでいる。 

22 あなたはもはや、わが言葉の果実を他の果実と混同することはできない。なぜなら、あなたは今、その味を知り、
それがあらゆる完全なものを含んでいることを知ったからだ。今は、あなた方の準備が整い、物質主義から解放されたとき
に、他の人に話すための準備をしているところです。 

23 私はすべての魂に、わが言葉、わが愛、わが光の真髄を注ぎ、わが身を求める者はみな、わが身を見出す。 

地上に存在するすべての宗教、教義、信条の中で、私は霊化して私を求める高貴な人々 を見出した--

すべての物質主義から解放され、自分の中に私の神殿を建てた魂たちだ。私があなたがたに啓示したように、第三の時代に
属するすべてのものを私が彼らに啓示したので、彼らは直観的に私から受け取ったのである。彼らもまた、聖書、第二の時
代に与えられたわが言葉、そして解釈と議論の中で、それとともに私があなた方の間にわが光を注ぐことを読み、愛をもっ
て彼らの霊の実を受け取ったのである。 

24 彼らは、人類が迷い、混乱しているのを見て、偉大な作品を準備します。彼らは立ち上がり、功徳を積んで、わた
しに「無知な者をお赦しください」と言ったのです。私たちは、あなたの光、賜物、あなたの戒めを果たすことができる力
を内に秘めています。"彼らは、律法、過去の時代に与えられたわたしのことば、そして、わたしが弟子たちに与えた予言
と告知を調べ、自分たちで「今がその時だ」と言っているのです。それゆえ、彼らはわたしを求め、それゆえ、わたしは彼
らとともにいるのである。私を求める者は皆、私と共にいる。 

25 私は普遍的な父であり、私の愛はすべての心に降り注ぐ。私は、地上のすべての民のもとに来たのだ。しかし、わ
が言葉とわが啓示がその全容をそこに注ぐために、私がこのメキシコの国を選んだとすれば、それは、私がこの国を謙虚で
あると感じ、その住民の中に美徳を見出し、彼らの中に「イスラエルの民」の魂を受肉させたからである。 

しかし、すべての人がこの国籍に属しているわけではなく、すべての人が受肉しているわけでもありません。世界中に
散らばっているのは、まだ選民の数に属する魂です。彼らは印をつけられ、わたしは彼らの目を開き、彼らの心を敏感にし
、霊から霊へ、わたしと語り合うようにした。 

26 あなた方は、人間の知性によって私の言葉と私の顕現を受け、その賜物によって、第三の時代におけるこの仕事の
展開を見た。それゆえ、人々 よ、あなたがたは、見たこと、聞いたことを確信をもって語り、私のすべてのことばを計り、
私の律法を解釈する、私の証人なのだ。他の人たちは、直感と訓練はあっても、あなたの持っている知識をすべて持ってい
るわけではないからです。彼らの功徳は大きい。彼らは、あなたがたが私を聞いたような形で私を聞いたことがないからだ
。しかし、彼らはあなたと思考が一致している。 

道中で出会って、お互いを認識する日が来るでしょう。そしてその瞬間、あなたは握手をして、あなたの道を横切った
その旅人もまた、私の選んだ者たちに属していることを知るのです。 

27 すべての人がこのような形で私の言葉を聞くわけではありません。なぜ、イスラエルの人々 ？あなた方は知らない
、あなた方の団結力が足りないからなのか、精神性が低いからなのか。しかし、彼らと団結してください。彼らもあなたと
同じように、人類に責任があるのですから。 

28 自分の役割を果たし、彼らのために祈り、彼らを導くのだ。私の選ばれた者の中には、私の神性への奉仕に身を捧
げ、聖職者のような衣をまとっている者もいる。選民の中には、群衆の中で人知れず生きている最も謙虚な人々 がいます。
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また、地球上の法律や政府を代表する人たちもいます。私だけが彼らの番号を知っていて、彼らを認識することができるの
です。あなた方、イスラエルは、あなた方の霊的な備えによって彼らを知るであろう。 

     

わが種をあちこちに蒔くために、イスラエルの民を散らさなければならない試練の時に、あなた方は一つの身体と一つの意
志を形成するのだ。この瞬間に影響を受けてはいけない。あなた方の中には、施設の懐に入り、そこで愛と慈悲と指導の使
命を果たす者もいることでしょう。また、大都市の住民のところへも行くでしょう。あなたは、このような無知な人々 の中
に入り、そこで、周囲の人々 の狂信や無知と戦うことになるのです。 

29 あなたの使命が果たされる時は、まだ来ていないのです。まだ、あなたの番号を完全にマークしていません。君た
ちはまだ指導の時期で、私の弟子であり弟子である。しかし、やがてあなた方が教師となり、人々 があなた方に言葉を求め
るときが来るだろう。あなた方の口から出るこの言葉は真理であり、私の純粋な教えである。何も付け加えずに暗唱するこ
と。 

30 このとき、私はあなたを準備しているのです。私は、あなた方の心を形成するという大仕事を引き受けた。私がこ
れを人に託さなかったのは、人の中に利己主義を見るからです。私自身があなた方の心を育て、あなた方が歩んできた道の
りの中で、試練を与え、働きかけてきたのです。 

あなたがつまずいたとき、私は「この試練はあなたに大きな光を与えるだろう」と言いました。そして、私があなたの
道に置いたその試練は必要なものだったのだと、あなたは理解したのです」 

「それは、あなたの心が平らになるために必要な段階だったのです。マイ・ワークがどれだけ完璧なものか、わかっている
のか？では、もしあなたが浄化されていないなら、もしあなたの中に大きな光と大きな霊性がないのなら、どうして私の言
葉を用いて人に語りかけることができるでしょうか？ 

31 私だけがあなた方を導き、私だけがあなた方ひとりひとりの内面を知り、あなた方の魂の強さに応じて、試練をあ
なた方に送った。あなた方ひとりひとりが、わが神性の使徒として適切な時期に出発すべきなので、このように教えたので
す。私があなたに与えた教えは数え切れないほどです。何度、過去のことを話したことでしょう。 

この第三の時代において、私は三つの遺書を統合し、それらと一つの書物を創り出した。しかし、この1950年、私が
人力で最後のページを渡すとき、師は真実に告げます：このページで本は閉じない。これからも、新しい、数え切れないほ
どのページを書いていきたいと思います。私は、あなたが私の言葉を理解し、その中で探求し続けることができるように、
光を当て続けるだろう。 

32 1950年の時点で、あなたはまだ最大の精神化に到達しておらず、その始まりに過ぎない。しかし、その後、あな
た方ひとりひとりに潜在しているこの才能を開花させることになるのです。 

33 イスラエルの人々 よ、覚悟を決めてください。私は常にマスターである。私が人としてこの世に来た後、不在でな
かったように、私も自分を取り除くことはないだろう。私が去った後も、私は常に存在している。私は以前から、あらゆる
時代、あらゆる人間の行為に立ち会い、常にその作品を書き記し、その存在を判断してきた。誰が私を阻むのか？あなたが
わたしのもとに立ち上がり、わたしを愛することを、だれが妨げることができようか。わたしがあなたを愛し、あなたを守
り、あなたを慰め、あなたのすべての行いを裁くことを、だれが妨げることができようか。 

34 人類を形成するあなた方は、私から遠ざかり、私の神性への愛に満たされなくなり、物質主義に沈み、情念に流さ
れ、霊的な任務を忘れてしまう者たちです。しかし、父なる神は、その法と裁きにおいて不変であり、動かしがたいお方で
す。私はいつも同じです。私の霊が、ある時と別の時で、より大きな愛を持って姿を現すとは考えないでください。私は、
モーセと預言者たちを通して語られた方と同じ霊であり、家父長たちと使徒たちを通して語られた方と同じであり、すべて
の使徒たちを通して語られた方と同じである。 

35 私の神性を忘れるな、みんな。お父さんのようになりなさい!同じ愛で私を愛してください愛から冷たさに変えて
はいけない!今日は熱く、明日は冷たくしてはいけません。私は、あなたが常に愛し、常に信じ、常に高揚し、霊的で、上
向きの道で私に近づいてくるのを見たいのです。これこそ、あなたの精神の目標だからです。 

36 なぜ、あなたはある日、私に愛と信仰を示し、別の日、私に不信感を抱くのですか？なぜ、あなたの心はそんなに
気まぐれなのですか？私は、あなたが堅い岩のように、あなたの信仰は常に同じであり、あなたの愛は常に成長して欲しい
のです。私は、あなたが地上で育つ植物のように、あなたが自分の成長を止めないように、あなたが私を認識できるように
、あなたのすべての才能の完全な成熟を短期間で達成することを望んでいます。 

37 私はあなたを育む慈悲であり、あなたは意志ある植物である。私が与える露、命を受け取り、それをあなたの精神
の偉大さのために使いなさい。 

38 今日、子どもたちは私の声を聞き、大人やお年寄りに話しかけるのと同じように、私も彼らに話しかけている。子
供たちの知性は小さいのだから、どうして別の表現方法で話しかけないのだろう。なぜなら、彼らの精神はあなたと同じく
らい偉大であり、彼らは私を理解することができるからです。なぜなら、私が語るのは「肉」ではなく「霊」だからです。
だから、私はあなたがたに言う。子供たちを小さく見てはいけない。また、私を理解していないと思わせてはいけない。こ
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こに来させろ！彼らの精神は飢えている。私があなたを教育するのと同じように、私も彼らを教育するつもりです。彼らは
、建設と精神化の作業において、あなた方の基礎に新たな石を置かなければならない明日の世代なのです。 

39 このような形で私の言葉を聞くことができる最後の朝のディボーションですが、私の言葉を聞く者の数はまだ少な
いようですね。人の心は硬くなり、金と快楽だけを愛する。 

     それは、敵対心、情熱、野心的な目標の渦の中で魂が乱され、滅びることを許してしまったのです。 

40 イスラエルの民だけが目覚めることができた。眠っている者を見守りなさい、だからいつも見守りなさい。私は岩
を実りある植物に変え、適切な時期に私の種を蒔く。 

砂の上に建物を建てるな」と言ったように、私はいつ種をまくべきか、心が受け取る準備ができたとき、そのときが来
たことを知っています。私の弟子であるあなた方は、マスターが行動するように行動しなければならない。心の準備ができ
たとき、このワークの光を受け取るために心を開いているとき、蒔くのです。直感で時間がわかる。私はあなたに偉大な教
訓を明らかにし、あなたは直感に導かれながら多くの仕事を成し遂げるでしょう。 

41 私の言葉が終わった後、地上で誰があなた方を指導するのでしょうか」。あなた方ひとりひとりが、私からインス
ピレーションを受け、装備を整えられます。それゆえ、祈ることを学び、我と一体となることを学びなさい。この顕在化の
後、しばらくは集まり続けることになります。あなたの思考の力は、あなたの道、あなたの人生の旅に必要なすべてのイン
スピレーションを、生命と光の源から受け取らせるでしょう。 

私はすべての人を奮い立たせるが、あなた方の中には直観力に優れているために目立つ人がいるだろう。そして、助言
するのはその人たちであり、自分を主人と呼ばず、私の信奉者と呼ばずに話す人たちである。そのとき、わたしはあなたが
たの信仰と進歩を試し、あなたがたはわたしの教えをすべて用い、わたしのことばがあなたがたひとりひとりの心に実を結
んだかどうかを見ようと思うからだ。 

42 その時、泣いている姿も、裸や飢え、見捨てられたと感じる姿も見たくありません。砂漠のように彷徨うのではな
く、生命力、エネルギー、霊的能力にあふれた家族のような存在になってほしい。愛し合い、理解しあい、助けあってほし
い。 

43 私はあなた方に愛を教え、兄弟愛を求め、あなた方は皆同じ愛で創造されたこと、あなた方は皆私から生まれたこ
と、したがってあなた方は皆同じ資質、同じ完全性を持っていることを理解させたのです。功徳が大きければ大きいほど、
感動は大きくなり、行いは大きくなる。 

44 しっかりとした一歩を踏み出す自信がないのであれば、待てばいいのです。すべての力を結集し、すべての "実 

"を判断して、自分の成長を前に進める。皆さんの良い決意を一つ一つ祝福していきます。私は、あなたの魂が、良心の指
示を完全に明瞭に理解するように、あなたの魂を準備する。この時代のように無関心でいることはできないからです。 

45 多くの試練があなたの前に立ちはだかるでしょう。多くの抵抗と闘わなければならない。しかし、あなたはすでに
最初の試練を経験し、私のコースのためにあなたの愛する人たちから誤った判断をされたのです。あなたはすべてを失いな
がらも、献身的な努力を続けてきました。しかし、私とともにあなたはすべてを取り戻した。あなたの愛する人が与えるこ
とのできなかった心の安らぎを、私はあなたに与えました。私とともに、あなたは心と魂の安らぎを得た。では、世間から
指をさされ、バカにされたとき、何を恐れることができるのか。 

46 心配しないでください。そうすれば、試練のときに、私の教えが正しいこと、良いこと、価値のあることであ 

ることを、人々 の前で示すことができます」。 

皆さん一人ひとりが、私の仕事の代表者です。どこにいても、あなたの行動は裁かれる。だから、あなたがたの行動、
言葉に気を配って、どこでも私の弟子となれるようにしなさい。 

47 皆さん一人ひとりが、人生の道しるべとなる強い柱のような存在なのです。あなたは、信仰を失った人に信仰を回
復させることができます。迷っている人の魂を混乱から救うことができるのです。勇気と平和と静寂を必要とする人に与え
ることができます。だから、皆さん、自分の責任がいかに大きいか、覚えておいてください。私があなた方を偶然に呼んだ
のではなく、あなた方が私の仕事を発見したとき、私や人類に対して大きな責任を引き受けたことを忘れないでください。 

48 私は、あなたの聴覚や心をリフレッシュさせるために来たのではありません。私はあなた方に霊的な啓示を指導す
るために来たのです。その後、あなた方が光に満ち溢れたとき、他の人たちを指導するのはあなた方の仕事なのです。私が
あなた方を「選ばれし者」と呼んだのは、他の者よりあなた方を優遇したいからではありません。それは、私があなたに私
の教えを与え、すべての秘密を説明し、あなたが他の人々 に完全に明晰に語り、私に従うよう教えることができるようにし
たいからである。しかし、私は常にあなたのご主人様であります。 

49 そしてこの挨拶によって、あなた方は私を認識し、内心でこう言うだろう。「主人は私と共におられる。私はあな
たに光を与え、あなたの魂をエネルギーで満たし、あなたの言葉が正しく、真実に満ち、本質に満ちたものになるようにす
る。 

50 皆さんには、私の弟子としてお話ししています。1950年末の「子弟」は、もう見たくない。だから、私はあなた
方にたくさん話し、私の教えは長く続き、あなた方ひとりひとりが短期間で独学で私の弟子になることができるようにした
のです。 
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51 皆さんの心の中にある感謝の気持ちが伝わってきます。あなたは私に言うのです、「先生、私の人生と行いは、あ
なたと一緒にいてあなたの指示を受けるに値しません」と。 

このような言い方をしないで、私があなた方を私の弟子に変え、私がいつもしてきたようにあなた方を愛させてくださ
い。そうすれば、愛の流れであるこれらの教えの記憶が常にあなたの中に刻まれ、この愛に満たされたあなたの心は、他の
人々 、あなたの仲間のために捧げられるでしょう。 

52 私は、慈愛、博愛、寛容の美徳をもって、あなた方を鼓舞してきたのです。この時代、これらの美徳がいかに必要
であるか。私は、人類がもはやこれらの美徳を持っていないことを見るからだ。利己主義、不和、不親切ばかりが幅を利か
せ、お互いの誹謗中傷ばかりが聞こえてきます。私があなたがたに言ったことを忘れないでください。たとえ正当な理由が
あっても、仲間の悪口を言ってはならない。私に委ねる覚悟を持ちなさい。私はあなた方を裁判官として任命していない。
私は、あなた方が兄弟姉妹と思えるように、同じ贈り物を持って送り出したのです。 

53 それでも地上に存在する正義は、正しい行いを示すものではない。慈悲の欠如、理解の欠如、心の硬さが見て取れ
ます。しかし、誰もが彼の完全な審判を受けることに変わりはない。 

私はこれらの試練を許した。人が私の法を成就しない限り、その戒めに従うことから背を向ける限り、その心を曲げる
者、それを犯す者が地上に出てくるのだ。 

もしあなたが律法を守れば、この世に裁判官は必要なく、罰もなく、政府も必要ないでしょう。それぞれが自分の行動
を決定し、すべては私に支配されることになる。あなた方は皆、私の法則に感化され、あなた方の行動は常に慈善的であり
、霊化と愛を目指すだろう。 

     

しかし、人類は深い淵に落ちました。不道徳、悪徳、罪が人の心を支配し、その結果、このような事態に陥ったのです。あ
なた方は苦い杯を飲み、あなた方の兄弟でありながら地上で権力を行使する者たちの手によって屈辱を受けなければならな
いのだ。 

しかし、謙虚になり、忍耐をもって裁きを耐え忍び、私が完全な裁判官であることを忘れないでください。 

54.私は今日、私の霊の光によってあなた方を準備し、あなた方が私の言葉を聞くだけでなく理解できるように、祈り
と生活の中での内省を求めます。しかし、ただ勉強するだけでなく、その価値を理解するために、それに従わなければなり
ません。 

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 342 
1 弟子たちよ、あなたたちは再び、私の教えを伝えるという行為に、信仰を持って参加するのです。聖霊は、彼の愛

する子供たちに教えている。それは時代の頂点であり、イスラエルの人々 に、この形で私の言葉を持つ最後の年として告げ
られた1950年である。 

急いで、あなたの心を整えて、私が慈悲のうちに注ぐすべての意味──エッセンスをその中にとどめるようにしなさい
。あなたは自分の魂を整え、わが文の一つ一つを理解するために、わが理解を求める。あなたは、あなたの後ろにいる、こ
れらの啓示を聞いていない、まだ暗闇の中で生きている人類を熟考し、あなたの魂の奥底で泣くのです。あなたはこの教え
を仲間に伝えたいと願うが、神主はあなたに言う。希望を持ちながら、最初の穀物を蒔くことができるように、あらかじめ
準備をしておくのだ。 

2 すべての人が、このような形で私の声を聞くわけではないのです、皆さん。呼ばれる者は多いが、選ばれる者は少
ない。このことはわが手にゆだねよ。しかし、わがことばを聞いたときから、あなたがたの仕事を裁くであろう。1866年
から今年までの歴代を裁き、それぞれに仕事の成果に応じて与えよう。皆さんには、まだ過ちを償うことができる、使命を
果たすチャンスがある、としか言いようがないのです。もし、今まであなたの唇が不器用で、心が岩のようになり、呼びか
けの音を聞かなかったとしても、希望を持ち続けてください。私は今、全人類を準備し、彼らの心を導き、彼らの心を働か
せているのだ。すべての試練は、霊性化という望ましい目標へと導いてくれる。しかし、その前に浄化を行うことになりま
す。 

3 あなたがたが私に到達するためには、人間であるあなたがたは自らを清め、魂を清め、私を見、私を感じることが
必要なのです。わたしがあなたがたを呼ぶとき、顔を隠さず、過去を恥じないようにしなさい。その前に、あなたがたのす
べての罪を清め、ふさわしい者になることをわたしは許します。 

4 ですから、皆さん、私の周りに大勢が集まらなくても心配しないでください。まずは、大切な人たちと一緒に、自
分自身の準備をしましょう。そうすれば、私が蒔いた種はどんどん増え、霊化に有利な時期がやってくるでしょう。 

今日、あなたは障害物──前進を阻む鎖に遭遇するだけです。しかし、精神的な解放の時がすべての人に訪れ、その時
、あなたの考えや言葉は、この人類の野原に溢れる小川のようになるのです。 

5 今日、あなたたちは、わたしの言葉を聞いたこと、わたしの言葉を信じたこと、わたしからのあらゆる指示があな
たたちにとって義務であること、わたしの律法があなたたちの精神の中に眠っていること、そして人間の理解力によって千
差万別に説明されたことに対する責任を感じています。 

そのために、わたしはあなたに語りかけ、試練の中であなたの魂がつまずくことのないように道を用意したのだ。私は
、あなたが立ち止まることなく、私があなたの心に創った秘密の宝庫に、途中で訪れる試練を乗り越えるために必要な光を
求めるように、あなたに預言を与えました。 

6 わたしが光を与え、訓練し、わたしのことばがあなたがたの間に道を開き、わたしがあなたがたの心に蒔いた種を
育てているのに、あなたがたのうち誰が、自分は無知だ、何も知らない、と言うことができようか。 

イスラエルの人々 よ、私が与えた賜物を信じているならば、心配することはない。日々 、信仰を深め、意志を固め、誰
にも邪魔されないように前進してください。 

あなた方を戦士として訓練しているのは、暗闇と戦うため、悪と戦うためだ。あなたは、自分勝手な科学と誤った信念
のために固まった人々 の硬い心を和らげ、心を澄ませるからです。 

7 だから、神主はあなた方に祈りと瞑想を求めているのです。私の弟子となるために、私の言葉や私の姿を理解し、
試練や不幸に打ち勝つようにと、私はいつもあなた方に言っている。 

     

しかし、あなたは自分の人生の道を歩んでいるのが一人でないことをよく知っています。あなたは、私の神性のしもべであ
る霊的存在、徳の高い生き物を伴っています ── 

あなたの弱さに直面してやってきてあなたを助け、あなたが何も持っていないときには霊的判断を下す ── 

あなたが弱ったときにはあなたの信仰を強める人たちです。 

8 私は、私と共に住む高位の霊、徳の高い霊が、この時、この世界にアクセスすることを許したのだ。それゆえ、人
よ々、すべてがあなたがたを助け、あなたがたの主人があなたがたを導き、わが命令があなたがたの防波堤となるのだから
、どうしてあなたがたは恐れることがあろうか。準備はできているのだから、どうして心が絶望することがあろうか。 

9 霊的に自分を研究し、心と頭を調べ、召された時から私が与えた書物で読み、私があなたの心にどれだけのページ
を書いたか、私があなたにどれだけの預言をしたか、エリヤがどれだけの告知をしたか、霊界がどれだけの装備を与えたか
を考えてみなさい。 

10 第三の時代にこの本を開いた日から長い年月が経ち、長い間聞いていた方も多いと思います。ですから、皆さん─

─これらの教訓を心に留めていれば、必要なページを開いて必要なものを読むことができる日が来るでしょう。 
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数え切れないほどの教訓を含んだこの本は、1950年に閉じられるのではなく、今あなたが持っているものとは別の形
でだけ、永遠に開かれたままである。 

11 私は、私や高地に住む霊的存在との霊的交わりを教えるために、人間を使ってあなた方に語りかけたのであり、こ
のようにしてあなた方は常にこの偉大な書物の中で読むことができる。 

12 あなたが私の霊と交わる才能を開発するとき、あなたはもはや地上の本に頼ることはないでしょう。この本の中で
、あなたは必要なすべてを読み、経験することができるのですから。善の知識はあなたに明らかにされ、愛は大きな問題を
解決し、平和と慈悲はあなたを助ける貴重な贈り物となり、あなたはかつてないほどの強さを感じることでしょう。なぜな
ら、あなた方は偉大な教えの説明を受け、あなた方に光を与えるために私が遺したこの内なる書物の中で、仲間の前で読む
ことができるようになるからだ。そして、イスラエルの民よ、あなたは私の啓示の所有者であるため、近づかれるであろう
。しかし、この特権はあなただけのものではありません。この贈り物は、私のすべての子供たちのためのものなのです。す
べての人は霊化の道をたどり、霊から霊への対話を求めるようになる。 

13 なぜなら、わたしはあなた方を地上に送り、あなた方にわたしの任務を与え、「わたしの救いのメッセージを人類
に届けよ」と告げたからです。信念を持って語れ!わが意志のままに、宣べ伝えよ！」。 

14 皆さんはまだ準備期間であり、自分の才能を完全に開花させたとは言えません。皆さんは、この集会の親密な雰囲
気の中で、最初の一歩を踏み出しました。だが今後あなたがたに証明が要求され、もしわが意志であれば、あなたがたの仲
介でそれを認めるならば、慈悲を与えなさい。以前、私があなたがたに謙遜をまとわせたが、わが言葉を無視してはならな
い、不毛な土地に種をまいてはならない。直観力を養い、適切な時間に、私の意志に従って話し、私が示す人々 のグループ
をあなたのマスターのテーブルへ導くことができるように。 

15 今日、あなた方は、私の意志によって割り当てられた、平和と謙虚さともてなしの心が花開いた土地に住んでいま
す。この国はあなた方の故郷であり、その懐であなた方は私の言葉を実現したのです。私はあなた方に復帰を宣言し、その
約束を守ってきたのです。私の仕事は終わった。 

もし、あなたがまだ任務を果たしていないのなら、私はそのために必要な時間を与えよう。しかし、父である私は、あ
なた方の間で私の務めを果たし、あなた方の進歩に従って、あなた方に話をした。あなたがたの準備にしたがって、わたし
はあなたがたの理解と納得のために、わたしのことばを注いだのだ。私は、理解しがたい表現であなたがたに話したのでは
なく、だれもが理解できる簡単な言葉で、あなたがたに理解させるために話したのだ。私はあなた方を集め、準備し、あな
た方の霊にすでにあった賜物を知らせたが、あなた方の肉体の性質がそれを知らなかったので、ただそれを確認しただけで
ある。 

16 イスラエルの民の子であるあなたがたは、初めから書かれていることを知っていたのです。あなた方は自分の運命
を知り、自分の責任を感じていた。しかし、あなた方がこの地上に転生するにあたっては、私の意志と命令を理解するため
に、私の言葉が人間となる必要があったのだ。あなたは、人類がひれ伏したとき、非常に苦い杯を空にしたとき、償いが最
大に達したときに、人類を助けるために来たのです。あなたはこの国に足を踏み入れました。そして、私はあなたに言いま
した。あなたの全身は、人の間でバームと慈悲になるように準備されています。 

17 彼らがあなた方を認識し、あなた方が私の使者であることを証することができるように、活動的になりなさい。そ
のために用意したのが 

しかし、ある人はまだ疑っているようです。しかし、見よ、試練はあなたに必要な光を与えてくれるだろう──私があ
なたのために用意している無数の愛の試練を。 

18 私の教えの言葉を聞く者よ、覚悟を決め、常に自らを深めよ。表面的に見るのではなく、その意味を理解し、この
瞬間も私に近い霊域にとどまり、高次の彼方での出来事を見ることができるように。 

19 私は、あなた方に謙虚さを教えるために、誇示することなく、単純な方法で自分自身を知らしめた。そして、これ
らの単純な顕現において、あなた方がその偉大さを認識し、感じるようになることが、私の意志である。私があなたがたに
霊的な贈り物を与えたのは、それらを通して、あなたがたの全身で私を見、聞き、感じることができるようにするためであ
る。私はあなたの心のすべての敏感な糸に触れ、私の言葉であなたを愛撫してきた。この教えが与える爽快感、安らぎ、至
福を与えてくれる人間の言葉はない。この「味」によって、私が吹き込むこのエッセンスによって、あなたは私を認識する
ことができる。 

20 1950年以降、あなたは信仰をより強固なものにすることができるでしょう。あなたの信念はより強くなる。人間
の心を通して伝わった私の「宇宙の光」が、あなたを励まし、導き、慰める「言葉」となった時間を、あなたは尊敬と崇敬
の念をもって思い出すことができるようになるのです。また、二度目には弟子たちに、「人の子は死ぬと信じられるように
なる」と言いました。三度目の正直で、私はあなたに言う。人によるわが言葉の完成の後、私はより多くの信仰を見出し、
より多く愛されるであろう。 

21 あなた方はこの時代に、私が説教をした年月を覚えていますね。彼らは私のすべての作品を見た。そして、その準
備の中で、私の心に入り込み、マスターの中にあった純粋さ、すべての威厳、知恵を見ることができたのである。 
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その時の私の行いは、人目を引くために行われたものではなく、私の地上での歩みは控えめなものでした。しかし、準
備のできた者は、私の存在の偉大さと自分の生きている時代のことを予感していたのです。 

そこで、わたしは弟子たちを選び、そのうちの何人かを川のほとりで見つけて呼び寄せ、「わたしについてきなさい」
と言った。彼らは私に視線を向けたとき、自分に語りかけてきた者が誰であるかを理解し、それで私は彼らを一人ずつ選ん
だ。 

22 彼らは忠実に私に従った──その精神は、私の命令に従い、私の愛を理解し、彼らに託された宝物を心の中に保存
したのである。彼らはこの富が失われることを望まず、私の出発からある時期が過ぎた後、私の言葉を書き留め、後の世代
の人々 や、私を聞かなかった人々 の心からも消えないように、それを増やしたのです。彼らは私の霊感を受けて書き、その
文章が改竄されないようにしたのだ。しかし、人はそれを改竄し、誤認してきた。しかし、原文は私の真の言葉であった。 

23 わたしはあなたがたに任務を告げ、あなたがたをすべて選び、わたしのしるしをもってあなたがたの額にしるしを
つけた。ある者には、「予言できるように準備しなさい」と言い、ある者には、「予言できるように準備しなさい」と言い
ました。他の者には、霊的な霊感を大勢に知らせるために用意した。また、他の者には、彼らの知性を通して伝わる普遍的
な光線がわが言葉を知らせるために用意したのだ。 

24 私は、あなた方すべてに貴重な贈り物、すなわち御霊の贈り物、永遠の贈り物を託しているのだ。あなたは、今生
きているこの時代に選ばれただけでなく、以前からこの能力を持っており、この時代以降も持ち続けることになります。し
かし、その展開は、あなたの準備がどうであったかによって決まると言っています。あなたの魂が立ち止まることを許さな
い。私はそれを、常に上向きの道、私に通じる梯子のために用意しよう。わたしの王国には、あなた方ひとりひとりのため
に用意された場所があり、時間は短い。己の足取りを急ぎ、間もなく己の魂の宿る場所を占めることができるようにしなけ
ればならない。 

25 私の王国には上下関係があるのでしょうか？あなたは知らない。私はただ、「努力しろ！」と言うだけです。あな
たがすべての能力の展開を達成できるように、あなたがそれらを通して私を理解できるように、あなたが私を愛し、あなた
の任務を常に果たすことができるように、戦ってください。 

26 今日は地上に住むが、明日は新しい道を用意しなければならない。魂がその世界の入り口に到達するその瞬間に、
私はその責任を問い、新たな人生へと導くだろう。 

27 私は今、砂漠で話をしているわけではありません。すべての教会で、準備したすべての集まりで、大勢が私の声を
聞く。しかし、エリヤはあなたのガイドであり、あなたに予言を与え、あなたを準備させる者である。彼は先達である。あ
なたの前に、いつもあなたの周りにいる彼を感じてください。 

28 試練にぶつかったら、光であるエリヤを呼びなさい、道を整える者である。その試練の時に、イライジャと私が一
緒にいる。 

29 今がわが言葉の最後の時だから、このように話すのである。あなた方が取り乱すことも、散り散りになることも、
わたしは望まないからだ。 

30 あなた方はこれからも集い、互いに寄り添い続けることでしょう。各自が自分の才能を発揮するように。先見者で
ある者は、もしそれがわが意志であるならば、メッセージを受け取る準備をしなければならない ── 

告知、この民を導く光。だから、各自が自分の賜物に従って、利己的にならず、深い謙遜のうちに、魂を高揚させて働かな
ければならない。そうすることによって、永遠の大書に書き込むことを知りながら ── 

各自の仕事は、自分の子や自分の追随者によって判断されることを知っている。私が命じた仕事が、聖霊による仕事だとい
うことを、知るのだ」。 

31 この日、私はあなた方を団結させ、一つの家族として準備させたままにしておきます。見てくださいあなたがたの
祈りによって、国や支配者、大きな責任を負っている人たちを助けることができるように、あなたがたの準備をしなさい。
なぜなら、これらすべての被造物の意志の上に、わが意志があり、わが法則は動かしがたい正義であり、贖罪の法則の次に
は愛の法則があるからである。 

32 罪を犯した者はみな、その罪を清算し、償わなければならないということに変わりはない。しかし、その贖罪には
、聖霊による慰めがあるのです。 

33 私は慰め主であり、約束された真理の霊である。家父長時代から、人が最も苦い杯を空にするときと告知されてい
た。その時から、試練の時には慰め主が来て助けてくれると言われていたのです。 

34 だから、わたしはわたしの言葉を実現し、イスラエルの人々 よ、あなたがたを準備したのだ。また、私の弟子であ
るあなたがたを、慈しみと慰めと愛で満たしています。自分の才能を知り、それを生かし、自分の考えと祈りを通して、人
類の間でバームとなるように、悪の進出を止めるように働きかけなさい。 

35 私の法は、あなた方一人ひとりの中にある。命令や潜在的な賜物でさえ、感覚や能力は準備され、魂の目は開かれ
ている。霊は神の火花であるため受容性があり、あなた方が生きている時間を理解し、私の指示に従い祈り、執り成し、働
くことができるように。 

36 あなたを祝福します。人類のすべての訴えは私に聞かれており、その願いはすべて聞き届けられる。 
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37 人類への愛に満ちた才能を発揮できるように、もう一度確認します。あなたの愛と、私があなたに与える平和と、
私が私の言葉で流す光で、彼らを包み込んでください。姉妹のように託します。 

38 あなたにおいて、私は全人類を祝福し、豊かさと平和を与える良い時を待つようにと書いてある通りである。 

39 今日、あなたは時代の頂点にいます。私は、あなたが試練を乗り越えることができるように、あなたを強くするだ
けです。しかし、贖罪の後には平和が訪れ、すべての人に祝福がもたらされ、人類が霊化に向けて歩む新しい道が始まると
いう約束が、あなた方一人ひとりに存在しているのです。 

40 私の神霊は、あなたが霊的な使命を通じて生み出す果実を刈り取ってくれるでしょう。 

41 あなた方は、この第三の時代に私が託した黄金の種を耕す不断の労働者であり、この良い種から私に何かを示すの
だ。私はそれを見て、あなた方の中には私を理解し、私の指示と知恵によって、私からの代理人として、あらゆる方法で同
胞に福音を伝える愛する弟子たちに自らを変えていることを霊的に見抜きます。また、他の人たちも、自分の魂が試練に打
ち勝ち、その道のりを乗り越えてきた努力を私に指摘します。あなたがたは、あなたがたを震わせたわたしの声を聞き、あ
なたがたの行く道で再び眠ることを許さなかったからです。 

42 あなた方は、私があなた方の心に刻み込んだ掟である私の戒めを聞こうと、私の呼びかけに急いで立ち上がり、後
悔に満ちて、時代があなた方を驚かせ、私があなた方の霊に託したこの計り知れない価値を持つ非常に偉大で崇高な仕事を
隠していたことが分かるようになった。しかし、あなたの懺悔は私のもとに届き、裁判官としての私の視線は、あなたの魂
が失われた時間のために涙したことを認識し、最後の瞬間にあなたは許しと慈悲と哀れみを懇願する。 

43 なぜなら、彼らは、私が彼らの霊に困難な使命を託していること、そして、世界があなたの仲介によって救いを得
、破滅から逃れ、この第三の時代にあなたが見た光の中でリフレッシュできるように、あなたが旅立つことを必要としてい
ることを理解しているからです。 

44 私はあなた方を準備し、再び最高の贈り物を授けました。私の光はあなたの心と精神を照らし、あなたは良心にお
いて、私の仕事において、私の神性の使者として出発し、人々 がさまざまな方法で求めてきた平和を知らせる責任を感じて
いる。このために、わたしはイスラエルの民であるあなたがたを呼び集め、声を持つ者たちによるわたしのことばが、大き
な鐘のようにあなたがたの間に響いたのだ。しかし、あなた方のすべてが私を理解したわけではありません。 

しかし、わが意志を解釈した者たちは、人生で遂行しなければならない任務を受け取るために、私を知り、自分自身を
知るために、何世紀にもわたって彼らの魂が耐えてきた束縛から自らを解放するために、私のもとに身を上げたのである。 

45 あなた方は、わが慈悲だけが与えることのできる自由を自分の中に持っている魂であり、あなた方が自らを完全に
振り上げ、あなたの精神を私のものと一体化させるならば、もはや奴隷になることもなく、落ちることもないのである。 

46 そうすれば、あなたの霊と私の霊の間に存在する高揚と調和を通して、人類があなたの仲介を通して私の慈悲から
受けるべき多くのものを認識し、私の偉大な恩恵、私が聖霊としてあなたにもたらした私の啓示の伝達者となれるだろう」
。 

47 兵士として、使徒として、弟子として、労働者として出発し、解放の時を待ち望む私の子供たち、あなたたちと同
じように命のパンが置かれた食卓を待ち望む子供たちにあなたたちの身を捧げることが私の意志である。 

この人類は、悪い時代の厳しさだけを感じ、苦難はその精神に定着してしまったのだ。今こそ、世界はその浄化が大き
いために震え、痛みによって目が覚め、書かれている私の言葉が今実現していることを自ら自覚する時です。 

48 この人類は今、自らの痛みの中で目覚め、新しい日の光を見ようとしているのです。しかし、愛する人々 よ、私の
言葉の実現に向けて、私の証人となり、この平和のメッセージをあらゆる場所に伝え、すべての人にもう一度、救いの道を
示すのだ。 

49 イスラエル：あなたの精神が闇と戦ってきた戦いは、大きなものでした。あなたは私の足跡をたどるために旅立ち
、試練に驚いているのです。あなたがたの中には、私を理解し、互いに認め合う者がいる。彼らは私の作品に傷がないこと
、雪のように純粋であることを見抜き、献身的で精神的な欲求に満ちて、私の作品を人類に享受させるために動き出したの
です。私の教えを鵜呑みにしている人たちは、私の言葉の持つ真の意味を理解していない。彼らは、わたしが選ばれた者た
ち一人一人に期待する成就を理解していないのだ。 

50 あなた方が霊的に一つになるのを見たい。私があなた方に与えた愛の実をあなた方の心の中に見出したい。あなた
方の手が私の右の手と一つになるのを見たい。あなたが同胞の間で私の存在を証明しなければならない時が近づいています
。あなたが明確な言葉で光と真実に満ちて彼らに語りかけ、私の神聖な霊の住処としてのあなたの心を示し、あなたがこの
時代に私の宝庫から注ぎ込まれた霊的恩恵のもたらす者であることを彼らに知らせる時です。 

51 復活せよ、イスラエルよ、あなたの前に立ちはだかる闇に打ち勝った光の子として。私があなた方に力を与えたの
だから、あなた方の刷新、霊化を世界に示しなさい。あなたの良き手本と祈りをもって、眠っている同胞を目覚めさせ、わ
が神聖なる霊がするように彼らに語りかけなさい。私の愛とあなたの隣人の愛に対して、神を冒涜する者、心を硬くする者
であってはならない。あなたがたのうちに、私の恵みと聖霊の賜物が注がれ、あなたがたは良い種として増やされるからで
ある。 
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52 私は、あなたの魂がこの間、私のしもべとなるために行った努力を受け取り、あなたの一日の仕事の終わりには、
あなたが得た報酬を与える：それは、あなたの魂に月桂樹の花輪をつけることである。 

もしあなたが私に少しでも理解と従順を示すことができれば、私はあなたとともにいて、あなたを飾り、光の子として
、この第三の時代の選ばれし者として、私の神聖な血で清められた者として、あなたにふさわしいものを与え、あなたが私
の証人となるようにすると約束したのです。 

53 あなた方は自分を吟味し、自分の弱さと不完全さを知ったのです。あなたは信仰を失い、試練に見舞われることが
あります。しかし、あなたは、あなたの存在の最も秘密を見抜く私の神聖な視線に震え上がりました。 

わが律法、わが神聖なる使命に従って働き、労苦したあなたに対して、わが霊が差し出す祝福を感じてほしい。試練に
立ち向かい、克服して、私に従ってきたあなたの努力、苦しみに対して、私は計り知れない価値をもつ宝石をあなたに託す
。私の知恵 

54 しかし、あなたの精神が大きく高揚し、あなたの心がより霊的になるように、毎日、別の努力をしなさい。イスラ
エルよ、あなたがたが同胞のための清らかな鏡のようになり、その業をもってわたしをあかしすることが、わたしの意志で
あるからだ。魂に救いの実を示し、人の間にわが平和のメッセージを伝えよ。 

55 私は、使徒として、兵士としての「衣」を与え、私の恵みと私の光であなたの魂を飾るために、この時代にあなた
を団結させ、集めました。あなたのおかげで、私の作品は引き裂かれることもなく、嘲笑されることもなく、嘲笑されるこ
ともないでしょう。私はこの責任をあなた方に委ねます。あなた方の模範によって、大勢の人々 が恵みの生活に立ち上がる
ことができるように、人類が私の呼びかけを聞き、私が彼らを待っているので私のもとにやってくることができるように。 

56 私の光の剣は今、闇と戦い、倒している。私は、あなた方が誠実に立ち上がり、私の神聖な仕事の中で私の法を果
たすことができるように、道を整えている。人間の痛みと不幸を前にして、あなたの心が揺らぐように、私の慈悲を大いに
託したのです。私はあなたがたに、今世界が苦しんでいるすべての痛みと魂の苦悩を見させ、あなたがたは見守って祈り、
私の真理を告げ知らせ、心の中に徳を培うことによって働くことができるようにしたのである。 

57 私は、あなた方が私を遠くに感じることを望んでいません。なぜなら、あなた方が霊化することによって、あなた
方は皆、私を感じ、私を直接知覚するようになると言ったからです。あなたの霊は私の声を聞き、霊的には私の現存を見る
ことになる。こうして、あなたの魂が永遠に私の魂と一体となるのを見届けよう、これが私の意志なのだから。 

58 イスラエルよ、従順と愛をもって私に仕えることができるように、心の準備をしなさい。あなた方を真の弟子とす
るために、わたしは油を注いだのだから。 

59 私は今、あなたの中に聖霊の神殿を建て、あなたが新しいエルサレムに到着する準備をしています。 

60 善意であなたに近づいた仲間に、私の知恵の実を享受させ、それを求めるすべての人に与え、最初の人にも最後の
人にも与えなさい。私の平和で彼らを養い、それを見守り、あなた方の間に私が存在していることの証として人類の間に分
配してください。 

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 343 
1 私は、私を求めるすべての人に、慈悲と愛として自らを現す。人はそれぞれ違う道を歩むが、エリヤはたゆまず道

を切り開き、この時代に輝く灯台として、救いの港を示す。 

2 あなた方、イスラエルの民は、わが言葉を世界中に伝え、荒海の波を恐れず、人類をかき乱す不和に耳を貸さず、
旅立つのである。あなた方は、私があなた方の霊に託した愛の武器で自らを守り、わが掟で闇の包帯を取り去るのだ。この
ようにして、人類は私を認識し、同様に私の愛する民の一部を形成することになる。 

3 仲間に自慢せず、謙虚に、良い見本を見せてください。 

4 いつの時代も、人類は私の慈悲を理解せず、宇宙に存在するすべてのものを創造された方を見誤ってきました。マ
スターはすべてのものの理由をあなたに明らかにした。それは、あなたが私の法--

あなたに苦痛を与えないが、あなたの魂を永遠の平和に導くその法--を満たすことによって、創造と調和するためである。 

人々 はさまざまな法律を作り、隣人たちにさまざまな道を示してきました。しかし、その上で彼らは苦痛と混乱だけを
経験し、大勢は奈落の底に落ちてしまった。 

5 私は人類の邪悪な行為に制限を加えるだろう。彼らは団結し、罪のない命を刈り取るのをやめるだろう。見よ、未
亡人、無防備で孤高の道を行く子供たちを。この嘆きは、愛する人々 よ、わたしのもとにやってくる。 

6 人は、痛みに打ちひしがれると、盲目のうちに、わが神名を冒涜する。私の完全な慈悲から与えた私の祝福が、彼
らの苦しみの原因になっているのだろうか。いいえ、私の子供たちです。その原因は、自分自身の罪にある。 

7 彼らの苦しみはすべて、彼らが不従順によって得た実なのです。しかし、あなたは民衆を愛と調和に導き、私が今
提供する平和へと導くのです。 

8 あなたがたに告げたのは、偽キリストが人の間に現れ、またあなたがたの間でも多くの者が欺かれて誘惑にアクセ
スし、人類を混乱させるということである。しかし、すべての魂は、わが裁きの座の前に現れなければならない。そして、
わが命令、わが指示に対して何をしたかを問うのである。また、魂がもたらした愛と慈悲がどのようなものであるかを問う
ことになる。 

私の光は、人類を罪から救い、その目から暗黒の包帯を取り除くために、闇を払います。こうして、わたしの愛は、あ
なたが誘惑を拒むのを助け、すべての人が、わたしがあなたのために示した光の道を見ることができるようにするのです。 

9 愛するイスラエルよ、戦いは近づいた。しかし、人類の間に現れる世界観の混乱の中で、あなた方は平和の虹のよ
うに、精神性と愛の模範を示し、人間を物質主義に縛る鎖を断ち切るものとなる。あなたは謙虚な言葉で話し、あなたの精
神で法則を示さなければならない。そうすれば、世界はあなたを認めてくれるでしょう。 

10 もし、あなた方に覚悟があるならば、出て行き、あなた方の模範によって、霊的な三位一体のマリア像を高く掲げ
、信仰と希望と慈悲をもたらし、海や空や砂漠や谷を越えて、人類の痛みをやわらげ、苦しみの杯を飲んだ人々 に私の平安
をもたらすのだ。 

11 それは、人が互いに愛し合い、もはや自分たちのために金の子牛を作ったり、真の道から遠ざけている狂信や偶像
崇拝を養うことがないようにするためである。 

12 誘惑によって信じこまされた余計なものや悪いものを養わなくなるように、魂を救っているのです。イスラエルよ
、これがおまえの戦いだ。私の愛は地のすべての道に現われ、私があなたの魂に置いた慈愛を、誰もあなたから奪い去るこ
とはできないだろう。 

私はあなたの父であり、あなたが愛情をもって話すことを教えるために降りてきて、彼の平和であなたを励まし、あな
たの心の最も隠れた部分に消えない文字で彼の言葉を刻みます。 

13 私は、あなたがたが私を手本とすることができるように、やさしさに満ちて来たのです。私は、預言者たちが言っ
たことを実現するために、さまざまな声の担い手を通して話している。私とともにいるとき、あなたは平安と安らぎを感じ
る。私はこの第三の時代に、あなたの精神に託すべき大きな精神的な宝物を持って帰ってきました。 

14 マスターとして、私はあなたに私の教えの本の別のページを与える。私の言葉の中で、私はあなたに慰めと恵みの
命を与え、あなたが真の至福を見出すことのできる、私のもとへと霊的に導く道を歩み続けることができるようにするので
す。 

15 私の平和を感じ、私の声を心の奥底で聞き、この平和のメッセンジャーになるための準備をした者は、わずかな数
しかいない。 

16 あなたがたは、第一の時代に小羊の血で印をつけられたわが民であり、私がファラオの束縛から救い出した民であ
る」。 

17 時間の経過とともに、あなたの魂はさまざまな地球の体によって進化してきました。私だけが、あなたの苦しみを
知っています。しかし、あなたが得た経験を通じて、あなたは父にますます近づいています。 
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18 今この時は、明日、霊の谷で苦しむことのないように、償いをすることが大切です。私は、あなたの魂をすべての
鎖から解放するために来たのだ。そうすれば、あなたの魂は私のもとに立ち上がり、父が待っている神聖な家に到達できる
だろう。 

19 私のあなたへの愛は偉大です。私はもう、あなたの行く手で苦しみ、泣く姿を見たくありません。私は、あなたが
私の法を実践し、私があなたのために用意した道を歩むとき、あなたが幸せで楽しいと思うのを見たいのです。私の霊界は
、あなたの困難な任務の遂行を支援する準備ができています。 

20 私の言葉は、あなたの魂のための神聖な慰めです。あなたが私と一緒にいられるように、いつも心の中に持ってい
てください。私の仕事を軽んじる者がいても、私があなたを飾った「衣」を裂く者がいても、あなたの同胞を許してくださ
い。このことは私に任せてください。そうすれば、あなたの仲間は、もはやあなたの平和を乱すことはなく、どうしてそん
なに寛大になったのかと、あなたのところにやってくることでしょう。 

21 あなたが痛みに慣れることは私の意志ではない。もし、それがあなたを浄化したとすれば、それはあなたがそれを
必要としたからです。経験を積んだからには、私の平安を求め、私の道に従いなさい。私の言葉が人々 の間に伝わるように
、たゆまぬ努力をしてください。 

この種が花開き、実を結ぶための準備の場である。この第三の時代に私が魂に与えた恵みを内に秘めた3つの心が見つ
かれば、私は降りてきて私の温もりと愛撫を与えるからだ。彼らは私に属する魂であり、私が呼んだ者たちである」 

「彼らは狂信と偶像崇拝を育てた者たちであり、私がさまざまな信条と儀式から選んだ者たち である」。 

22 親愛なる人々 ：私はいつでもあなた方の魂を呼んできたが、あなた方は私の神聖な命令を遂行するために、自分の
物質的な性質をどのように使いこなすかを知らなかったのだ。 

23 皆さんは、天国のはしごの7つのステップそれぞれが、転生した魂にとってどのような意味を持つのかを理解して
いるわけではありません。それらは、それぞれの魂が達成しなければならない進化を意味します。なぜなら、あなた方は私
の霊から生まれたように純粋なまま、私のもとに戻らなければならないからです。しかし、あなた方は様々 な輪廻転生の中
で魂を汚し、わが戒めに従わなくなった。だから、愛する子供たちよ、あなたたちは償いをするために、再びこの世界にや
ってきたのだ。 

24 私の掟を果たせなかったことへの後悔でいっぱいだ。あなたがたは私に言った、「父よ、父よ、地上の体を与えて
ください、それによってあなたがたの戒めを果たすために」。そして、私はこの機会を与え、新しい身体で任務を遂行する
ために、あなたをこの世に送り出したのです。 

25 今、私の言葉を聞いているのは、あなたのような少数派だけなのでしょうか。本当にダメです!体外離脱した魂も
このメッセージを受け取っている。 

26 わたしはいつでも、わたしの意志のままに、あなたがたに自らを明らかにし、その神聖な愛であなたがたを救って
くださった唯一の神の、唯一の戒律を知らせるために、あなたがたに自らを明らかにしてきた。 

27 私の律法は愛と慈悲です。すでに第一の時代には、モーセを通してあなた方に与えられ、あなた方が同じように支
配されるようになりました。 

第二の時代、私は弟子たちに私の第二の啓示について話した。彼らは私に尋ねた。"そのとき、あなたが来られること
について、どんなしるしがあるのですか？"しかし、私は彼らに、人は互いに拒絶し合い、大きな殺人戦争が起こり、互い
に争い、悪が満ち溢れると告げた。 

今日、私はあなたに伝えます。子供たちは幼いうちに悪に染まり、家庭にも国にも平和はない。親が子供に尊敬と道徳
の良い手本を示さない。私の精神は、このようなことでどれほど苦しんでいることだろう。 

28 私の言葉は、あなたが愛する人に光を示し、彼らを暗闇に置き去りにしないために、あなたとともにあったのです
。私が光を与えたのは、あなたが盲目と無知を取り除くためです。 

29 私の愛である私の律法の実現に基づく偉大さを、あなたの魂に与えるために来たのだ。しかし、あなた方は主人に
従って使命を果たすことで、その偉大さにふさわしいことを証明しなければなりません。 

30 私が声の主を通して自分を知らせたのは、あなたがたが飢え渇くことを望まないからだ。私の言葉は永遠の命のパ
ンなのだから。それは光であり、第二の時代の人々 を模範とする良き弟子となるようにと、私が与えた指示である。 

31 大勢のリスナーは勘違いして、声の主をまるで私の神格化のように受け止めてしまうのです。いや、愛する子供た
ちよ。私はこの言葉の意味の中に、完全から送る光の中にいます。 

32 私は父の愛です。私は山の頂上で辛抱強くあなたを待っています。そこからあなたの霊が登り切った階段のはしご
をお見せします。しかし、あまりに弱い者は、各宗派や宗教団体の代表者が探し出すことになる。 

33 あなた方全員がわが真の下僕になるわけではなく、あなた方全員が強くなるわけでもない。この試練が訪れると、
あなた方の多くは、師匠のものでありながら私を否定した愛弟子のように、私を否定するようになる。 
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34 私がまだ声の主を通してあなた方に自分を知らせることができる時間は短いのです。しかし、私の旅立ちの前に、
私はあなたを強さと力で満たし、暗闇に包まれて奈落の底に落ちることのないようにするのだ。高き彼方より、我が励まし
と、我が霊界の大いなる軍勢を送り、あなたを支援しよう。あなた方は愛の武器で自らを守るのだ。 

35 私はあなた方にこれらの武器を与え、そこから光の火花が大勢に届くようにしたのだ。私はいつでもあなたがたを
守り、あなたがたから離れなかった。しかし、この時代には、あなた方はもはや、声の担い手を通して私の声を聞き、そし
て、霊から霊へと私の啓示を受けることになる。 

36 私の律法は人間が決めたものではなく、私から出たものである。しかし、世界は私の教えから、その理解力に応じ
て様々 な宗教、信条、儀式を作り出し、人類に「これが真の道だ」と言わんばかりにしている。しかし、わたしは宗教をつ
くったのではなく、つねに律法を示してきた。 

37 あなたたちにとって忘れられないものにするために、私はあなたたちのために私の体と血を捧げた。この神聖な愛
の犠牲は、あなたたちに永遠にこう言うだろう："互いに愛し合うこと"。 

38 真のイスラエルの民は、御霊のおかげである。彼らには、わがことばを豊かに与えた。 

39 私は、あなたの体には触れていない。それは、役目を終えた後、大地に沈むからだ。だから、私はあなたがたに言
う。魂の衣を保つ努力をし、隣人のために善い行いでそれを飾りなさい。 

40 神聖な愛であなたを愛しています。もう一度言いますが、私があなたの過ちを許すように、あなたの仲間を許して
あげてください。私はあなたを裏切りませんし、あなたを非難しません。心の奥底から愛撫する。もし、あなたがたを害す
る者のことを私にゆだねるなら、やがて私は、わが完全なる正義のはかりで、それぞれの者の業を量るであろう。 

41 あなたの模範によって、この世の闇を背負う者たちがひれ伏すように、優しさと微笑みだけを示しなさい。そうす
れば、あなたは彼らに救命ボートを示す者となり、私に属する魂たちを救うことができるのです。 

42 人間のあざけりを恐れず、私の教えを伝え、私の国はこの世のものではないことを伝えなさい。この世界を創造し
た神は、彼らの声を聞くことも、彼らに語りかけることも、宗教界が信じるような神の姿を見ることもないのだ。しかし、
私はすべてを聞き、すべてを見、すべてを知っている。私は、すべての心が私に求めることを、寓話的に知っている。今日
、私は第二の時代に言ったように、"私は道であり、真理であり、命である "と告げます。 

43 病人に向かい、あなたの愛と慈悲をその人の中に残し、霊から霊へと私のもとに立ち上がるのです。私のセカンド
エラでの例をお手本にしてください。私はあなたの心に感度を下げ、あなたに光と癒しの贈り物を与えたのです。あなたの
魂を高めてください。私はあなたの仲介によって、病人に癒しのバームを与えます。 

44 私は石の教会を望んでいるのではなく、あなたの魂と心の中にある教会を求め、あなたの中に霊性があるとき、そ
こに住まうのである。 

45 1950年以降、あなた方は私の祈りの家に集まり、霊化があなた方の中にあるように、自分自身を準備する。あな
たがたは、もはや人間の知性によってわが言葉を聞くのではなく、霊から霊へと私と会話することができるようになり、あ
なたがたの歌は魂の高揚となるのだ。 

46 試練は厳しいものであり、あなた方全員が堅く立つとは限らない。あなた方の多くは奈落の底に落ち、闇を貫くた
めに私が与えた光を失うだろう。しかし、忍耐強く、堅固であるあなた方は、私の天国にふさわしいことを証明するのです
。私はあなたに指示を与えますが、それを勉強して把握するのはあなた次第です。 

47 イスラエル：66年の歳月が流れ、わたしはあなたに慈悲に慈悲を重ねてきた。わたしがあなたがたに恩恵を与え
たのは、あなたがたにわたしを愛として知ってもらうためであり、あなたがたにわたしの律法を全うしてもらうためである
。 

48 私の神聖な "言葉 

"が人間の心を通して現れるように、私はあなたの魂に語りかけ、それを準備したのだ──そうすれば、この顕現の最後の
瞬間が来たとき、あなたは私にこう言わないだろう。それゆえ、愛する人々 よ、私は決してあなた方を見捨てず、たゆまず
わが言葉を与え続け、この瞬間まで、わが普遍の光線はあなた方に降り注ぎ続けている。 

49 私は完全であり、私は生命であり、私は愛である。あなたが道を踏み外すことは、あなたのマスターの意志ではな
い--

私があなたを罪の汚れから引き上げた後、あなたが再び元の道に迷い、私の恵みを失い、人間の愚かさと物質主義と混じり
合って暗闇に戻ることは。いいえ、最愛の人 

イスラエルよ、私はあなた方を霊能者、三位一体のマリア人と呼んだのは、あなた方が私から受けた無限の恵みを人に証明
するためである。 

50 私はあなたがたに多くのことを預言し、言った。『イスラエルよ、心の準備をしなさい。あなたがたは苦難を受け
、人の雄弁な言葉に耳を傾け、そして備えがなければ、誘惑の網にかかる。あなた方自身は、自分自身を被相続人とし、わ
が恵みの贈り物を差し控えるのだ。私が与えたパンは捨てられ、その時、あなたは本当に飢え、困窮し、ぼろぼろになると
感じるだろう、しかしこれは私の神意ではないのだ。 
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51 それゆえ、イスラエルよ、わたしがわが言葉によってあなたがたに真の道を示したこと、あなたがたにわが律法を
与えたのは、あなたがたにわが意志を行わせるためであり、あなたがたはよい手本を示し、忠実にその使命を果たす弟子と
なるためだということを認識しなさい。 

52 私はあなたに無理なことは言わない。私があなたに期待することはすべて可能です。私があなた方に負わせた十字
架は、あなた方の肩を重くすることはない。もしあなた方が時にそれを重いと感じるなら、それはあなた方が主人を理解せ
ず、物質主義から自らを解放できていないからである。 

53 第一の時代、モーセはイスラエルの先頭に立ち、40年間、砂漠を抜けてカナンの地へと導きました。しかし、不
従順、不信仰、物質主義から、ある者は神を冒涜し、ある者は背教者となり、さらにある者は反抗したのです。しかし、モ
ーセはこのような状況の中で、知恵と忍耐をもって彼らに語りかけ、彼らがいと高き方の御心を犯すことなく、その父に対
して謙遜に、従順になるようにした。 

54 愛する者よ、私はこれらの例をあなたがたに知らせます。わたしがあなたがたを真の道に置いたのは、あなたがた
に苦労をさせ、働きかけ、あなたがたをわが慈悲と無限の慈愛に値する者とするためであり、あなたがたの放浪の果てに約
束の地を見出させるためである。 

55 わが神聖なる言葉が、声の主たちの心を通して現れ続けるよう、あなた方が私に求める時が来るでしょう。そして
、私が与えたシンボルの前に膝をつき、神性が光線となって降りてきて、あなた方に法を語り、道を歩み続けるための愛を
授けてくれるよう求めるのです。しかし、そうなったとき、第二の時代、イエスの出発の時が確立された後と同じように、
あなた方はもはやこの形で私の声を聞くことはなく、その瞬間から、私の現存があなた方とともにあり、感覚の束縛を通し
て私の言葉に慣れたことを認識することになることを忘れてはならない。 

56 イスラエルよ、あなたの目覚めは遅い、とても遅い、このことが私の最も愛する父の心が非常に苦しむ理由であろ
う。 

57 愛する者たちよ、私はあなたたちの魂を喜ばせたいのだ」 

「あなたたちが私のもとに来たとき、私はこう言うだろう。わが愛は、あなたがたのこめかみに月桂冠を置き、あなたがた
のためにわが天国の門を開いてくれる。 

58 人間の意志は前に出て、私の神聖な言葉は人間の理解能力を通してそれ自身を知らせることをやめず、私のユニバ
ーサル・レイは1950年以降もしばらくは降下し続け、声を伝える人たちを通してそれ自身を知らせ続けると主張します。 

なぜなら、彼らは私が完全であることを忘れ、私が不変の法則であることを忘れ、私の言葉が王のものであり、決して
撤回されないことを忘れてしまったからだ。私の言葉が宇宙で成就しないよりも、王家の星が輝きを失う方が早いと、私は
あなたに告げたからです。 

しかし、私はあなた方に、人間の知性によるわが顕現の終わりの時を示したのだ。しかし、私はあなたたちを見捨てな
いとも言った。あなたたちの準備を見守り、弟子たちの祈りを聞き、私が最後の瞬間に最後の指示を与えなければならない
者たちが、私がこの地上で与えた命を最後の瞬間まで使い、新しい世代が愛と理解と慈悲を通してこの地上を去る準備がで
きるように、導きを与え、方法を知っているように。私の愛する民が歩む道を、私が切り開くのだ。 

59 そして、もし人間がわが意志に背き、自分の恣意によって作品を形作り、世に与えようとするならば、わが前でそ
のことに答えなければならないだろう。わたしはあなたがたを準備し、愛する人びとに告げた。わたしの意志は従われ、わ
たしのことばはつねに成就される、と。だから、あなたがたの心の中にわが言葉を蓄積し、これらの宣言の意味を保ってく
ださい。明日になれば、あなたがたの父への願いは無駄になる。なぜなら、わが万光線はもはや、人間の理解力を通じてわ
が身を現すために降り立つことはないからだ。 

60 準備し、従い、働き、私が与えたものを同胞に与えなさい。すべての人が目覚めるように、良い知らせを話し、与
えてください。しかし、物質主義的な仕事を作り、それをわが法則に加えようとする者たちは、主人は声の主を通して御自
身を知らしめ続けると主張し、もし彼らがそれを努力するなら、もしその望みが大きいなら、彼らは偽りの顕現を聞くだけ
であろう。 

61 今日、私の聖霊の光があなた方と共にあるので、イスラエルの人々 よ--あなた方の主人のように戦い、働け。 

62 私の知恵は偉大であるが、あなたの仕事は私の言葉を研究し解釈することである。奮闘し、働き始めなさい。あな
たの道で、私の光、私の教えを欲する者に出会うだろう。堕落した者、謙虚な者、また高尚な者に出会うだろう。そのすべ
ての人に、私の作品を語り、見せなければならない。彼らの心の扉に近づき、1度、2度、3度とノックしてください。でも
、もし閉じたままなら、次に進んでください。もし彼らがあなたの言うことを聞かないばかりか、あざ笑うならば、我慢し
て、励まし、慰め、魂の癒しを必要としている群衆のところへ行きなさい。彼らに近づき、私の言葉で彼らに「油を注ぐ」
のです。 

63 心を混乱させるすべてのものから離れ、祈りに専念し、あなたの魂があなたの神と主と接触できるようにし、盲目
の仲間の模範となりなさい--

彼らに霊性を示すのです。あなた方の心は啓発され、私の真理で大勢の人々 を指導する方法を知ることができるようになる
のです。 
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あなたの言葉に安らぎを感じる心もある、そうしてあなたは全人類を目覚めさせる。そうすれば、利己主義も悪意も恨
みも不和もなくなる。そして、彼らが私とともにいるとき、私は彼らにこう言う。 

64 民衆は私の言葉に飢えている。私の門をたたくのは貧しい人々 で、新しい世代を受け入れるために、私があなたの
世話に任せた人々 です。 

65 毎日瞑想し、霊から霊へ私と交信してください。エリヤによって道は整えられ、彼は灯台のようにあなたを照らし
ている。彼は、この第三の時代におけるわが顕現の先駆者であるだけでなく、その使命は永遠に続くのだ。 

66 1950年以降、わたしの話を聞いた大勢の人々 のうち、ある者はわたしと共にあり続け、ある者はそれぞれの道へ
と去っていくだろう。わが選ばれし者たちにもそうであろう。ある者は精神化を進める者たちを束ねようと急ぎ、ある者は
再び物質主義に固執する。 

67 私の真の弟子たちは、覚悟を決めて出発し、私の命令を忠実に実行する。彼らは、私の子ロトのようになるだろう
──ソドムとゴモラで、浄化されるであろうこれらの土地から離れるよう私の命令を受けたとき、自分を純粋に保つ方法を
知っていた人だ。私の弟子たちも、あらゆる試練を乗り越えていくだろう。 

68 私が自分の息子を犠牲にするよう求めたとき、彼は私を信頼し、その偉大な信仰と従順を私に示したのである。し
かし、彼が愛する息子を犠牲にしようとしたとき、わたしはわが天使を遣わして、彼の手を制止させた。そして、彼の信仰
と従順のために、彼の仲介によって人類が善を得るという偉大な約束をしました。しかし、わたしはあなたがたに犠牲の死
を要求していない。わたしはただ、あなたがたにアブラハムを思い出させ、彼の信仰と従順を手本とさせ、あなたがたに永
遠の生命を獲得させることを約束するのである。 

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 344 
1 あなたがたは、わたしが日々 、開かれた書物としてあなたがたの前に置いているみことばを聞いている。私はその

内容を明らかにし、あなたに誠意と光をもたらしました。私はあなたを変えるために、わが言葉とわが愛のエッセンスを与
えたのだ。 

2 わが働きの懐に蘇った者たちは幸いである。あなた方に私の霊的な視線を向けました。明日、あなた方が人類に私
の証人となるように。 

3 多くの人が、私があなたがたに伝えたみことばを受け取ろうと、さまざまな国からやってくるでしょう。この救命
ボートを見せるのは、貧しい人、難破した人である。 

私は罪人を用いて、他の罪人を贖ったのだと考えてください。今日、彼らは水晶の水が湧き出る岩であり、彼らはわが
懐にいる羊であり、わが選ばれし民の部族である。私は彼らを使い、私の奉仕のために聖別してきたのです。彼らは三位一
体のマリアン霊能者であり、一つの祈りの中で父を崇め、心の花を神に捧げるのです。 

私の慈悲と私の光を彼らの中に置き、彼らの魂が完全なものとなるようにしたのだ。彼らは、受信し、その仲介によっ
て人類に伝達するために選ばれた者たちです。彼らは、この第三の時代の私の兵士、私の労働者、私の弟子たちです。私は
彼らの世話のために、澄んだ水の泉と清らかな実のなる木を与えた。彼らは、もう一度砂漠を越えるだけの信念を持ってい
るのだ。エリヤのように大群衆を召集するために出発するのは彼らなのだ。 

4 イスラエルの選ばれし民：あなたがたは、同胞にわたしのあかしをするようにとの主からの命令を与えられている
のです。あなた方は人類に認められる強いイスラエルであり、あなた方に私はわが恵みと聖霊の光を浴びせたからである。 

5 イスラエルよ、この時間を無駄にしてはならない。あなた方が弱く困らないように、これから先、私の教えを豊か
に受けることが必要です。私は、私の旅立ちの後、あなたたちから自分を切り離すことはないと、あなたたちに告げた。だ
から、あなたがたは自分を信じすぎず、いま人間の知性を通してあなたがたに託すわがことばを聞き流さないようにしなさ
い。私があなた方を人類に送るとき、あなた方が私のメッセージを直感的に受け取り、私の存在を霊的に感じられるように
、今すでにあなた方自身の準備をしておいてほしいのです。 

6 心構えを知っている人は、みんな私の代弁者になってくれるでしょう。この1950年が終わるとき、あなたの目は
多くの不思議を見るだろう。人類の必要性は大きい。 

イスラエルよ、戦いに備えよ、しかし、この神聖な原因を十分に理解した上で。なぜなら、あなたは世界の誤りを取り
除き、私は今も彼らの仲介によって自らを知らしめていると言い続ける声なき声たちの心の強迫観念と混乱を取り除かなけ
ればならないからです。しかし、その時は、心の中で私の光となることはなく、私があなた方に与えるような慰めと知恵の
言葉を与えることもないでしょう。 

7 あなたには限界があり、仲間の計画や考えを浸透させることはできません。しかし、父なる神は、その鋭いまなざ
しで、明日起こることをすべて見通しておられる。 

8 あなた方は私の真の弟子であり、真の道を示すことができ、人類に私のワークを紹介するメッセンジャーであって
ほしいのです。あなたの中にある光で、闇を払い、あなたが光の子であることを示しましょう。 

9 あなたの行く手に現れる試練に心を奪われることなく、あなたに近づいてくる人たちに遠慮することなく、彼らは
私の神性の前に善い行いをしない自分を発見した霊的に必要な人たちであるでしょう。あなた方は、私があなた方に示した
慈悲を誇ることなく、同胞の痛みを和らげ心を整え、愛と光の言葉をあなた方の唇から発せられるようにする謙虚な者であ
るべきだ。 

10 イスラエルよ、わたしはあなたがたの中にうそを見ない。いつかそれがばれて、世の人々 は、「この人たちは師の
弟子なのか」と言うだろうから。彼らが偽りの弟子であるならば、師もまた偽りであり、彼らの間に宿って嘘を伝えたので
ある。" 

11 あなたがたは、善行によって、あなたがたの刷新と霊化によって、わが真理をあかししなければならない。明日、
人類が私にこう言うことを望まない。"なぜ、あなたの選んだ者たちは、神聖な言葉を受けたにもかかわらず、私たちの苦
しみを慰め、私たちの病気を癒すバームを受けるように求めた私たちに、慈悲を示さないのですか？" と。 

これらの心の中に信仰を育み、世界があなたを認めるようにするために、あなたがたはこれらすべてのことを行うよう
求められているのです。 

12 あなたの仕事は、さまよう人たちが木の涼しさを感じて、熱狂的なコースから回復することです。しかし、私は彼
らに霊的に語りかけ、彼らに自責の念を抱かせ、わが神霊の前でその罪を告白させるのだ。そして、彼らがまだ大きな罪人
であっても、私は両手を広げて彼らを受け入れ、拒絶しないことを理解させるのです。彼らは霊的に私の声を聞くだろう。
「愛する子供たちよ、私はあなたたちのために大きな悲しみを負ったが、今はあなたたちを新しくし、魂を自由にする適切
な時だ。私は彼らにそのすべての罪を悔い改めさせ、その悪い行いを恥じさせます。 
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13 だから、イスラエルよ、わたしは日ごとにあなたがたを教え、わたしの律法があなたがたの心に書きとどめられる
ようにする。私は良心を通してあなた方に語りかけ、あなた方が従わなかった私の律法の戒めが何であるかを示し、そうし
て一歩一歩、あなた方が私の知恵に満ちた新たな民となるようにするのである。 

14 あなた方自身が変身を体験し、以前の自分と今の自分を確認し、そして、どんなに硬い心もあなたの言葉を受け入
れるようになるのです。あなた方は彼らの相談相手となり、清らかな心で彼らに善を施し、真の道を示すのだ。 

15 人類は、ブラインド・ガイドからどんな導きを期待できるだろうか。光の子であるあなたがたからだけ、彼らはそ
のようなものを受け取るのです。 

16 人類の間に大きな試練が訪れるときが来るのです。しかし、私の保護下にあるあなた方は、働かずとも栄養のある
鳥のようになるのです。その時、人類は、このような大きな災難と不幸の中にあって、あなたが生きる勇気を保ち、私に従
ったために闇の力に捕らわれないことに驚嘆することでしょう。 

17 あなた方は、人々 の苦痛を和らげ、長い間祈りに魂を上げずにいた冒涜者たちに祈りを教えるよう命じられた者た
ちです。 

18 しかし、そのためには、日々 、自らを霊化し、物質化から自らを解放しなければならない。私は、あなた方に気負
ったスピリチュアリストになってほしくはないのです、いいえ。狂信はわが目には忌むべきものであり、それこそあなた方
の間で排除したいものである。良心は、すべてと調和する生き方を教えてくれるでしょう。 

19 この言葉を聞くことができる時間は短い。だから、私の教えを理解し、準備するために、あなた方が私の教えを理
解することが私の意志です。 

20 文書で保存され、明日楽しむことができる指示を与える神聖なマスターから学びなさい。人間の心を通して主人の
声を聞くことができる時間は、すでに短くなっているからです。 

21 父の慈しみはあなた方の魂に入り、彼らを励まし、彼らに言うのです。私の教えから学びなさい。あなた方はまだ
、私の力を感じないか弱い子供なのだから。私は、どんなときでも、あなたの良心を通して、あなたの使命に気づかせるよ
うに語りかけているのです。 

22 わたしの右手には律法があり、左手には天秤がある。私はこの顕現であなた方の間から去ります。しかし、心配し
ないでください。私は、私の言葉であなたを霊的に養い、あなたが孤児であると感じることはありません。私はもはや人間
の知性によって自己を知らしめることはないので、あなた方は私を自分の中に運ぶことになるのです。しかし、私はあなた
の魂がわが神聖なる霊と交信できるよう準備した。そして、わが意志であればいつでも私の指示を受け取ることができる。 

23 私が去った後、あなた方の闘いが始まるのです。 

24 私の律法をあなたがたに託すので、これを研究し、これを犯さないようにしなさい。主への功徳を積むのだ。今こ
そ、魂に真の降伏をもって、「主よ、私たちのうちに御心を成してください」と言うのだ。 

25 私は大きな愛と忍耐をもって、あなた方を汚れたものから、さまざまな世界観から、偶像崇拝から引き離したのだ
。あなたがたは、像の前に、金の子牛の前にひれ伏したからです。いつの時代も、どれだけ無知であったことか。しかし、
私は、あなたが盲目的に自分の道を歩まないように、いつも光として、慈悲として、愛として、あなたがたに自分自身を現
してきた。 

26 今この時、私はあなたの魂が通った様々 な道、痛みを経験した道から、もう一度あなたを救い出しました。私は、
あなたの魂がこの惑星に来たときに進化するように、あなたに様々 な転生を与えています。しかし、この間、あなたが深い
無気力に陥っているのを発見したのです。第二紀の予言を思い起こさせる心の準備が出来ていないのです。しかし、わが意
志は人間の心を通してわが身を知らしめ、互いに愛し合うことを再び教えることであった。 

27 私の愛と私の光は、恵みの露としてあなた方の魂に降り注ぎました。もし、あなた方が自分の心構えを知っていれ
ば、あなた方に烙印を押して苦しめる手はないでしょう。 

28 第二の時代の使徒たちのように旅立つのだ。彼らは、私の教えを広めるために、どのように準備し、どのようなタ
イミングで出発すればよいかを知っていたのです。私は、さまざまな宗派や宗教団体から、私に属する者を選び出す。彼ら
は私を認識し、その使命を果たす方法を知るだろう。 

29 あなたは、私の教えを人類に伝え、私の天国の平和が人類に届くようにするために出発するのです。私の視線は、
彼らの痛み、彼らの荒廃を見ているからです。 

30 これこそ、私が愛するあなた方に差し出したものであり、あなた方は私の約束が実現されるのを見ることになる。
皆さんの魂は一歩一歩登っていき、山頂に到達するのです。 

31 人の話やその裁きを恐れるな、あなたの神の裁きを恐れよ。私は裁き主としてはどうしようもないと言ったことを
忘れないでください。だから、いつも私を父として、神として望みなさい。そうすれば、あなたの人生の道には何一つ欠け
るところがない。 

32 私は悪を束ね、火に投げ入れるために来たのだ。すべての悪い種は、私の神聖な鎌によって切り落とされるからで
す。それは、あなた方に恵みの命を与えるためにやってくるこの言葉です。 
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33 私はマスターとして、いつでもあなたを待ち、あなたを指導し、道を導きます。わたしのことばを聞きに来た者は
幸いである。私を理解し、私の教えを実践する者は、その霊魂に幸いをもたらす。 

34 ある者は私に言う、"主よ、なぜ私たちはあなたを感じなかったのでしょう 

"と。しかし、私はあなたがたに言う。あなたがたが善い行いをするとき、同胞に情けをかけるとき、わたしを感じたこと
がないのか。使命を果たしたときに、満足感はないのでしょうか？この満足感は、あたかも私を感じているかのようだから
です。悪を行う者は、私から遠ざかり、そして、私の存在をほとんど感じることができないからである。 

私は、あなたがパンを分け与えるときだけでなく、魂を励まし、この世の苦しみの中で心を慰めるために、愛と慰めの
言葉を提供するときにも、あらゆる善行とあなたの示す慈悲の中にいます」。どれだけの人が小さな愛を必要としているか
、どれだけの捨てられた女性が励ましの言葉を求めて泣いているか、私に選ばれたあなたたちは、必要とするすべての人に
愛と励ましと強さをもたらすために出発しなさいということです。 

35 世界は退化し、混乱し、悪に向かって熱狂的に走り、滅びようとしている。しかし、私はこの船を、漂流者、すな
わちわが言葉を聞かず、しかしその魂が言葉を受け取る必要を感じている人々 を救うために、あなたに託したのだ。それゆ
え、私はあなたが彼らを目覚めさせ、この時代のわが存在の人類への証人となることを望んでいる。 

36 そして、もし私が第二の時代に人間となり、人間とともに生きるのなら、どうして今日も、私が恵みをもって用意
した罪人を通して、私を知らせることができないのだろうかと、不信心な者たちに言ってください」。 

37 なぜ、人の業をよりどころとし、あなたの神、主の奇跡と大らかさに疑いを持つのですか。 

38 イエスとしての私の地上での歩みを思い出してください。幼い頃、律法の博士たちに語りかけたことを思い出して
ください。私はあなたに、祈ることと謙虚であることを教えました。私は馬小屋で生まれ、十字架上で死にました。わたし
がこの指示を与えたのだから、世界が腐敗の極みにあるこの第三の時代に、なぜあなたがたはわたしの言葉を聞かず、第二
の時代にわたしが教えた道を示してはならないのだろう。 

39 人々 は憎しみや悪意を持ち、贅沢をしようとし、狂信的な心も持っていたのです。 

40 人々 よ、あなたは私に尋ねる。"主よ、なぜ、あなたが恵みをもって私たちを準備されてから、私たちの道におけ
る試練が増えたのですか 

"と。そして、私はあなたに答えます。第二の時代、私はあなた方に苦しみと謙虚さを教えました。思い出してください、
彼らは私を血塗られた足場に連れて行き、私のこめかみに茨の冠を、私の手に葦を押しつけ、そして私を嘲笑したのです。
しかし、私は優しく、謙虚であり続けました。私は、人類の救済の象徴として、私の血が流されなければならないことを知
っていた。これらの苦味、無味乾燥、苦難を拒絶する私を、あなたはいつ知ったのですか？決して私はあなた方への愛のた
めに苦しみ、あなた方に救いの道を示すために私の血を流したのです。しかし、今この時、あなた方は血を流すことなく、
ただ善意で私の真理を世に語るための準備をするのだ。 

41 私はあなた方に剣を与え、あなた方を私の兵士と呼んだ。私はあなた方の父であり、あなた方を守り、啓発し、あ
なた方が人間の犠牲者とならないようにする。 

42 愛する人々 ：あなたはすぐに、私の言葉があなたを救うことに気づくでしょう。あなたがたは、私を愛する父とし
て得たのだから、苦しみもつまずきもない。 

43 明日、あなたが仲間の手本となるように、私は忍耐強くあなたを指導し続けます。 

44 あなたの魂がわが慈愛を受け、わが平安とわが愛を失うことがないように、世から離れなさい。私はあなたを奈落
の底から引っ張り出し、あなたの魂が一歩一歩私に近づくように導いてきた。 

45 私の光は人から離れたことはなく、いつも人の心に寄り添っています。我が子を中途半端にしておくわけにはいか
ないからだ。苦痛の嘆きを聞くこの時に、私の慈悲を受けずに彼らを放置しておくのですか？ 

私はあなたの苦しみを取り除き、命の木の下であなたを休ませ、その実であなたを養った。私の旅立ちの後、あなたが
たは飢えることも渇くこともない。果実も水もパンも、渇いた者、飢えた者、困った者に分け与えるのだ。 

46 荒れ果てた民を見よ、激しい嵐に苦しめられている民を見よ。それゆえ、私はあなたを啓発するために準備する。
そうすれば、あなたはあなたの師のように起き上がり、あなたの仲介によって、彼らは魂の落胆から私によって解放される
であろう。私は彼らに真理を知らせ、彼らの魂と心を啓発し、この世に入り込んだ混乱から彼らを解放するからだ。 

47 私の子供たちよ、準備をしなさい。私の力と光で、地上の人々 を導き、私の平和を感じられるように。 

48 祝福された無垢は世の中の堕落に感染し、若者は息を潜めてその道を辿り、処女もまた慎みと貞節と節操を失って
いるのです。これらの美徳はすべて、彼らの心から消えてしまった。彼らは世俗的な情念を養い、自分を破滅に導く快楽だ
けを欲しているのです。 

あなたが魂の進化に着手し、しっかりとした一歩を踏み出すことができるように、私はすべての明晰さをもってあなた
に語りかけます。  

49 私の作品に含まれる慈悲を現すために、あなた方は立ち上がり、あなた方の神と交わるようにしたい。 
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50 愛する人々 ：あなた方は今、山の頂上に到達するために一歩一歩登っているのです。六条の蝋燭の光は宇宙を照ら
し、魂が私に到達できるように導き、高みを与えるのです。 

51 私の聖霊の光があなた方の魂から闇を払拭するために、もう一度私の教えを受ける時をあなた方に託したのです。
罪人の知性によって、私は簡単な言葉で、しかしその意味の中に真理を含む私の知恵をあなたがたに与えた。 

52 明日、あなたがたは、地のさまざまな道で、よい知らせを伝え、わたしのあかしをするために出発する。そうすれ
ば、人々 は有害なもの、罪、不和を取り除き、すべての人が自分をひとりの父の子として認識するようになるであろう。霊
には社会階級も人種も貴族もないのですから。あなた方は皆、一つの父から生まれ、そして私のもとに帰ってくるのです。 

53 人類は今、不従順の結果、大浄化に苦しんでいます。しかし、この苦しみの聖杯を自ら作り出していることを理解
していません。しかし、私は父として、あなた方が背負っている十字架を重くするために、この時期に来たのです。 

54 民族はいつの時代もお互いを軽んじてきたからこそ、国境を作り、異なるイデオロギーを作り、離れていったので
す。 

55 わたしがあなたがたの間で自分を知らせたのは、あなたがたにわたしを模範とさせるためであり、砂漠で灼熱の太
陽の光があなたがたを疲れさせないためである。私は、あなたが人類に道を示すことができるように、私の知恵であなたを
訓練しました。 

56 第二の時代、私は人類を教えるために、わが十二使徒を用意した。しかし、この第三の時に、私は144,000人を
統合し、人類が再びこの民を通してわが慈悲を受けることができるように準備したのである。 

57 愛するイスラエル：不従順のため、肉体の弱さのため、魂が弱まり、私の意志通りに霊化することを許さなかった
ために、人々 はどれほど遅れをとったことだろう。 

58 私の教えを勉強して理解し、明日、仲間に伝えることができるようにしなさい。私はこの時、私の教えで人類を混
乱させるために来たのではありません。私はただ、この国を罪から解放し、真の道を歩ませ、私の平和を得るために来たの
だ。愛する者たちよ、私はあなたがたを強くする、戦いに挑むために。 

59 この御言葉を声帯を通じて聞くことができなくなる時が近づいている。しかし、私はわが子から自分を切り離すこ
とはしない。しかし、私が初めからあなた方と霊的に共にあったように、私は終わりまでそうであろう。 

60 愛する弟子たちよ、私がこの第三の時代にあなた方に託したものを、あなた方の作品を通して証ししてほしい。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。 

人々 があなたの話を聞きに来たら、あなたは彼らに道を示し、彼らがいかに誤った道を歩んできたかを分からせ、私が
あなたに与えた教えの一つ一つを説明するのです。あなた方は、なぜ霊能者なのか、なぜイスラエル人なのか、なぜマリア
三世なのかを、彼らに伝えなければならない。あなた方はイスラエル人です。肉によるのではなく、霊によるのです。アブ
ラハム、イサク、ヤコブの真の子孫であり、試練の中で力を証明したので私が『イスラエル』と呼んだのです。あなた方が
霊能者なのは、私が霊をもって私を求め、愛するように教えたからです。 

61 なぜ、マリアを求め、愛するのか？なぜなら、第二の時代において、私は母としての彼女の優しさにあなた方を委
ね、彼女の霊はあなた方のために、そして全人類のために執り成しているからです。 

62 レビ族は第一時代にすでに選ばれていて、神のしもべ、祭司となる。そして、この第三の時に、レビ族は再び私の
神性への奉仕に奉献されるのです。彼らは、その使命を果たすために自らを捧げている人たちです。 

63 人々 よ、ユダのように行動してはならない、ペテロのように私を否定してはならない、トマスのように私を疑って
はならない。しかし、もしあなた方がそのような弱さを持つなら、わが霊にどれほどの苦痛を与えることでしょう」。 

見て祈りなさい、わが使徒たちをその従順の模範とし、彼らのように、誰も他の者より大きくなりたいと思わないよう
にしなさい、私にとってはあなた方は皆平等であり、あなた方の行いに従って魂の進歩がなされるのです。弟子たちに言っ
たように "父の家には多くの屋敷がある 

"とねしかし、あなたはその中に住むにふさわしい人間にならなければなりません。早く到着する人もいれば、遅くなる人
もいるでしょう。あなたの魂は、善行によって、律法の実現によって、上昇することができます。 

64 あなたがあの世に行くとき、私はあなたの善悪の業を書き記した書物をあなたに差し出し、わが正義の天秤があな
たの功績の側に傾くとき、あなたの魂は喜ぶでしょう。しかし、もしそうならなかったら、あなたはこの惑星に戻り、もう
一度償いをすることになります。任務を果たした諸君は、さらに昇華するために霊界の功徳を積み重ね、天使たちや坩堝を
勝ち抜いてきた私の霊界のように、人類のために戦い、働くことになるのであります。 

65 このようにして、少しずつ真の至福を実現し、やがてわが神霊と融合するのです。なぜなら、あなた方は私から出
てきたのであり、純粋で騒音のない私のもとに戻らなければならないことを知っているからです。 

66 痛みによってどれだけ魂が浄化されるかを理解すれば、痛みを愛することができるはずです。しかし、「肉」は魂
を弱くさせる。しかし、私が祈りについて話したのは、あなたがたが誘惑から身を守るためである。 
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67 この言葉が耳から離れなくなった後、あなたは、あなたが蓄積したすべてのものを人類に与えるために旅立つので
す。そうすれば、あなた方はわが教えの偉大さを認識し、霊から霊へと舞い上がり、わが神性と交わる方法を知ることにな
るでしょう。あなたがわたしと一緒になれば、わたしはあなたに言うだろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 345 
私の平和があなたとともにありますように 

1 ようこそ、マスターへ 

2 愛する人々 ：私が裁判官としてあなたがたの間にいて、わが民イスラエルを徹底的に裁いてから、わずか数日の朝
の祈りが過ぎた。ある者は祈り、執り成し、ある者は霊的啓示に無関心で、世の誘惑にのみ心を開いていた。ある者は真の
霊的な準備と開放的な心で会い、ある者は退行で沈んでいた ── 

わが子供たちの中には日常生活の中で、またある者は霊的な準備なしに。 

3 私は人々 の愛を見極め、彼らがまだお互いを兄弟として愛していないこと、精神的な調和がまだ私の選ばれた人々
によって感じられ、生きていないことを発見したのです。 

4 私は会衆の祈りを聞いた。ある者は悪事を悔い改め、ある者は世界平和とイスラエル民族の統一を臆病なまでに訴
えた。しかし、神の前でも世の中の前でも自分の責任を自覚し、教えを請う真の精神的な視野をもって師の前に謙虚に立ち
上がる方法を知っている人は、本当はどれほど少なかったことでしょう--

神がすべての愛の上にあることを知っている子供として、首を下げて父の腕の中に寄り添いながら裁判官の前に立つ方法を
知っている人です。 

この祝福の日に、この恵みの瞬間に、父はその霊的恩恵を注いでくださったのです。彼はその霊感、義理、指示を、一
部は人間の仲介で、またかなりの程度、霊から霊へ、特に彼の民衆に、また世界と全世界に伝えた。 

5 これはすでに私の最後の教育演説となりましたが、その中で私は裁判官として皆さんのところに来て、人間の能力
を通して伝わった私の光線は、全ての地方の 

"労働者"、全ての修道会の代表者、霊的三者主義のマリアの奉仕者たちに囲まれ、その理解能力を通して私の仕事を知らせ
、大勢の聞き手の信仰を励ましたのです。 

6 また、このように一致団結している姿をこの先も見ることになるでしょうが、このような集会ではもうないでしょ
う。そこで、人々 は先の精神でそれを感じ、すすり泣いた。肉」は弱く、近づく別れとこれらの集会の終了に抵抗してきた
。 

7 エリヤはあなたがたを準備し、霊的な人差し指であらかじめこのときを指し示し、すべての民が目覚め、覚醒し、
この審判と恵みのときに無関心でいられないようにしたのである。エリヤはいつも魂の道しるべとして、道を整え、いばら
や岩を取り除き、私の子供たちの足が途中で怪我をしないようにするのです。良心を通して魂の奥底に語りかける霊的な鐘
を鳴らして、あなたを目覚めさせ、光で満たし、来る者の声を聞かせるのです。なぜなら、御父はどんなときにも、どんな
場所にもおられるからです。 

8 私は、判断の瞬間ごとに人の心を探り、痛み、不安、暗い予感に満ちた心に出会いました。その鼓動に耳を傾け、
その訴えに耳を傾けるために近づいたのです。彼らは物質的なもの、地球の知識と傾きだけを欲するため、精神的なものが
少なくなり、その起源からますます遠ざかっているのです。こうして私は、世の中の品物にばかり気をとられ、恐怖に満ち
た魂で、ただ一筋の希望の光を保ち続ける人間という存在に出会ったのです。しかし、私はこの火花を消さなかった。それ
どころか、私の真実、私の慰め、私の励まし、私の本質でこれを活気づけたのだ。その恵みの瞬間に、私は霊的に全世界に
それを広めた。私のプレゼンスが感じられ、私のエッセンスが例外なくすべての人の中にあるように、エリヤもまたあらか
じめ自分自身を知らせていたからだ。 

私が来たとき、魂と心はすでに、すべての時代、すべての時代の神の道案内人であるエリヤの霊によって準備されてい
たのです。イライジャは、いつもあなたとともにいて、あなたがほとんど感じたことのない人だからです。 

9 エリヤは神の右手にいる偉大な霊で、謙虚に自らを神の僕と呼び、彼の仲介と他の偉大な霊を通して、私は霊的宇
宙を動かし、偉大で高邁な計画を実行します。そうだ、わが弟子たちよ、私には被造物を支配する多数の偉大な霊が仕えて
いるのだ。 

10 そして、あなた方は自問する。"父はすべてを行う方ではないか 

"と。しかし、私はあなたに答えます。私はすべてのことを成し遂げる者であり、私はすべての霊の中にいるからである。
私はすべての被造物の中にあり、私なしに動くものはない。しかし、わたしが多くの霊に命を与えたように、わたしは彼ら
すべてに、わたしの仕事、わたしの労働、わたしの創造物における場所、すなわちわたしの右手にふさわしい場所を分け与
えた。 

過ぎ去ったその恵みの朝に、最初の者から最後の者まで、あなた方全員を準備した後、エリヤはその主に、雑草の豊富
な畑を見せたのです。しかし、父は彼に言った、「そのままにしなさい。それでも雑草は少しずつ増え、それでも雑草は繁
茂し続け、根を深く張り、さらに大地に広がっていくのです。しかし、やがて収穫の時が来て、やがて鎌が入り、その時、
悪い種の中にも、本当にまばらではあるが、麦があるのだ。しかし、それは私の納屋に保管され、時が来て、大地が適して
肥沃になったときに、再び蒔かれるでしょう。 
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11 我が民、人の間に悪が蔓延している。善、徳、愛は、悪、病気、疫病、災難の侵略の前に弱くなっています。腐敗
の種となるものはすべて、善人の心を感染させ、ある者をつまずかせ、忠実な者の数を減少させた。悪が人類に対して大き
な力を行使したからである。 

12 私は、あなたに与えられた意志の自由のために、このようなことを許したのです。なぜなら、すべての腐敗、すべ
ての闇、人間の妄想の背後に、神の光、霊があり、それは決して過ぎ去ることがなく、今後も過ぎ去ることはないからです
。光の魂である原初の存在があり、それは父が与えた接吻を汚さずに守り、私が戦いの道へすべてのわが子たちを送り出し
た神聖な印である。この特性により、誰一人として失われることのない魂を手に入れることができるのです。 

13 迷子の数はすごい。しかし、地球の表面には、地球の人口を構成するさまざまな国々 の懐に、取るに足らない町に
も、低地にも、自分を高める方法を知り、主との契約を守り、大勢の人々 の模範となり精神的支えになる一部の心がないわ
けではありません。彼らが祈るとき、私にこう尋ねてください：「なぜ、これほど多くの悪があるのですか？なぜ、人の心
には悔い改めがないのか。なぜ人類は善や平和に目覚めないのでしょうか。なぜ、人は互いに理解し、愛し合い、神の兄弟
姉妹として認め合うことができないのだろう。" 

14 しかし、父は見守り、祈る者に心の平安と希望を与え、こう告げます。最も多くの罪を犯した者たち──この人類
に最も多くの苦痛を与えた者たち──が、後に彼らの最大の恩人になるまで待ってください、彼らは本当の意味で「死ぬ」
ことはないのですから。罪は死に、その体は消え、人間の罪の原因である闇の力は消滅する。しかし、魂はその霊に導かれ
て決して消えることはない。たとえ大きな十字架、大きな償い、魂の浄化を経験しなければならないとしても、肉体の死を
経験しなければならないとしても、贖罪のために取り巻く闇が永遠であると感じるとしても、--

たとえ懺悔の火が地獄の炎であると感じるとしても、である。このすべてが過ぎ去り、このすべてから彼女は完全で純粋な
存在となるのだ」 --るつぼを通過した金よりも純粋に。 

15 人間の外見だけで、人生を想像したり評価したりすることはできません。あなたは、この地上に存在する前に、他
の世界で、あなたにとって計り知れないあの世で、何が起こったかを知らないのです。しかし、私の教えを忘れないでくだ
さい、それがあなたの道です。 

16 人間の視線には見えない、人間の科学では感知できない力が、皆さんの生活に絶えず影響を与えているのです。良
いものもあれば悪いものもある、光のものもあれば暗いものもある。 

17 これらの影響はどこから来ているのでしょうか？精神から、心から、気持ちから。 

18 これらの波動はすべて空間に浸透し、互いに争い、あなたの人生に影響を与えます。これらの影響は、転生した魂
や、地上の肉体を持たない存在から発せられている。地上にも、あの世にも、光の魂と、混乱した魂があるからだ。 

19 もしあなたが、それらの力の始まり、起源はどうだったかと私に尋ねるなら、父はあなたに答えます。 

20 世界が生まれる前、すべての創造と物質が誕生する前に、私の神霊はすでに存在していたのです。しかし、万物で
ある私は、臣下のいない王のように、弟子のいない師のように、自分の中に大きな空虚さを感じていました。そのため、私
は自分と同じような存在を創り、その人のために私の全生涯を捧げ、その人を深く、親密に愛し、時が来れば ── 

その人のために私の血を十字架に捧げることをためらわない、という計画を立てたのです。 

21 あなたが存在する前から愛していたと言っても、悪気はないのです。そう、愛する子供たちよ。 

22 神はご自分を父と呼ぶために、ご自分の胎内から霊を出させました--

神の属性において神に似ている被造物を。これがあなたの原点であり、だからあなたは霊的な生命に目覚めたのです。 

23 しかし、父は無限であり、あなたの魂を創造した後、自分の子供たちに理解されることを切望し、物質的な生命を
創造し、あなたの仮の住まいの一つである世界を創造したのです。 

24 父なる神は完全無欠の忍耐をもってすべてを形成し、準備されたので、子供は不完全なものを見つけることなく、
あらゆる場面で、あらゆる仕事の中に父なる神の痕跡を見出すことができるのです。なぜなら、すべては初めから本のよう
に計画されており、そのページには、やがて、あなたが私に問うであろう、"私は誰で、どこから来て、どこへ行くのか 

"という問いに対する切なる答えが見つかるだろうからです。 

25 すべての準備が整ったとき、私は魂に、知恵と完璧さをもって創られた素晴らしい世界に住むための杖、衣として
役立つ地上の体を与えたのだ──その教訓と美しさをすべて備えた本は、この世から始まって無限に至る階段として主の子
らに示された。 

26 そして、すべての準備が整ったところで、受肉した魂、つまり人間に言ったのです。ここが仮の住まいです。自分
の道を進み、泉を飲み、果実を味わい、楽しみ、このすべてにおいて私を認めよ。 

27 これがあなたの物質的な人生の始まりです。しかし、ここで父があなたに語ることは、ずっと昔にあり、時間の流
れの中で埋もれてしまいました。 

28 あなたの計算、時間を測定し計算するあなたの最高の科学は、神だけが成し遂げることができる仕事の開始を決定
するのに十分ではないでしょう。 

29 科学者はこの世界の年齢を正確に知ることができないのだから、私が明らかにしない限り、どうして普遍的な生命
の始まりを理解することができるだろうか？それでもなお、自分の手の届かないことを知りたがって頭を悩ませることのな
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いように、あなた方は、今までのもの、今のもの、これからのものが存在する全能の父なる神が、今日あなた方に告げた知
識で満足しなければならないのです」。あなたの人生の始まりは、とても遠い昔のことで、その知識は時の流れの中で失わ
れてしまいました。 

30 人間はこの世に生を受けたとき、純粋無垢に満ちた精神生活を送っていました。しかし、父はあなたがたに尋ねま
す。私がこれらの被造物の純粋さに満足し 

ていたと信じるか。弟子たちよ、この無知のために、父を知ることも、理解することも、愛することも 

できず、この霊的功労の欠如のために、父の神聖な特質を何一つ理解することができ なかったのだ。 

そこで、私は魂に自由意志を与え、肉体が人間の生命の秘密を魂に明かすことを許しました。しかし、私は直感によっ
て創造主である父の存在を魂に知らしめたのです。肉体の弱さに鑑み、霊の光に導かれた魂の強さであり、その中に私の正
義、私の知恵、私の声があるのです。 

31 肉体的な感覚の「声」によって人間生活に目覚めた瞬間、魂は精神生活を放棄し、あらゆる思考、言葉、仕事の坩
堝、闘争、苦難、結果が始まり、魂と人間の能力の展開が始まったのである。 

32 そうです、私の子供たち、人間が自由意志によって最初から経験してきたすべての思考、言葉、働きの結果が、目
に見えない力、善と悪のそれらの波動を引き起こしたのです。 

33 自由意志を駆使して健康的な生活を始め、自分と隣人の幸福を達成しようとする人は、健全で有益な波動を生み出
している。しかし、同じ自由意志の使い方でも、良心の声に耳を傾けず、自分の身体に内在する利己的な傾向に従って行動
する者は、不健全で誘惑的な力を生み出してしまったのです。 

34 どちらの波動も空間にとどまっていて、人間の考えや過去の仕事に従って、その強さを強めたり弱めたりする準備
ができている。しかし、こうした目に見えない力は、魂の進化と切り離されたままにはならないだろう──いや、弟子たち
よ。これらの波動は、すべての魂の上に潜んでいて、その思考と働きによって従うことになる。 

35 良心の光に感化された人は、悪い影響を追い払い、有益で健全な波動に転じることができたのです。しかし、自由
意志を行使して神の戒めに反する行いをした者は、悪質な不健全な波動を引き寄せて混乱を増大させ、このアンバランスか
ら、あなたの時代まで人間を苦しめる病気や卑しい情念が生まれるのである。 

36 あなた方の始まりと、永遠の未来を知る私は、最初の人たちに、悪の力と戦うための武器を与えた。しかし、彼ら
はそれを拒絶し、悪と悪の戦いを好んだのである。 

37 悪と戦うために人類に与えた武器は何かと問われれば、祈りと律法の忍耐と互いへの愛であると答える。 

38 善と悪の力の起源についてお話ししてきましたが、今度は私がお話しします。この波動は、主の子らを試すために
私が作るすべての世界に届かなければならない。しかし、これで私はあなたの破滅ではなく、あなたの完璧さを求めたので
す。その証拠に、私は常にわが子たちに自らを現してきた。良心を通してあなた方に語りかけ、わが使者を通してあなた方
に教え、あるいは第二の時代にイエスを通して行ったように、わが子たちの間で人となり、自らを現してきた。 

39 あなたにとってどんなに素朴に見える民族や部族でも、私の愛を体験したことがない人はいない。彼らは危険な瞬
間に天の声を聞いて、彼らを守り、守り、助言してきた。 

40 あなたは見捨てられた生き方をしたことがない。あなたが誕生したときから、あなたは私の愛の盾の下にありまし
た。 

41 あなた方人間の親は、自分の子供を優しく愛しています。彼らがこの世に生まれて間もない、あなたの世話、あな
たの献身、あなたの愛を最も必要としている時に、彼らを運命に任せることができるでしょうか？ 

私は、あなたが自分の子供たちが成人したときでさえも、心配しているのを見てきました。 

しかし、もしあなたがこのように子供たちの必要に応じるなら、あなたが存在する前からあなたを愛していた天の父の
愛はどうなるのでしょう？ 

42 私はいつもあなた方を助けてきました。そして今回、より霊的に成長したあなた方にお会いしたとき、不浄の力を
無効にする戦い方と、善の波動を高める方法をお教えしたのです。 

昔の人々 が悪を表し、人間の形を与え、霊的な存在とした古い信念、イメージ、図形、象徴的な名前--

現在の世代に到達した信念--

は消えなければならないからです。なぜなら、あなた方は意識することなく、この時代に人間が達成した精神的発展にふさ
わしくない迷信的な神話やカルトを一緒に作り上げてしまったからです。 

43 父よ、自由意志の賜物を悪用し、良心の声に耳を貸さず、あなたの律法を犯すことによって、私たちが悪の波動に
大きな力を与えているとしたら、霊的に自由になるために、天の国の平和を得るために、私たちは何をしなければなりませ
んか」。父はあなたに答えます。あなたの精神と私の精神が切望する自由は、あなたの償いの功労によって達成されるので
す。 

44 いつ解脱するのですか？父は今この瞬間、このことをあなた方に明かさず、ただ、私の愛に鼓舞された武器で悪の
勢力と戦い、私の律法に忍び、大きな試練に強くなるよう求めておられるのです。そうすれば、今日、人種、言語、色に分
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かれ、異なるイデオロギーや教義に分かれ、権力争いや敵対関係にある人類の心の中に、私の王国が成立するのを見ること
ができます。あなたは、彼らが精神と真理における美徳に留まり、私の教えを堅く守り、私の名前を敬虔に発音しているの
を見るでしょう。しかし、残念なことに、あなたはどれほど多くの悲しみを抱え、どれほど多くの誘惑を乗り越えていかな
ければならないのでしょう。 

45 見て祈り、私の名によって打ち勝てば、本当に霊的な変容を遂げることができるのです。天がやってきて、平和の
笑顔と真の喜びが現れるでしょう。放蕩息子は父のもとに帰り、人類は多くの苦難と転落を経て、ついに善意の人々 に約束
された平和を手に入れるのを見ることになるのです。 

46 私の教えであなた方自身を強化し、この光を人類と分かち合ってください。悪の根源は何か、愛と徳という武器で
悪と戦う方法を教えてあげてください。 

47 人間がこの世に現れたとき、善と悪の波動はすでに存在していた。そして、私の賢明で愛に満ちた正義は、初めか
ら良心の光に忠実な魂と意志の自由によって決められた存在の両方に、この世に受肉することを許したと言うのか--

一方は人類の償いのため、他方は人類の祝福のためだ。そのため、人間の生活のすべての時代において、偉大な霊が現れる
のを見てきた--ある者は善のために、ある者は悪のために--

力に満ち、強さに満ち、これらの魂が人間に化身して慈善事業を行う姿を見たとき、なぜすべての人間がこのようにならな
いのか、理解できなかった。 

なぜなら、他の人間がほとんど成長しないのと同時に、彼らは非常に大きな力、非常に大きな光、非常に大きな愛、知
恵、あるいは徳をもって自分自身を明らかにすることができるからである。なぜなら、これらの魂は地球で成長を始めるた
めに生まれたのではなく、あなた方の知らない他の世界、他の場所で自らを清めた魂だからです──彼らはあなた方のとこ
ろに控えめに種をまくために来たのではなく、他の時代、他の場所で彼らが成熟させた収穫、栽培した実をもたらすために
来たのですから。その味、その活力、その本質をあなたの唇に届け、あなたの存在を幸福に溢れさせたのです。彼らは、あ
なたの魂に模範を示し、あなたの人間の心に励ましと支えを与えてくれたのです。ある者は預言者であり、ある者は家長や
学者や王であり、ある者は裁判官や教師であった。また、自然の美しさ、心の美しさ、魂の美しさを伝えて、心に創造の美
しさを感じさせてくれる人もいます。 

48 また、あなたがたは、人間存在の時代を通じて、男と女がその邪悪さの中に明らかにした暴力に驚いています。あ
なたの歴史学の本には、彼らの名前が集められています。あなたの存在の記憶帳、神があなたのすべての行い、すべての作
品を書き留め記録する帳簿に、彼らの名前も同様に含まれています。あなたは、魂、人間の心が、悪に対してこれほど強さ
を持ち、自らの作品に身震いしないほど勇気を維持できること、神がすべての子供たちにこれを通して要求する説明責任を
求める声を聞かないほど、良心の声を黙殺できることに驚きを覚えました。そして、この地球上にいるその魂たちの人生が
、どれほど長く続いてきたことでしょう。 

意思の自由のために、わが愛とわが正義に抵抗した人々 を、わがしもべとするために、われは彼らの不従順そのものを
利用し、役立たせた。自由に行動しているつもりでも、彼らの思考、言葉、行いはすべて、自分に対しても他者に対しても
、私の正義の道具だったのです」。 

49 しかし、その支配はいつ終わるのでしょうか。「父はあなたがたにこう言っています。悪の支配が人類を（完全に
）支配したことはない。最も堕落した時代でさえ、私に忠実で、私の指示に従順で、私の律法の使徒たちがいたからである
。しかし、闘争は最初からずっと存在する。 

この2つの勢力のうち、これまで戦闘で優位に立っていたのはどちらか。悪のそれ!だから、私はあなた方のそばに立ち
、私に対する希望と信仰をよみがえらせ、あなた方の心に温かさを与え、「この道ではあなた方は一人ではない、私は決し
てあなた方に嘘をついていない」と伝えるために、自分自身の声が聞こえるようにする必要があったのだ。私があなたの中
に置いた原則を、あなたは決して変えてはならない。これは、善と愛の道です。 

50 神には、宗教の名前も、宗教の組織もありません。父なる神にとって、魂がその正義と愛の律法の中で行った行為
だけが重要なのです。 

私は本当にいつもあなたとともにあり、創造のすべての存在にいます。しかし、わが愛のために、わが身を制限し、わ
が身に近づき、わが身を感覚的に知覚できるようにする必要があったとき、私は常にそうしてきた--

シナイでのようにわが声を人間的に聞かせることによっても、預言者の口を通して話すことによっても、また、その後、私
が人間となったとき、第二時代にわが「言葉」を受肉させて生きた言葉、奇跡となり、人間の血を持ち、あらゆる人間の最
も物質的な目にさえ見え、知覚できるようにしてくれたのです。ちょうど今、その第三の時に、私はあなた方の中から、異
なる年齢、異なる国籍、社会の階級の男女を選び、ある者、ある者、すべての者を通して同じ言葉、同じ意味、同じ啓示、
同じ証しを与える。 

51 しかし、本当にあなたがたに言います。いつもイライジャは以前から人間がこの星に住む前に、イライジャはこの
星に霊的な雰囲気を与え、あなたの家のあらゆる場所を霊的なエッセンスで満たし、この星を地上の楽園だけでなく魂の聖
域に変え、人間が自然の前に頭を下げて崇拝するだけでなく、自然を通して自分の神の存在を発見するためにやってきたの
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です。あなたが到着する前から、イライジャはそこにいた。なぜ？なぜなら、父は最初の住民から最後の住民に至るまで、
その声を知らせるために来なければならなかったからです。 

そして本当に、最初の者たちは私の声を聞いた。たとえ彼らが私の栄光のすべてを見ず、私の神聖な霊をどんな姿でも見な
かったとしても、彼らは私が霊であることを知っており、私のプレゼンスを感じたのだ。彼らは、私が存在すること、私が
話すこと、私が彼らの父であること、私が彼らを見つめ、彼らを裁くこと、私がすべての善を捧げ、すべての悪について彼
らを苦しめ、叱責することを知っていました。 

52 しかし、あなたがたがエリアスの存在をあかしするために、わたしは彼を第一時代に送って受肉させ、彼自身と彼
の父についてあかしするようにしたのだ。科学者でありながら自然の力を手にした男、人間でありながら自然の力を手にし
た男、人類を驚かせ、その現れや作品、言葉によって人々 を驚かせた並外れた魂の一人だった。人間でありながら、死を克
服し、死を凌駕することができた人、召喚によって自然の力を呼び起こし、人類の不信と物質主義を驚かせた人、魔術師で
ありながら、実体のない魂に対する真の力を持ち、そのことを周囲に大きく証明した人、などだ。 

53 エリヤは預言者として現れ、すぐに成就する預言をし、それを聞いた同じ証人が成就を見、また長い間与えられた
預言を新しい世代が目撃した。また、主のしもべたちを守って、義の手によって異邦人を訪れた。また、目に見えない神を
信じ、神を崇拝する人々 の善良な信仰を強め、異教徒の国々 の物質主義、迷信、異教を罰した。私は彼の仲介によって自ら
を現し、彼の口を通して人々 に語りかけた。わたしは彼の右腕にわたしの力を込め、あなたがたに、エリヤ自身が死を免れ
、真の生命にあることの証人となるように、彼を帰らせた。 

54 メシアの前に現れて道を整え、人々 を深い眠りから覚まし、毎日毎日、世代から世代へ、親から子へ、愛情を込め
て師であるメシアの到来を待っている人々 の希望をよみがえらせる必要があった。私はエリヤを真理と霊において、道化師
であるバプテスマの中に、 ── "備えよ、悔い改めよ、祈れ、天の国は近い" 

と告げた者の中に、出現させたのだ。そして、バプテストの予言を信じたイスラエルの民は、その言葉に恐れを感じ、断食
して祈り、魂と心を清め、その中に、師の国という良き知らせの到来が迫っていることを感じたのである。 

55 私はバプテスマの生涯を並外れたものにした、彼が人になる前から、母の胎内に生まれる前から、したがって幼年
期と青年期、そして最後の瞬間でさえも、彼の存在が、鐘が眠っている者を目覚めさせるように、あなた方を目覚めさせる
ように、羊飼いが群れをまとめるようにあなた方をまとめ、川のほとりに導き、あなたを清め、象徴としてあなた方の体を
洗わせるようにした。羊飼いがその群れをまとめるように、あなた方をひとつにするために、眠っているあなた方を川のほ
とりに導き、身を清め、魂を清める象徴として体を洗い、そうして初めて、主との交わりを得ることができる。 

56 エリヤは従順で謙虚なしもべのようにすべてを準備する使命を果たした後、そのことを主の手に委ねて言った。"

父よ、ここに群衆がいます、ここに霊の群衆がいます、あなたの手に委ねます、そこは安全です、確かなハードルはあなた
自身の父の心ですから"。 

57 私は第三の時代にエリヤを帰還させたが、マスターである私はその第二の時代に彼を告げた、「本当に、エリヤは
あなた方の間にいたのに、あなた方は彼を認めなかった。私はこの世に戻るが、まことにあなたがたに告ぐ、私の前にはエ
リアスがいるであろう。" 

マスターの言葉はすべて真実となるので、エリヤは第三の時代に私の前に現れ、魂を目覚めさせ、聖霊の時がその門を
開けていることを疑わせ、すべての魂に目を開けさせ、第二の時代の敷居を越えて第三の時代へ向かう準備をするようにと
告げた。この第三の時代にエリヤの顕現をより具体的にするために、義人を通して顕現させたのです。ロケ・ロハス 

58 エリアスはこの男をあの世から霊的に啓発し、彼を鼓舞し、強め、初めから終わりまですべての道において彼を導
いた。しかし、本当に言っておくが、人の中からロケ・ロハスを選んだのは彼ではない。私は彼を選び、私の慈悲によって
準備された彼の魂を送った。わたしは彼に、同じくわたしが用意した体を与えた。彼が謙遜であったこと、その謙遜と徳に
よって、父が偉大なわざをなさったことを、あなたがたは知っている。彼は、預言者であり、声を伝える者であり、予見者
であり、指導者であった。その中でも、彼は民衆に輝かしい模範を残した。 

モーセが砂漠でそうであったように、彼は自分の民から嘲笑され、あざけられ、預言者エリヤのように迫害され、山の
頂上に退いて祈り、民のために立ち上がらなければならなかった。 

師匠と同じように、祭司や律法学者から嘲笑され、非難されたのである。師匠と同じように、彼を信じ、追いかけ、取
り囲んだのはごくわずかな者たちだった。その手は癒しの力を発し、奇跡を起こし、ある者は信仰を呼び起こし、ある者は
混乱を引き起こした。ある人は、彼の口から予言の言葉が発せられ、それが忠実に実現された。彼の口からは、心の病んだ
人に慰めに満ちた助言がなされた。 

彼の心は、偉大なインスピレーションを吸収することができ、義人、使徒、預言者のような歓喜に陥ることができまし
た。彼の精神は、この世と肉体を離れて霊界に入り、謙虚に主の秘宝の扉に到達することができたのである。この昇天によ
って、エリヤの霊は、師の光線が来る前に最初の証人たちにその存在を知らしめたのである。 

59 それはエリヤの光であり、彼を準備させ、啓発し、その場にいる人々 に対して明確さを与え、「私は預言者エリヤ
、タボル山で変容した者です」と証し、言ったのです。 
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彼は、裁き、割り当て、死について語り、その場にいた人々 は本当に震撼させられ、その震撼は主に対する信仰、信頼
、献身からくるものでした。 

しかし、エリヤは、第三の時代に父の臨在が入るように、この新しい顕現の道を準備した後、主が人間の仲介によって
この世界に来られるように、この道を準備した後、聖霊の言葉を注意して聞くように、人間の聴覚、心、全存在を準備した
のである。 

エリヤは、眠っている者を目覚めさせ、汚れている者を清め、冷えている者を御霊の火で包み、すべての魂を真理の道
へと導く道、道、道を築くために、人類の中に霊的に存在し続けました。エリヤはこの民の間だけでなく、その精神は全人
類を包含して闘うからだ。 

ロケ・ロハスを通じて自分の存在を知らしめたとき、「第三の時間」の門が世界に開かれたのだ。144,000人の霊が徐
に々受肉していく時期だからです。 

60 ロケ・ロハスは、最初にマークされた。私は霊から霊へと語りかけ、彼に言った。『本当に、大勢の人々 が私の言
葉の周りに集まってきて、気分を晴れやかにするだろう。しかし、彼らはまだ未熟なので、私は声の主たちを通して、わが
言葉とわが業を明らかにしなければならない。彼らは144,000人に属するということを認識させるために、彼らの額に三
角形の印をつけなければならない。彼らは、この時代に人類の間で困難で大きな使命を果たすために、私がすでに別の預言
者を通して第二紀に発表した者たちに属するのだ--救済、霊化、昇格の使命。 

61 ロケ・ロハスを通して、あなた方が第六の封印の時代にいること、その第六章、第六部分で本が開かれることを理
解させた。7つの封印を持つその本は、人類の存在を予期した歴史であり、神だけが人類の歴史を経験する前に書き記すこ
とができたからである。その手とは、子羊の手、つまり神ご自身の手であり、第二の時代における神の教えと犠牲の死を通
して、あなた方が知ることになった方である。彼だけが、その本を開くのにふさわしい人だったのです。地上にも、天上に
も、創造の空間にも、どの世界にも、その本を開いて魂にその内容を明かすにふさわしい霊はいなかったからだ。 

62 私はこの啓示を通して、あなた方が第六の封印に属していることを告げました。しかし、あなたは前の5つにも属
し、永遠に入るまで7つ目を通過しなければなりません。 

63 七つの封印はあなたの人生であり、あなたの歴史であり、あなたの闘争であり、あなたの勝利と敗北であり、あな
たの苦しみであり、戦いであり、最後にあなたの主の右の手、主のすぐそばで栄光と賛美と霊的祝宴に満ちた贖罪なのです
。しかし、私の民の間には混乱があり、これらの混乱の後、私の声楽家の中に真の覚悟が見いだせなかったので、主人であ
る私が聖霊として、あなた方をこれらの中から解放することができる。 

64 エリヤは七つの封印を解いたのでもなく、あなたの国に植え付けたのでもない。ロケ・ロハスは「7つの封印」を
解かなかった。七つの封印の書......私自身が解いたのだ。神だけが、ご自分の子供たちに、ご自分の秘密というものを明ら
かにすることができるのです。聖霊は、私の預言者たちや使徒たちを通して、あなたがたに偉大な教訓を明らかにされまし
た。しかし、あなたの主だけが、あなたが主の内面を観想するために心を開くことができる方なのです。預言者たちは比喩
的にあなたがたに語りかけましたが、父はあなたがたに預言の実現と成就をもたらしました。 

65 そうすれば、あなた方がそこに存在する以前の悪を打ち負かすことができ、あなた方が常に良いインスピレーショ
ンを受けられるように、あなた方の祈りと徳によって、常に光の霊的世界の良い放射を引き寄せることができるようになり
ます」 

「あなた方の夢の中でそうなるように。誘惑の網にはまってはならない。誘惑の網は、快楽と一時的な富、偽りの光、学問
、名誉に満ちた悪の道を常に約束し、それは今日であって明日ではない、しかし大きな苦渋を残すものだ。 

66 あなたにはいつも羊飼いがいて、あなたのために道を整え、いつもあなたについてきてくれた。そして、あなたが
私に、「マスター、この最後の時代には、あなたの道をたどるための偉大な模範が欠けています」と言うと、マスターはあ
なたに、「ロケ・ロハスを良い模範として連れて行きなさい！」と答えます。彼はエリヤの姿であり、羊飼いとしてあなた
たちを見守り、その生涯をわが奉仕に捧げ、彼の中には純粋さと高揚と愛があった、なぜなら彼は高い彼方からの良き使者
として私が与えた使命に忠実であり続けたからである。 

67 ロケ・ロハスは、法律を発布したわけでもなく、人類に与えたわけでもない。彼はただ父の口添え人であり、彼の
知性と唇を通して、父の律法が言葉となって人の心に届くようにしたのです。彼は声の担い手として、私の腕の中に自らを
委ねることができた。彼は、エリヤが彼の仲介を通して語り、第三の時代に主の食卓に座った最初の参加者に、最初のパン
、最初のワイン滴、最初の食物を与えることによって、私の中で自らを鼓舞し歓喜させることができたのだ。 

ガイドとして、狂信や偶像崇拝に陥らないように気をつけながら、つまずかないように真理の道を導いてくれた ── 

スピリチュアリズムと、「霊」について語るが物質的な科学とを混同しないように気をつけながら ── 

すべての私の子供たちに ── 宗派や教会ではなく ── 慈悲の実践を教え、純粋な言葉を与えてくれた。 

彼は先見者として私を見ることができ、彼の話を聞いた人々 が信仰を深めるように忠実な証言をすることができ、彼の
証言は常に真実であった。 

68 でも、ロケ・ロハスのあとには、完璧なモデルでなくても、心の中に種を残してくれるようなロールモデルがいま
すよね。先に行く兄たちの良い見本に刺激を受けてください。しかし、完璧な裁判官の厳しい判断でそれらを判断してはな
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らない。そうすれば、あなたが求める完璧さを彼らの中に見出すことはできないからだ。しかし、もしあなたが兄弟姉妹の
中に誠実さを探すなら、あなたはそれを見つけることができるでしょう。 

69 あなたの兄弟姉妹の中に発見される美徳は、原子、粒子に過ぎません。しかし、それでも何かある。それは、私が
弟子たちの心に蒔く種だからだ。あなた方は皆そうなのだから。しかし、もしあなたが完全なものを見つけたいのなら、私
の言葉の中にそれを求めなさい。わたしのことばの中に主がおられ、誇りを持たずに語っておられるからである。 

70 1866年から続けてきた私の示現は、今、間もなく終わろうとしています。しかし、主がもはや人の心を通して語
らなくなったとき、私とあなたにとってこの顕現が終わったとき、エリヤは何をするのでしょうか？ 

71 人間の代理人を通して私を得た後、あなた方は霊と霊の間で私を得ることになると、私はすでに言っている。出発
の翌日には聖体拝領が完了するのでしょうか？イスラエルの人々 は、私の出発の後の最初の日から、私の神霊との偉大な霊
感と完全な交わりを持つようになるのだろうか。すでに、私はあなたに言っている。いいえ。私はすでに、この発言の中で
、瞑想と準備の時間をお知らせし、命じています。その瞑想と準備の時に、エリヤがあなた方と一緒にいることを、私は前
もって確信を持って指摘しておくが、それは霊的なものである。先見者の霊視が証言し、あなた方の心は彼の存在、彼の誠
意、彼の予言と激励を感じることでしょう。 

72 私の民が準備できたら、マスターは「雲」に乗って、その霊的で普遍的な雲に乗って、本当に準備のできたすべて
の人と会話し、そうでない人の装備を助け、これらの教えから遠ざかっている人を目覚めさせるためにやってくるでしょう
。そうすれば、私はあなた方だけでなく、この悟りを開いた人々 にもアクセスできるようになり、私のスピリチュアルな対
話のための開かれた扉を見つけることができるようになるのです。本当に、世界中の人々 が私を待っているのです。 

しかし、それは忠実な者、多くの苦しみを受けて改心した不動の者、そして準備を怠らない者たちである──そこで彼
らは私を待っているのだ」。私は彼らを見て、彼らを失望させないようにします。私は、霊と真理をもって彼らとともにい
る。 

73 世界中に先見者、預言者が現れ、霊から霊へと自分たちの存在を知らしめるでしょう。年齢も国籍も異なる男女が
、素晴らしいインスピレーションを語ってくれることでしょう。人々 よ、この時はすでに近づいている。だから、わたしは
あなたがたを目覚めさせ、あなたがたを訓練し、指導して、誘惑に陥らず、混乱に陥らないようにするのだ。これからの時
代、この人類の間に大きな異変が起こるからだ。 

74 私の王国であるスピリチュアライゼーションは、北から吹いてくる風がすべてをなぎ倒し、すべての木を曲げ、す
べての森を震わせ、すべての生き物の扉を叩き、顔をなぶるように、大きく近づいてきています。同じように、スピリチュ
アリズムも光と愛の嵐としてやってきて、すべてを一掃し、破滅させるでしょう」。しかし、それは人間の心、すべての機
関の心、すべての国、すべての民族の懐で行われるものである。それは私の王国、聖霊の支配、霊的高揚の支配、平和の支
配、愛の支配です。 

75 本当に、その時、人類が、人から人へ、心から心へ、目覚め、神殿、聖域、聖霊の真の教会に入るのを見るでしょ
う。それは普遍的な仕事であり、神の法、正義と愛の法なのです。しかし、人々 はスピリチュアリズムに惑わされているこ
とがわかるでしょう--それを求めても、追い求めても、それを見つけたことを喜んでも、です。 

人は精神的な混乱に陥り、大きな狂信に陥るのを見るだろう。ある教義が本当に人の心に根付くためには、まず狂信的
な人間の偶像崇拝の牧場のようでなければならないからである。 

第三の時代には、人々 の精神的な狂信が非常に大きくなります。彼らは、精神的なものだけに完全に身を捧げるために
、公的な生活そのものを無視し、自分の身体を無視し、多くの地上の法律を無視するほどの力でそれに身を捧げたいと思う
だろう--

考え、夢を見、生き、魂の存在のためにだけ地上のものを忘れるために。しかしその時、精神的な正義の原理を持つ物質に
内在する法則そのものが、彼らを目覚めさせ、悩まし、叱り、正すという作業に専念することになるのです。 

76 あなた方もこの仕事の弟子として、14万4000人のしるしある者として、時代を超えて父から教えられた霊的イス
ラエルとして、知恵の偉大な霊的書物を携えて、平和と統一と善意の基準を携えて、義の武器を携えて、啓示と預言と直観
と解釈と私の言葉の研究の賜物を携えて出発し、人類に「これは父の仕事だ！」と言う大任があるはずである。これこそが
真のスピリチュアリズムであり、正しい実践の仕方なのですこれこそ、聖霊としての父が教えられた礼拝、奉仕なのです！
" 

77 そこには、果てしない畑があり、仕事が待っている。そこでは、昼には夜がなく、仕事には疲労がなく、戦いには
死がないのです。あなたの魂のための饗宴、愛と救済の饗宴、戦いの饗宴があるのだ! 

あなたの仕事が大きければ大きいほど、あなたの喜びも大きくなる。そして、あなたが主の忠実な者に属していたこと
の最高の証として、使命を果たしたという収穫を魂に抱いて、この世からあの世に行くのだ」--

平和と愛をまくためだけにこの世に来た魂たちへ。 

ハイ・ビヨンドから、この世界の苦悩を見ることができる。そこから、光と愛の種があらゆるところに浸透し、あらゆ
るものが変容するのを見、人類のあらゆる原理が根底から揺さぶられるのを見、謙虚に従順に父の命令を待ち、父の意志の
ままに、この世に戻って来るのです。 



U 345 

47 

自分の仕事を終えていない者、自分の仕事を終えていない者は、もう一度来なければならないし、他の者は他の世界、
他の魂の組合の懐に行かなければならないのです。しかし、このことで悲しんではいけない。神の懐で永遠の休息を得よう
と考えてはいけない。 

78 あなたの「肉」は弱いからこそ、休もうと思うのです。なぜなら、魂にとって最高の報酬は活動、仕事、闘争であ
り、決して休まず、眠らず、疲れを知らない神を模範として、その父を讃えるからである。完全に発達した魂には、夜も、
飢えも、渇きも、疲れることはない。 

79 それは死があなたの魂を高次の彼方に目覚めさせるのに十分であり、すでにそれは混乱する代わりに、その瞬間か
らすべてを理解し、私に言う：「わが父よ、今日私の翼は無限を取り込むために開き、今日私はあなたが常に与えてくれた
光を通してすべてを理解することができます。私の任務、使命を示せ」。今日、取るに足らないと感じているあなた方が、
他の世界に行って、偉大な魂として、預言者として、宇宙の美しい作品に触発されたマスターとして、そこに現れるかどう
かを知らないのですか。 

80 あなたがたは知らないが、父なる神は、あなたがたの一日の仕事が死によって終わるのではないこと、あなたがた
の道が私のもとに霊的に到着しても終わるのではないこと、あなたがたの前にはまだ見るべきこと、経験すべきこと、学ぶ
べきこと、またなすべきことがたくさんあるとよく教えておられるのだ。 

81 あなたはこの地上において、人間の知性を通してこの私の言葉を聞いています。そして、あなたよりも高いレベル
の生命では、同じように、他のさらに高いレベルの生命の住人である霊たちも、そこでくつろいでいるように、この言葉を
聞いているのです。なぜなら、父が光の精霊たちと「第三の時間」に行うこの「コンサート」は、普遍的なものだからです
。 

私の光線は普遍的であり、私の言葉と（そこに含まれる）私の霊的本質も普遍的であり、霊が到達した最高のレベルに
おいてさえ、彼らは私の声を聞くのです。あなた方は現在、この顕現において、人間を通してという最も不完全な方法で私
の声を聞いています。 

82 そのため、私は今、より高い宣言のためにあなた方を準備しています。あなた方が霊的な世界に入り、この地上を
完全に去ったとき、新しい人生の段階と一体となって、父なる神があなた方の霊とともに行う「コンサート」を聞くことが
できるようにするためです。 

今日、あなたはまだ物質の中にいて、この言葉で心と精神をリフレッシュしています。そして、地上であなたに属して
いた存在、あなたがまだ父、配偶者、妻、兄弟、子供、親戚、友人と呼ぶ人々 は、人生の別のステージにいて同じ言葉を聞
いています。しかし、彼らにとっては、同じ幸福、同じリフレッシュ、同じ励まし、同じパンを楽しんでいてもその意味、
本質は別のものなのです。 

83 このコンサートは素晴らしいものではありませんか？あなたの魂は、ここで霊的な栄養として受け取っているもの
が、他の世界の身体で の喜びと霊的な生活の理由にもなっていると考えて、喜びを感じないのですか」 

「他の世界には、あなたが愛する存在--あなたが知っている存在で、霊性によってあなた 

からとても近く、同時にとても遠い存在--が住んでいます。 

84 わが弟子たちよ、私はこのようにして、光に満ちたあなた方を準備する。このようにして私はあなた方を慰め、わ
が仕事があなた方に明らかにする無限の地平を見させるのである。 

しかし、私の教えを御言葉だけでなく、作品を通して持ってきてください。あなた方には、私の教えを実践することに
完全に専念していただき、それによって「この世のものをこの世に、神のものを神に与える術を知る」良き霊能者になって
いただきたいからです。あなたの身体に与えられるべきものは、正義と慈悲と愛をもって与えられるべきであり、あなたの
魂に与えられるべきものは、同様に愛と慈悲をもって与えられるべきである。あなた方には、地上の義務のための時間があ
り、また、霊的な行動様式やそれを展開するための霊的な訓練のための時間があります。 

85 このようにして、狂信、偶像崇拝、唯物論、さらには迷信のあらゆる兆候は、あなたの魂から落ち、あなたの心か
ら取り除かれ、この純粋さ、この誠実さ、この単純さと高揚をもってスピリチュアリズムを実践することによって、第三の
時代に父があなたに期待する礼拝がどうあるべきかの真の手本を人類に示すことになるのです。 

86 あなた方が弟子であるだけでなく、この仕事のマスターになるように、癒しの力に満ち、賜物を浴びるように、強
くなりなさい。私があなた方ひとりひとりの心の中に置いた目に見えない箱舟の中で、これらの力をすべて自分の胸に発見
してください。 

87 あなたがたは自分の中に入り、そこに聖所、契約の箱を見いだすであろう。あなたは、恵みと祝福の泉を発見する
ことでしょう。 

無力な魂は存在しないし、相続放棄されることもない。私の神の慈悲に鑑みれば、全宇宙の中で、自分を父に捨てられ
た貧しい者と呼べる者は一人もおらず、自分を主の国から追放された者と呼べる者もいない。 

相続権を失ったと感じる人は、恵みの賜物を自分の中に見出していないため、あるいは罪の中で道に迷っているだけで
、目がくらんでいるため、あるいは自分には価値がないと感じているため、そう感じるのです。 
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そうすれば、あなた方は決して私の存在を欠くことはなく、「パン」「癒しのバーム」「武器」「鍵」など、あなた方
が必要とするすべてのものが自分の中にあることを経験することができるのです。 

88 これは、この恵みの日に、あなたがたの良心に書き記すわが言葉である。 

89 人々 よ、見守り、祈りなさい。回復の種、贖罪の種があなた方と人類の間で非常に近くにあるように、霰がまいて
いる種も、私の愛する子供たちの心の中で大いに発芽しているからです！」。 

90 見よ、祈れ、鎌が近づいている!鎌は人の手にあるのではない、私の手にあるのだ」。 

91 人の手が破壊、死、戦争をもたらすことは認めるが、ある限度までとする。この限界を超えると、人間の不正、堕
落、妄想、権力への邁進は行き場を失います。 

そのとき、わたしの鎌が来て、わたしの意志で決めたものを知恵で断ち切る。私の鎌は命であり、愛であり、真の正義
であるからだ。しかし、皆さん、見ていてください、祈っていてください 

92 そうして、あなたの祈りの力の中で、私は許す理由も見つけたのです。あなたの執り成しによって、私の正義を差
し控えるよう、私の心が動かされるのを感じるでしょう。あなたがたの願いの中に、私は、泣く者にもたらすバームを見い
だすであろう。あなたの魂の高揚の中に、私もまた、人が成し遂げる破壊を止める理由を見いだすでしょう。 

93 だから、イスラエルよ、執り成し、祈り、赦し、愛してほしい。 

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 346 
1 あなたの心を滑らかにし、あなたの霊に私の平和を感じさせるために、私は私の言葉をあなたに与える。 

2 私は光であり、命である。私のもとに来る者は、この恵みを受けるのだ。あなた方が霊的な財を失い、自由意志に
よって物質的な傾向を養い、それによって自分自身に苦痛をもたらすとき、私は父として苦しみます。あなたが苦しみ、泣
くとき、それはあなた自身の不品行のためである。しかし、私はあなたから闇を取り除き、茨と岩の道を清める。そうすれ
ば、あなたは私の道を求め、過去を忘れ、未来だけを見つめることができるようになる。 

3 私はいつもあなたと共にあり、良き助言者、忠実な仲間として、あなたが誘惑に陥らないように、あなたの良心を
通して語りかける。 

4 あなたは、父が手入れをした植物のようなものです。良い庭師として、私はあなた方の中にいて、イラクサを引き
抜き、かじる虫を取り除くのです。私はあなたの魂が私と調和するように育んでいる。 

5 あなた方は漂流者であり、荒波にもまれないようにと、私が救命艇を示したのだ。ペテロに言ったように水の上を
歩きなさい。しかし、ペテロが言ったように「先生、助けてください、沈んでしまいます」と私に言ってはならない。信仰
が愛と一緒になって一つの力を形成すれば、あなたの魂に大きな力を経験し、あなたの父の力があなたを支えるので、あな
たの体さえも水の上を歩くことができるようになります。ただし、決して主を立てるつもりはないこと。 

6 自分のわざで父を喜ばせる者は幸いである。私は彼が与えたものの何倍ものものを与えることによって、黙って彼
に償うのである。 

7 困っている人、目の見えない人、混乱している人の数は多い。しかし、父である私は、私の慈悲を彼らに授けるた
めに、彼らに近づく。 

8 この顕現は1950年まであなた方とともにあり、あなた方の心の中に書き残されるでしょう。しかし、その時が来
るまで、私はあなたが私に近づくことができるように導きます。私があなたがたに教えたのは、第三の時が来て、その中で
あなたがたの魂を目覚めさせる天のトランペットの声を聞いたからです。 

あなた方の中には、「父よ、なぜ私は再びこの世に生を受けたのでしょうか」と私に尋ねた人がいます。そして、父は
あなたに答えます。あなたの魂が失われた純粋さを取り戻せるように。しかし、本当にあなたがたに言う。償いをした者は
幸いである。その者はわが王国に入り、清められ、使命を果たしたことになるからである。 

9 あなた方はイスラエルの選ばれし民の一部であり、わたしは明日、あなた方が教師として、人類の指導者として出
発できるよう、光の衣を授けた。今この時、わたしはすべてのわが子を呼び集め、わたしと共にあり、わたしを愛する者は
みな、戦いに、仕事に出る。 

10 誘惑はまだあなたがたを取り囲んでいるが、私が告げたように、誘惑が縛られる時が来るので、あなたがたの道に
は、ただ光だけが導かれることになる。 

11 あなた方は今、自らを清め、過去を清算するための闘争と作業の時期にある。私が相続を委ねたのは、あなたがた
の「肉」ではなく、私から出たあなたがたの「魂」なのだから。 

12 私は魂を浄化し、清めなければならない。そうすれば、魂は私のもとに戻り、永遠に私の神聖な霊と融合し、私の
天の王国を享受することができる。 

13 愛する子供たち、少数で来たあなたたち、本当に私はあなたたちに言う：私の鋭い視線は、今が私のプレゼンスの
時であると彼らの精神で感じている私の選ばれた者たちを至る所で発見している。彼らはあなた方のように私の言葉を聞い
たわけではありませんが、彼らの霊には、私が再び人類の間にいること、私が「雲に乗って」霊的にやってきたことを告げ
る声が聞こえます。ある者には霊の目で、ある者には直感の力で、残りの者にはわが愛を強く感じさせ、わが霊の存在を感
じ取れるようにしよう。 

14 私は今、人々 の心の扉を叩いています。ある者は覚悟の上で会い、ある者は様々 な宗派や宗教に留まり、短期間迷
走したために眠ったままである。しかし、わが大鐘が彼らに呼びかける時が来た。そうすれば、彼らは皆、わがもとに来て
、魂の復活を受け、団結してわが地上の平和を感じ、約束の地に到達することができる。 

パラブル 

15 徳と力に満ちた大王が高い玉座に座り、その勢力圏で大群衆が何百万、何千万という生き物を取り囲んでいたので
ある。しかし、これらの群衆は誰も支配者に近づくことができず、遠くから見るだけであった。しかし、心の中では、もっ
と近づきたい、もっと近くにいたいと思っていた。 

突然、扉が開き、そこには血を流した子羊が現れ、「ここに光あり、ここに入ろうとするすべての人のために開かれた
扉あり、心に美徳を持つすべての人のために」と書かれたキャプションがあったのです。来てください、近くに来てくださ
い！" 
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輝く光が見えたので、群衆は歓喜に満ちてその扉に向かって行った。何人かは到着してその建物に入りました。しかし
、途中で茨の垣根にぶつかって進めなくなり、全員がたどり着けたわけではありません。また、大きな壁にぶつかり、その
扉から入ることができない人もいます。 

     

しかし、その支配者、全能の主は、高みから群衆を見下ろして言った。「入れ、入れ。小羊がその最も清い血を流して、あ
なた方が私の国に入る道を示したからだ」。 

16 祝福された子供たち：私の崇高な愛によって、私はあなたたちの魂に自由を与え、罪の鎖から解放した。私の最も
尊い血によって、私はあなたの魂が報酬を得る機会を与え、私の王国に到達するまで上昇するようにした。  

譬え話終了 

17 皆さん、私を理解していますか？その支配者は、あなたの永遠の父、大いなるエホバです。開く扉は、あなたの主
人であるイエス、あなたを救うためにこの世に生まれ、最後の一滴まで血を流してあなたの魂に光と復活を与えた犠牲の子
羊なのです。 

18 あなたが償いをし、罪と世の中のあらゆる傾きから離れ、私が両手を広げて待っている山を一歩一歩登っていける
ように、今この時、私はあなたに再び肉体の覆いを託したのである。 

19 私は、あなた方が罪から逃れ、誘惑を拒むことができるように、祈りによって自らを高める方法を教えました。と
書かれているからです。もう魂の死はない。私は道であり、命である。「死よ、あなたの力はどこにあるのか」と思い知ら
せる時が来る。墓よ、汝の勝利はどこにあるのか。なぜなら、本当は罪が死の原因であり、私はこの時代、わが聖霊の光に
よって罪をなくしているのだから。 

20 あなたが人類に少しずつ蒔いていることの収穫を見る時が来るでしょう。あなたがたの手に道具を託して、畑を耕
し、その良い実りで人類を養うようにしたのです。 

21 私はみことばの繊細なノミであなたの心を鍛え、聖霊の光であなたを啓発する。私は最高の教師であり、あなた方
に教えを与え、あなた方を許し、真実の道へと導くために来たのです。また、最高の医師として、あなた方の魂のハンセン
病を癒し、その痛みから解放するためにあなた方の中にいるのです。 

22 あなたが愛と純粋さを心に抱き、誘惑が近づいてきても、それはあなたの中に入り込む余地がないように、私の教
えをあなたに与える。 

23 祝福された人々 ：苦しみの杯を空にするように、戦争のある世界を考えてみてください。しかし、私があなた方に
伝えたことは、すべて偶然の産物ではないのです。あなたがたは、才能ある人々 である。あなたがたは、わが言葉を備えて
、それを世に示すことができるように、これがわが意志である。 

24 イスラエルの選ばれし民よ、あなたがたはわが道具である。あなたがたの手に、わが力とわが光を委ね、人類の暗
黒を払拭するようにした。 

25 あなたの従順と使命の遂行を通じて、あなたは霊的に変容し、霊的なホストと一体化したことを感じるでしょう。
そうすれば、その高い彼方で私のしもべとなり続け、二度と私から離れることはないでしょう。 

26 私は、この時間をあなた方の準備のために託した。あなた方が自分を新たにし、一歩一歩山を登っていくように。 

27 まことに、私の愛と聖霊の光は、全人類に注がれているのです。しかし、私の使徒ヨハネが第二紀で見たように、
戦争は国々 を驚かせました。私はこの苦しみをあなたのために用意したのだろうか？私は死なのか？いや、わが子たちよ、
私は生命であり、生命はわが子たち全てに与えられている。 

28 私は、あなたの魂に託したすべての輪廻転生において、常に真の人生への呼びかけを行ってきました。しかし、こ
の光は、イスラエルの選ばれし民であるあなた方だけのものではなく、あなた方は全人類の代表なのです。 

29 私はあなたの霊に語りかけ、あなたの心の扉をたたき、良心を通して私自身を感じさせ、あなたの霊に重くのしか
かる責任を認識させる。 

30 私はあなた方のために一つの道を示した。私は一つの神であり、一つの法であり、魂が私の意志を行うことができ
るように、いつでも一つの同じ教義を伝えたからである。 

31 愛ある言葉で、あなたが使命を果たせなかったことを知らせます。なぜなら、人類が道を踏み外し、その無明と唯
物論の中で、人間によって導かれることを許したため、まるで魂に暗い包帯を巻き、わが恩寵を奪ってしまったかのように
見えるからである。 

32 我が民よ、人類がいかに多くの過ちに陥っているかを思い知るがよい。その無知によって、物質主義の中で私を求
め、その心は偽りの神々 を崇拝しているのです。それゆえ、彼女は霊的に私のプレゼンスを感じていないのです。わが子た
ちは美しい言葉に喜び、自分が光と真実の道を歩いていると信じていますが、この時、わが霊が無限から光を送る救いの星
であることを認識していないのです。 
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33 あなたがたをこの世から選び、あなたがたは無学で取るに足りないが、あなたがたの仲介によってわが言葉を表し
、聖霊の光によってわが真理をこの世に説明し、この人類がもはや誤りに陥ることがないようにし、その霊が恵みの生命を
持ち、その心に私を感じ、霊化するようにしたのである。 

34 そして、同胞を破滅から救い、悪に満ちた海から難破した人々 を救い、誘惑の奴隷を解放するために出発するので
ある。 

35 三度目の正直では、私の羊がすべてハードルに戻るように、すべての人に等しく呼びかけを行わせる。 

36 私は、魂を暗闇から救い出し、眠りから覚ます。私はあなた方を創造し、あなた方をとても愛している。第二の時
代には、人類への愛のために、あなた方の救いのために私の血を流したのだ。 

37 私は、あなた方が自らを整え、私の神聖なる大義の兵士となるように、多くの霊的利益を示しました。私は、あな
た方が私の意志を理解できるように、啓示という形で、また直感を通して、私のメッセージをあなた方に託したのです。 

38 愛するイスラエルよ、私はあなたに、偽りのイエスに近づくために悪い口寄せが起こり、その物質的な努力の中で
彼らは欺き、自分を通して主人が話すと言う時が来ることを告げました。そこには、偽りの「指導者」や偽りの「預言者」
、偽りの「兵士」が現れ、その言葉と物質的な願望で、あなたを光と真理の道から迷わせようとします。 

39 私は警告した。私が毎年言っていることを忘れないでください。愛する人々 よ、心の準備をしなさい、わが現存を
利用し、わが言葉を心に蓄えなさい、そうすれば明日、それがあなたの励みとなり、このように時があなたを準備不足で襲
うことはない。 

40 私はあなた方に最後の3年間を託しました。それは、あなた方が自らを奮い立たせ、声を伝える者たちの手本とな
り、あなた方を真の兵士、真の師の弟子として認めることができるよう、準備するためです。しかし、この恵みは多くの人
が我慢し、留意してこなかった。 

人類を見よ。いかに闇に包まれ、狂信と偶像崇拝の中にあり、そのために権力欲、貪欲、自己重要感がその心に目覚め
、高慢になっているか。これらすべては、わが鋭い眼に忌まわしいものである。しかし、おまえは、私が啓発し、おまえの
手をとって、世界に光の道を示すために出発させたのだ。 

41 すでに第二の時代には、私の予言で、これから起こる試練をあなたがたに告げたのです。大地が揺れ、自然の力が
解き放たれ、疫病、嘆き、死が風景を荒廃させ、戦争の知らせが人の心を恐怖で満たすと言ったのです。 

42 私は、人類の前に光として御自身を現す者である」 

「私は、魂に指示を与え、私の力と私の愛を託し、魂が肉体を支配し、後者が私の意志を行うよう にする者である。 

43 私の正義が人類の戦争衝動を止め、人々 は互いに愛し合うようになるでしょう。利己主義も、自己中心的な考えも
、理解不足もなくなります。すべての人は、神の法則に従って自らを律し、創造主の意志に従うでしょう。地上に平和が訪
れ、国同士が争って立ち上がることはなくなる。科学もまた、私を認識するだろう。すべての人が同じ道を歩み、同じ目的
を持ち、この世界には道徳、慈悲、真の調和が存在するようになる。 

44 道を清め、通れるようにするのは、愛する人々 であるあなた方です。大群衆があなたがたのあとを追うからである
。その群衆に、わたしはわたしのことばで装備させよう。 

45 イスラエル、何時になるんだ？人類がわが平和とわが愛を受け、わが神聖なる慈悲によって守られ続けるように、
戦いに立ち上がるのだ。 

46 あなたがたが人間の知性によって私の言葉を知ることができる期間は、非常に短いのです。しかし、ある者はその
知性に従ってこう言うのです。「父は愛であるのだから、どうして私たちを見捨てることができようか。私たちは危険な状
態にあり、主の指示をまだ理解しておらず、主が与えてくれた多くのものをまだ自分の中に蓄積しておらず、私たちはまだ
弱いからです。時の流れという無慈悲なものに私たちを見捨てることのできない愛なる神です。彼は、私たちが彼の律法に
違反しても、叱ることのできない最高の愛です。愛である彼は、もし私たちが彼の至高の意志に背いたとしても、その責任
を問うことはできません。主の言葉は、人が主の掟を満たしていないところからだけ引き出されるのだ--

ある場所では、主の光と言葉が引き出される。しかし、私たちが積極的に活動する場所では、主は私たちとともにいてくだ
さるのです」。 

しかし、マスターはあなたに言います：人間の無理解が私の真の言葉の障害になることを知っていたのです。しかし、
聖霊の神殿では、あらゆる宗派、あらゆる宗教団体の思想が一つになるのです。 

47 長い間、マスターはあなたとともにありました。私はあなた方を準備し、私の光で選ばれた者として印をつけ、あ
なた方が堅実に、従順に生きることができるように、私の平和の口づけを与えたのである。覚悟を決めた者には、父の秘儀
を貫くことが与えられ、私の業が秘密でないことを知ることができる。 

48 この世に見捨てられたと思わないで、私の言葉で日々 あなたにもたらす慈悲と平和と慰めを利用しなさい。明日の
自分を導く方法を知り、私の思いの波動を受け取ってほしいのです。明日、もはや声の主を通して私の声を聞くことができ
なくなったら、私の教えを実践し、私の光を霊的に受け取ることを学ぶことが必要なのだ。私の霊界は、あらゆる霊的顕現
の場であなた方と共にあります。 
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49 もしあなたが準備できていれば、この光と平和のメッセージを人類にもたらすことを妨げる障害や距離はありませ
ん。あなたは同胞のために謙遜と優しさの模範となり、あなたを通して私は彼らに生命と励ましを与えるだろう。私の畑で
働きながら年を重ねた人たちは幸いであり、若いときに世の中の行き過ぎた行為から遠ざかった人たちは、永遠の喜びを味
わうことができる。しかし、この世に報酬を求めず、賞賛されることを期待しないように。これらの虚栄心は、私があなた
の魂に託した恵みを奪うことになるからです。人類の善悪の理想を尊重しなさい。ただ、あなた方が団結し、謙虚になるよ
うに、あなた方の良心を通して私の声を聞きなさい。そうすれば、あなた方自身が人々 の尊敬を受けるに値することを証明
できるでしょう。 

パラブル 

50 ある地方には、困っている人がたくさんいました。しかし、大きな富と財を持つ紳士が彼らを送り、足りないもの
を与える日を示しました。 

その時になって、困窮者がその主のもとにやってきて、"主よ、私たちはあなたの呼びかけに応じて急ぎました。"と告
げました。 

主のまなざしは、困っている人たちの裸や貧しさに、慈しみと憐れみに満ちていたのです。そして、自分が贈る愛の贈
り物を送るために、彼らの家がどこにあるのかを尋ねた。彼らは彼に言った、「主よ、私たちには家も避難所もありません
。闇夜が我々 を驚かせるところ、そこで我々 は休むのだ。" 

そして、それぞれの主は、その富を惜しみなく彼らに与え、「もし、この愛の贈り物がもっと足りなければ、必要なと
きにまた来なさい」と言われました。さあ、行ってらっしゃい" 

51 同じように、孤児の女性や未亡人がその主の前に現れ、その手に愛の贈り物を置かれたのである。若者やおとめた
ちが、安らぎも慰めもなく、嘆き悲しんでいるところに、すべてを見通すあの主が、同じように彼らにその富を与え、その
外套で彼らの裸を覆われました。また、力尽きた老人に、励ましと安らぎと幸福を与えました。 

52 一人ももう一人もその街を去った。しかし、彼らに多くのものを与えた主は、彼らが富の使い方を知っているか、
それとも再び貧困に陥ったかを見るために、再びその群衆に会うことを望まれる日が来た。しかし、その主は、彼らが再び
苦痛を感じているのを見た。 

譬え話終了 

53 主人はあなたに尋ねます 

"誰のことを話したのか？"お前たちは私にこう言った、「先生、私たち自身のことです」。 

54 1950年以降、あなた方がこの形で私の声を聞かなくなったとき、人類の間に大きな試練が訪れるでしょう。しか
し、愛する人々 よ、わが力を、わが愛を、わが慈悲を信頼せよ。あなたは同胞の模範となりなさい。私はあなたの仲介で同
胞を破滅から救うことができるのです。 

55 人類は苦しみの杯を空け、その嘆きは私に届く。しかし、私は愛と慈しみとして、常に人類と共にある。私は父で
すが、人類の嘆きを前にしてどうしたらいいのでしょう。いつでも私の愛を発し、魂を励ましてください。 

56 弱い者は、自分の魂に課題として課せられたことよりも、世間から受けたことに苦しむことになる。あなたをにら
んで、あなたが弱く、私の律法を犯すと見る者は、あなたを冒涜し、私の戒めの成就のなさを示す者でもある。 

57 私は、あなたを迷わせる誘惑が待ち構えていることを、たびたび警告してきました。しかし、あなた方は戦いの中
で不動の兵士となり、試練にも、悪の陰湿さにも弱くならないようにしなければならない。 

58 わが民のうち、わが知恵を真に受けようと覚悟を決めた者は、わずかである。 

59 私は、わが力とわが知恵の証拠を世に示すために、謙虚な者、慎み深い者、知的に無教養な者たちによって、わが
身を知らしめた。 

60 さまざまな理解器官を通して、あなたがたを正し、あなたがたにわが愛、わが光、わが慈愛を与え、あなたがたに
美徳を教え、大勢の聴衆が恵みの生活に立ち上がるように、わが言葉を与えたのだ。 

61 人は私の真理に飢え渇いているのに、その心は憎しみと雑草と悪意を抱き、さまざまな世界観が異なる教えと異な
る律法で人を惑わすことを追求してきたために、妄想を抱いてしまったのである。 

62 愛する人々 よ、あなた方の神との交わりを求めよ。物質的なものにひれ伏し、それらを崇拝してはならない。私は
あなた方にこれを教えなかったし、神秘主義をもたらしたこともない。私はただ、物質主義があなた方の道に立ちはだから
ないように、あなた方の魂に私の光と慈悲を注いだだけである。 

63 もしあなたが見て祈り、学び、研究するならば、1950年が終わるとき、あなたは私から多くのものを受け取るで
しょう。あなた方は進化した魂であり、私の慈悲を多く託すからである。しかし、もし準備不足のために、あなた方が私の
証人になる方法を知らないなら、石が語り、人類の間に私が存在することを証するだろうと、私はあなた方に告げた。 

64 私の言葉の中で、あなたが理解できなかったことを説明し、あなたが私の仕事に持ち込んだ誤りを取り除くことが
できるようにした。もし、あなたがたが、まず自分自身の古い習慣を清めないで、どうして同胞によい手本を示すことがで
きようか。 
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65 私はあなた方を赦し、飾り立てた。後にあなた方が人に同じ恩恵を与えることができるように。私は、あなた方が
戦いに立ち上がり、人間の心に入り込んだ闇と狂信を取り除くために、私の言葉を光の剣として託したのです。これは、悪
い種が大きく増殖したようなもので、そのため人類は真理の道から外れてしまい、魂の完成を目指すことができなくなった
のです。 

66 私は、世界がその誤りを認識し、もはや私が定めた道から外れないようにするために来たのだ。この道には、足か
ら血を流すような棘や石の破片はない。 

67 人は私に試練を与えようと立ち上がり、あなた方が今、大きな試練にさらされていることに気づいていないのです
。なぜなら、世界はその科学と富を誇り、私をその王であり主であると否定しているからです。それゆえ、人は、私が人間
の理解力によってあなたがたに自分自身を知らせたことも否定することになるのです。しかし、こうして私を否定する者は
、愛と慈悲をもってその魂を苦しめられ、目覚めさせ、自分が創造したものははかないものであり、崇高で永遠の生命が私
の中にあることを悟らせるのである。 

68 人々 よ、声の主たちによるわが宣教の最後の瞬間を無駄にしてはならない。わが言葉によって、あらゆる試練に耐
えることができるように、あなた方が人類の妄想と利己主義に対抗する光の武器を持つことができるように準備しているの
だから。 

69 弱いと思ってはいけないし、取るに足らないとも思ってはいけない。わたしはあなたたちに、わたしの慈悲、わた
しの指示、わたしの愛を与え、あなたたちが第三の時代の兵士として立ち上がるようにしたのだから。 

70 人間の心は、わが愛を感じ、わが神名を讃えるだろう。父として、私は誰に対しても、私の慈悲を拒むことはない
。私は盲人の闇を取り除く。わが聖霊の光は世の闇を払い魂を解放するからであり、私が常に救ってきたのはこれらの者た
ちである。 

71 イスラエルよ、あなたが自分自身を精神化したとき、誰があなたを自分の道に引き戻すことができるでしょうか？
その時、あなたの中には矢のようにどんな表情があるのでしょうか。笑顔と心の喜び、そして手を差し伸べて抱きしめてく
れる。それはまるで闘争の報酬のようで、人生の道中で経験するのは苦痛だけではなくなります。 

72 あなた方が光の武器、愛の剣を携え、信仰と希望と慈愛の基準を高く掲げる戦士となるように、私の教えの中でさ
らに多くのことをあなた方に託します。 

73 イスラエルよ、あなたがたにまだ足りないものは何か。 

思想と行動が一致したあなたがたは、自分を高め、自分を新しくし、人類がその不完全さを見ることができる透明な鏡とな
ることだ。 

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 347 
私の平和があなたとともにありますように 

1 この日、私はあなたを迎え、あなたを祝福します。あなたの魂は、あなたの霊の声に耳を傾け、私の教えを受ける
用意がある。わたしはあなたがたの心を読み、あなたがたを愛撫し、わたしの言葉を与えている。これは、あなたがたの人
生の苦しみを癒すバームとなるであろう。 

2 しかし、私はこの時だけあなた方を慰めるのではなく、あなた方を私の弟子にするよう招いているのです。私はあ
なたに言います。あなたの十字架を背負って、私に従いなさい一歩一歩、第二の時代における私の例を思い出してください
。あの時、私が一人前になったのは無駄ではありません。 

3 私の苦しみ、私の言葉、私の至高の戒めは、あなたの魂に書き込まれている。三度にわたって私が書いた本があり
、すべての使者を通して与えた私の言葉があり、証言と行いがある。自分の魂を突き通すことを学べば、自分の中にあるす
べてを見つけることができる。あなた方はもう霊的に幼い子供ではない、道を通り過ぎたのだから、成熟した、集大成の中
にいるのだ。 

第一回、第二回、第三回でわが言葉を聞いた者たちよ、どうしてこのメッセージを疑うことができようか。戻ることを
約束したのだから、私があなたたちの魂に残した知らせをどうやって消すの か。 

しかし、どのような方法かは告げず、ただ私の帰還を物語る時間と出来事を知らせ、印をつけただけだ--

すべて私は予言したのだ。今、私はあなた方に大きな試練があることを告げます。それは、聖霊があなた方の霊に降り立ち
、人類の間で使命を果たしたことを確信させるためです。 

4 今がその時だ!私の告げ口はすべて実現した。霊と真理によって語った人々 の予言は、すべて実現した。 

5 私はここにいて、いつもあなたたちと一緒にいる。この時代、つまり、第二の時代に私が去ってから第三の時代に
私が来るまでの間、私は常に人類に存在していたのです。私の光はいつもあなた方の間で輝いている。私の愛は同じであり
、私の教えと私の模範もまた同じである。 

この時、わたしはわたしのことばを物理的に聞こえるようにし、あなたがたにわたしを理解させようとした。私は、あ
なた方が私の伝達を理解できるように、あなた方の言葉を使った。そして、私はここにいる、人々 よ、両手を広げてあなた
方の間で愛に満ち、父が放蕩息子を迎えるように、私もあなた方を迎えた。 

しかし、私はあなた方を私の弟子とする──あなた方には、私の言葉と顕現のすべての証人となってほしい。私は、あ
なた方の心に、その時代に対応する貴重な書物である『第三紀遺書』を書き残そう。 

6 あなた方は、多くの声の担い手の仲介によって、私の言葉を聞いてきた。その一人一人に、今、私からの使命があ
り、果たすべき重要な役割があるのです。その責任は非常に大きく、この人間の脳を通じた宣教の時間が終わったとき、私
はこの声の担い手の一人一人に説明を求め、彼らは私の言葉、私が彼らの脳に授けた光を言葉に移し、私を愛する人々 に忠
実に伝えるよう、私に答えなければならないだろう--

彼らは私に答えなければならない。しかし、人々 も、受けたすべての言葉について、私に説明しなければならないし、完全
に活動する時が来たら、私はすべての人々 に説明を求めるだろう。 

7 今日、私は父として、また師としてあなたがたのところに来た。イスラエルの民に対する私の裁きはまだ始まって
おらず、私はまだあなたがたに収穫を要求していない。今日、私はまだあなた方に時間を残しているが、主人はあなた方に
こう言っている：行動するために、勉強するために、私の教えを深く理解するために使いなさい、そのためにあなた方は私
を愛し、常に私に従っていくことができる。 

8 私の霊には、あなた方ひとりひとりの居場所がある。この高い報酬を得たら、私のところに来るのだ。それまでは
地上で戦いなさい。その後は、わが意志であなた方を派遣する道で戦いなさい。そうすれば、あなた方は私に使命の遂行を
申し出ることができるのです。私はいつもあなたたちと一緒にいること、私の視線はどこまでもあなたたちを追っているこ
と、私の保護はあなたたち一人ひとりに限りないこと、あなたの痛みは私に気づかれないこと、私はあなたの心の底を読み
取り、あなたの未来を知っていることを忘れないでください。 

9 だから、皆さん、私を愛し、私の教えを学び、私が皆さんに伝えたいこと、皆さんに遺したいことをすべて理解で
きるようにしなさい。父である私は、愛に満ちてあなた方に戒めと命令を与えに来ました。なぜなら、あなた方は人類に責
任を持つ人々 であり、教師であり、模範であり、ガイドでなければならないからです。だから、私は毎日毎日、あなたがた
に教えてきたのです。わたしは、あなたがたに長い間、わたしの声を聞かせることで、ようやくあなたがたの心を開き、わ
たしを理解できるように心を整えたのです。 

10 第二の時代、私は3年間だけあなたと話をしました。私の言葉は、絶え間ないものでした。そのとき、私は昼も夜
も弟子たちに、私の話を聞こうと近づいてくる人たちに話した。私はあなたとともに生き、あなたは私のすべての行いを見
た。あなた方は私の誕生の証人であり、私が人間として成長するのを目撃したのです。私はあなた方から自分を隠さなかっ
た、私の行いがすべて知られることを望んだ、しかしあなた方は私を裁いた、人々 よ、裁かれることなく。あなたは私の幼
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年期、青年期を裁き、私の受難を裁いた。あなたは私の被造物でありながら、時に私を誤って裁いたのだ。あなたは私自身
の一部であり、私の子供であるにもかかわらず、あなたは父としての私の行為を非難しているのです。 

11 私は愛と許しである。私はあなたたちの判断を慈しむように見つめ、こう言った。いつか、あなたたちの人生にお
ける長い試練、大きな経験の後、イエスが人類に注いだ愛──イエスの掟、イエスの慈悲を知り、二度とイエスの定めた道
から外れることはないだろう」。あなた方は自分の過去を嘆き、すべての罪を償う機会を私に求め、私の指示に従うように
なり、自ら進んで私に仕えるようになるのだ。 

しかし、私はあなた方を召使いとして見たくはありません。私にはしもべがいないのだから、あなた方にはいつも私の
子ども、私の弟子でいてほしい。あなた方はすべて、わが属性、わが力、わが恩寵を与えられた被造物である。あなた方は
皆、私のものです。たとえ世界が私を認めなくても、それは私のものであり、私にはそれを愛する権利があるのだ。 

人間よ、私があなたを愛することを止めることはできないが、あなたの道からあらゆる妨害を排除し、あなたを救いの
港に導く光を求めようと努力しなければならない。 

12 愛する魂たちよ、あなたたちはこの間、限りない試練に遭遇してきました。あなたはよくつまずき、「肉」ですら
涙を流させる。しかし、精神は肉よりも強いのではないでしょうか？私はあなたに、あらゆる困難と闘うための巨大な力を
与えているではないか。あなたは、私自身の精神の一部ではないのですか？ 

あなたは、これから遭遇する魂へのあらゆる危険と戦うために必要な強さ、力、エネルギーを持っています。今日、私
はあなた方に警告する。あなた方の行く手には、今日遭遇したものよりもさらに大きな危険が待ち受けているのだ。しかし
、それ故に道を踏み外さないように、また、それ故に思考を混乱させないようにしましょう。 

13 私はあなたがたに、迫害の時、他の信仰を持つ人々 を非難する時を告げた。しかし、あなた方は私の弟子であり、
力と光を持っている。そして、それをもって、あらゆる世界観、人々 があなた方に示すあらゆる「光」に打ち勝つことがで
きるのだ。最初は資料的な本も、資料的な仕事も見せられないでしょう。あなたが提示できるのは、あなたの信仰と愛だけ
であり、これらの精神的な美徳は、彼らは触れることができないでしょう。あなた方は自分の中に大きな信仰があることを
感じるでしょうし、これでも十分に耐えることができます。あなたは他人の道を阻む不滅の柱のようになるのです。 

14 たとえ唯物論的な世界観があなた方に到達したとしても、人々 が科学によってあなた方を誘惑しようとしたとして
も、あなた方は彼らの前で首をかしげてはならないのです。あなた方は、私の愛が心の中で十分に脈打つのを感じ、時代を
超えて不変である私の法が生きているのを感じ、あなた方から生まれる世代にそれをどのように伝えるかを知ることになる
でしょう。私はこの民を他の民の教師として残すからだ。私はあなた方一人ひとりを大樹の根株として用い、私の意志にし
たがって枝を与えよう。あなたの徳が大きければ大きいほど、あなたの後に続く人々 の光は大きくなります。 

15 愛する者のために戦い、私があなたに託した生き物の信仰のために努力しなさい。彼らは優雅さと能力をもたらし
、霊性化の道を一歩前進させるでしょう。彼らはあなたの言葉を確認し、あなたがいなくなれば、地上で両親が守っていた
掟を思い出し、その掟に忠実になるのです。 

16 これはイスラエルの民の歴史である。私の光と知恵の受託者と呼んだので、忠実に私に従う民である。あなたは人
類に対して難しい使命を負っています。ある時は一方に傾き、ある時は他方に傾くということはないでしょう。 

あなたがたは自分の道を知っている--

あなたがたの父は、あなたがたに語りかけるため、あなたがたを導くため、まだその準備ができていなかったので、霊から
霊へと私と対話するために、ご自分を肉声で聞こえるようにしてあなたがたのところに下ってこられたことを知っている。 

17 私は、あなたが私を理解できるように、わが顕現を具体化し、わが言葉を明確にした。しかし、この時間が終わっ
たとき、今年1950年が終わったとき、あなたは自分の進むべき道を確実に知ることになるでしょう。あなたは私と対話し
、あなたの直感は、私の教えを実践する方法、この貴重な種を必要としている心に届ける方法を教えてくれるでしょう。一
粒の種も無駄にせず、適当に蒔かず、大地の整ったところ──この種は芽を出すと直感したところに蒔く、種蒔きのような
存在になるのです。 

18 あなたは使徒たちに倣って、人々 の心と魂に種を蒔くために旅立つのです。しかし、あなたが提示しなければなら
ない本は、あなた自身の人生、あなた自身の模範、私に対するあなたの信仰と信頼の本となるでしょう。これは、言葉で言
うよりも説得力があります。ですから、皆さん、使命を果たすために、今日、大きな決意を固めてください。 

19 私はあなたを私のところに置いていきます。声を発する者の唇は沈黙するが、あなたの唇は準備され、あなたの心
は奮い立つだろう。私はこの無限の感激の道を案内します。そして明日、あなたはまだ知らない教えを話すでしょう。 

20 私を待ち望む心の奥底に入り込ませてあげよう。あなた方は、私からの使者として、人間の仲介を通して私の話を
聞いたような敬意と愛情をもって、神聖な啓示を語るために出て行くのだ。口は鍛えられるが、言葉に気をつけなければな
らない、あなたの唇は決して嘘をつかないからである。私はあの世からあなた方を見守り、あなた方の例を消せない文字で
書き残すだろう。 

そうだ、イスラエルの民よ、一歩一歩、使命の達成への道を歩ませよう。すべての作品には、理解されるために一定の時間
が必要です。私は、あなた方が充実し、成熟し、霊化の道を歩むことができるように、この時間を与えたのです。 
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21 わたしは、あなたがたの以前の習慣を一度に取り去ったのではなく、わたしにとって好ましくないものを少しずつ
捨てさせたのである。私はあなた方に霊とともに祈ることを教えました。沈黙と瞑想とあなた方の神との交わりに入ること
によって、あなた方の父と話す方法を教えました。 

22 それでは、皆さん、自分の道を進みましょう。祈りはあなたの防御となり、信仰はあなたの救いとなる。試練の時
、私の現存はあなたとともにある。内心では、今回のように「私の平和があなたとともにあるように」という私の挨拶を聞
き、そして、私の強い腕があなたの腕の中にあり、あなたが私の言葉に従って行うであろうことは、私によって祝福され確
認されるという確信を持つことでしょう。 

23 今まで、あなた方は私の周りに子供や弟子のようにいて、私は愛情を持ってあなた方を教え、私の最も愛しい言葉
をあなた方の心に降ろして、あなた方自身を養うようにしたのである。魂は愛によって自らを養うものであり、それ以外の
栄養はないのです。だから、この愛から、私の言葉の中にあるこの本質から離れると、空虚さ、孤児性、この愛撫を受ける
必要性を感じるのです。そして、私のもとに戻るとき、その澄んだ水で再び心の空虚を満たすのです。 

24 あなたが渇きを感じないように、あなたがいつも恵みと感動に満ち、私の霊の愛があなたの心に生きるように、私
はこの泉の壺をいっぱいに満たしたのだ。 

たとえこの形で私の言葉が途絶えたとしても、この源は枯渇することはない。そして、あなたの祈りの中で、あなたの
歓喜の中で、私の放射、私の文章を受け取ることになるのです。そうすれば、私は外国語を使わず、これまで話してきた霊
的な表現方法で話し続けることになり、あなたの準備が大きければ大きいほど、より高い内容の教えを理解できるようにな
ります。 

25 私はどれだけの啓示を与えることができるだろうか、人々 よ。人間の仲介で語られなかったことは、すべて後から
霊から霊へ語ることにしている。しかし、そのためには、献身的に祈り続けなければならない。祈りから歓喜に達し、そし
て魂が高揚したとき、神主がいかに御言葉を明らかにするか、いかに一文ですべてを語るかを感じ、私が与えるこの一文を
、あなたは理解し、仲間に知らせ、こうして1950年以降、人々 はこの形で研究を続けることができるようになるのである
。 

26 一日も怠けさせません。覚悟を決めたら、私の感動は連続する。私はいつでも、あなたが準備できているのを見つ
けたら、魂に関わる偉大な教えを明らかにし、新しい世代に役立つ偉大な予言を与える。なぜなら、あなたは多くの教えを
文書で残すからである。 

1950年以降、私はこれらのインスピレーションを書き留めることを許可します。そうすれば、かすかな記憶から消え
ることなく、人類のための遺産として永遠に保存されます。この世界が私に示す計り知れない飢えは、愛と真実と理解と霊
的啓示への渇きは、イスラエルの人々 がメッセンジャーとしてすべての地域と大勢にもたらすべき指示を通じて癒されるで
しょう。 

27 すべてを包含する裁きの時が来た。すべての作品とすべての宗教団体が、私によって裁かれるのだ。人の魂から苦
悩の叫びが上がり、すべての偽りが暴かれ、真実だけが輝きを放つ。人類には目覚めがあり、その時、人は私に言うだろう
、「父よ、汝の助けを与えよ、我らを導く真の光を与えよ」と。そして、その光と助けは聖霊の教えとなり、それは私があ
なたがたに与えた教えとなり、また、すべての人のものとなるのである。 

28 私の精神はすでに人々 の孤児性を見ている ── 

誰もが心の中で感じている空虚さを。私は、彼らがこの空虚さを地上の快楽で満たそうとし、渇きを癒すものを何も見出せ
ないことを目の当たりにしました。どこへ行っても、この安心感や癒しを求めて、同じように小さなものを見つける。しか
し、人類が自問するとき、──誰と一緒にこの癒しと平和を見出すのだろうか？ 

しかし、父はあなたがたに言う、人類よ、わたしはあなたがたを待っている。あなたがたに必要なものはすべてわたし
のうちにあり、あなたがたのうちにあるが、あなたがたはそれを求める方法を知らなかったのだ。あなた方は異なる道に迷
い込み、平和のないところに平和を求めたのです。あなたは、真の愛と真の光がないところに、真の愛を求めたのです。私
を求めよ、そして私と共に、あなたの心を満たすべき愛を見いだし、私と共に、心の平和と光と癒しのバームを見いだすだ
ろう。 

あなたはすでに探索に疲れ果て、もはや私の霊の扉を叩くことはない。あなたがたは愚かだが、わたしはあなたがたを
待っている。私はあなたに王国のすべての富を示し、あなたの過去の苦しみについて慰める。そして、あなたは時間の浪費
を嘆き、自分の罪を嘆き、私に許しと新しい機会を求めるだろう。 

すべてを捧げます。あなたとあなたの仲間のために、あなたが私に求めるものはすべて、私はあなたに与えよう。私の
富は無限ですが、それは精神的なものです。もしあなたが私にこの宝を求めるなら、私はあなたにすべてを与え、「使いな
さい！」と言うだろう。私があなたがたに与える恵みと贈り物のひとつひとつは、永遠の命のものであり、すべての人のた
めのものだからです。 

29 だから、私はこの時代に来たのだ、人々 よ。あなた方の中には、私が巡礼者として世界の国々 を一軒一軒たたくの
を見た人もいるだろう。門戸を開いたところもあれば、閉じたままのところもある。しかし、私はノックを続け、父として
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、また師としての使命を果たし、あなた方を一歩一歩私の道に導き、光を与え、あなた方全員が正気を取り戻し、自分の人
生の理由を理解するようになるだろう。 

最終目標は愛であり、わが掟の遂行である。これを行わない限り、愛を実践しない限り、わが戒律に従わない限り、迷
い続けるのである。しかし、私は限界を決めており、その限界はすぐにやってくる。 

30 その後に発表される世界規模の大きな試練、苦難の杯の最後の一滴を飲むことが、回復の始まりとなるのです。そ
の時、人類は悔い改め、正しい道に戻らなければならないのです。その罪のすべてを認識し、私を見つけなければならない
。 

31 そうだ、イスラエルの民よ、わが顕現の証人として、わが語りを聞き、人類を裁く者よ、あなたも私に注意深く耳
を傾けよ、わが言葉を守れ、あなたたちもこの人類の一員なのだから。あなたたちも、わが霊に心の空虚さを示し、渇き、
飢えて来たのだ。あなたは愛の源で渇きを癒したのです。だから、まだ悪が強くなって、わたしを見つける準備ができてい
ない人たちのことを考えなさい。しかし、いつかはこの悪が縛られる日が来る。 

32 人類は、わが掟を遂行し、自らを刷新し、わが身と平和に暮らすための広い分野を見出さなければならない。あら
ゆる道を歩ませたのは、経験豊かな彼らに出会いたいからだ。 

人は、私の意志に従って地上に来た私の子であり、その魂を苦しめる幾多の試練を経てきた。しかし、その後、その信
仰が揺るぎないものであるなら、その人が得る報酬はどんなに大きいことでしょう。苦難、混乱、危険の後、彼はわが霊の
光を見出すだろう。 

33 だから、わが民よ、試練を受けることを恐れるな、大きな争いに突入することを恐れるな。あなたはその中で滅び
ることはありません。私は、すべてのわが子たちに、その感性が目覚めるように、装備を与えよう。試練と経験と実りの後
、私はあなたに語りかける。「試練がどれほど役に立ったか、試練の中でどれほど強くなったか、そして今どれほど健康で
丸くなったかを見なさい！」と。私の意志はあなたが滅びることではない、私の意志はただあなたが魂を溌剌とさせ、試練
と旋風にもかかわらず私を愛し、私を知ることである。"と。 

34 火のような試練、苦しい試練に耐えてきた国々 がある。しかし、彼らには報いがある。忍耐強く苦しみ、私を信じ
た者はみな、霊的な平安を得、それらの苦難を乗り越えて、私の証人となり、イスラエルの民はその証人を受け入れるだろ
う。 

35 私の言葉は、すべての領域に影響を与えます。私はすべての国、人々 をあなたに示した。私はあなたがたに、彼ら
の苦しみと苦悩を語り、あなたがたに言った、「祈れ、人々 よ、禁欲せよ、悔い改めよ、そうすれば、これらの国々 の試練
を助けることができるであろう。強固な土地に入ったからこそ、強いのです。あなたが人のための防波堤となり、手を差し
伸べて必要な人に慈悲を与えることができるように、祈り、自分を整えなさい。 

知らない人であっても、仲間に情けをかけることができる。大きな力を持ち、恵みを身にまとったあなたの霊は、私が
あなたに授けた善を彼らに送ることができます。 

ですから、皆さん、私は何よりも愛を求めています。愛こそは、わが法の原点である。愛はすべての作品の究極の目的
であり、それは私が常にあなたに教えてきたことです。愛、平和、慈悲 ── これらの美徳はあなたの中にある。 

36 愛は学ぶものではなく、感じるものであり、あなたの中にあるものです。あなたは、すべての生き物と同様に、創
造されたときにその能力と資質をすべて受け取りました。それゆえ、汝ら自身に没頭し、私が汝らの存在の中に置いた美徳
を求め、汝らの方法でそれを実践せよ。 

37 イスラエルよ、あなたが人類の間で使命を果たすことができたとき、あなたが自分の賜物を広げ、それを認識させ
ることができたとき、あなたが私の神性に喜ばれ、満足させられる果実を蒔き、刈り取ったとき、あなたはどれほど幸せに
なることでしょう。 

まだ本格的に活動する時期は来ていませんが、近づいてきています。人類と向き合うときだからこそ、あらゆる光、あ
らゆる知恵を駆使して、自分の歩みを確かなものにし、自分の証を真実なものにしなければなりません。 

38 こうして準備し、警告を発しているのです。毎日、わたしのことばがあるとき、あなたは父から警告、助言を聞く
のである。 

今日、あなたが安らかなのは、私の声が聞こえるからです。しかし、大きな闘争の時期が来るだろう。その時に備えて
、あなた方には団結してほしい。この団結があなた方をより強くし、弱いところは一つも残らないだろう。イスラエルの民
は、まさに私の出発の時に私の周りに集まり、私の最後の言葉を聞くことになるのだ。ちょうど、地上の父親が自分の子供
たち全員に囲まれて最後の忠告をするように、子供たちはこの人生の最後の瞬間を待っているのです ── 

そして、互いに愛し合い、その徳においてより強く成長し、人類を導く一つの身体、一つの意志となることを約束するので
す。 

このように、私はあなた方に、責任と同時に恵みにも満ちた、どんなときでも強く生きることのできる人たちを残して
いくのです」。 

39 イスラエルよ、私はあなたを祝福する。あなた方が集う様々 な家庭で、私はあなた方の良い行動を祝福します。そ
うすれば、しかるべき時に、私によって裁かれ、イスラエルの民がつらい判決を受けることもなく、自分たちの不完全さの
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ために主人が十字架上で血を流して死ぬのをもう一度見ることもなく、愛に満ちた主人が全人類を指導しているのを見るこ
とができるだろう。 

40 この恵みの日に、わたしがあなたがたを強め、あなたがたの糧となるわたしのことばを与えるとき、わたしはあな
たがたに準備と予告を残していくのだ。今はわが言葉の最後の時である。最後の瞬間まで、その中でわが言葉を聞いてほし
い。そうすれば、この言葉はあなたの魂に刻まれ、あなたを啓発し、来るべき時のためにあなたを強くしてくれるだろう。 

41 これが今日の私の教訓だ、みんな。あなた方自身のため、そして大いなる裁きに直面しているイスラエルの人々 の
ために祈ってください。大きな試練に直面している世界のためにも、祈りましょう一日たりとも魂を上げず、これらの試練
を考えずに過ごしてはならない。わたしはあなたがたの願いを聞き、わたしの意志にしたがって、あなたがたをかなえよう
と思う。 

42 わが慈悲に望みをかける謙虚な者よ、祝福されよ。あなたよりも高い意志があなたを支配していることを知りなが
ら、あなたの命を処分する権利を私に与える者よ。私はあなたを祝福する、私の子供たちよ、あなたの十字架は容易であろ
う。 

43 なぜ試練を受けたのか、その理由をしつこく私に問う者たちに、私は言う。あなたは、私に対する自分の罪を知っ
ていますか？あなたの魂が、私から出たのと同じように純粋になって私のもとに戻ってくるように、私がどのようにあなた
の魂を清めるか知っていますか？だから、わたしはあなたがたに言う。ただ、私が日々 送る試練を忍耐と覚悟をもって受け
入れなさい。私の力はいつもあなたたちとともにある。 

44 あなた方が自らを正しく導き、大切な人を救いの道へと導くために必要な光を授けるのです。 

45 父との交わりという尊い贈り物を与えよう。それは、あらゆる試練の中であなたを救うだろう。今朝、私の癒しの
バームと私の慰めは、あなた方すべてとともにあり、世界とともにあり、私から生まれたすべての被造物とともにあります
。 

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 348 
1 愛する人々 ：マスターはあなたに、彼の教えの本を何ページも何ページも与え、あなたの心に刻み込んで持ち歩く

ようにします。これらの教訓は、明日のあなたにとって計り知れない価値を持つ宝となり、地上での使命を果たし、あなた
の魂への報いを働かせることになるでしょう。あなた方の闘いによって、これらの教えは人々 の心に刻み込まれ、約束の地
に到達したとき、あなた方は勝利の歌を歌うだろう。 

2 汝らの準備期間中、汝らの不足するものを私の宝庫から取り出して、汝らの同胞に与えることを許可する。さまざ
まな方法で、私の選ばれた者たちは、私の弟子、私の労働者、私の仕事を守る私の兵士となるようになるのだ。 

3 すべての被造物は私の掟に従い、すべてはその調和の中で私を崇拝する。大空に視線を移せば、わが英知が創り出
した輝く星々 を見ることができる。彼らの中に従順と調和の模範を見よ。この栄光、この完全さによってあなた方自身を鼓
舞し、あなた方の良心を通して私の父の声を反映させ、あなた方に語りかけるようにしなさい。木は実をつけ、いつもおい
しそうに食べています。すべてにおいて、父はご自身を現し、あなたがたに語りかけ、あなたがたに与えた律法を反映し、
従順であるようにされるのです。 

4 私は部族、民族、国を創り、すべての人に、その精神的成長に必要なものを与えた。あなた方は、星や人工物の中
に私を崇拝してきた。さあ、あなたがたの中で私を探しなさい。内なる静寂の中に入る者は幸いである。 

5 あなた方は、人間の科学によって訓練されていない頭脳を通して、わが言葉を受け取ったのだ。しかし、私は彼ら
を、私のユニバーサル・レイが休む足台とするために用意したのだ。 

6 あなたが私の言葉を聞くとき、あなたはまた、父なる神があなたの肉眼の前にご自分を見えるようにしてくださる
ことを望みます。しかし、私はあなたがたに言う。心を整えれば、私を感じることができる。私が来たのは、この苦しい時
にあなた方を慰めるためだけでなく、二度目のイエスにおいてあなた方と一緒にいた時にすでに約束した指示をもたらすた
めである。 

7 私の例、私の情熱はあなたの魂に書かれています。三つの時代に私が書いた本があり、私の使者の言葉があり、証
言があり、行いがある。自分の魂を突き通すことを学べば、すべてを発見することができる。 

8 この時代、マスターは私が待つ山の頂上からあなたに語りかけます。私はあなたの魂に命を与え、私のもとに昇る
ことができるようにします。私の愛を感じ、あなたの中に私の平和を持ちなさい。この世でも、霊の谷でも、迷っている人
を求めなさい。私にこう言った者は幸いである。「主よ、私たちはあなたの跡を継ぎます。この大義を守るために勇敢な兵
士にしてください」。 

9 私は、あなたが真理を見つけることができる道をもう一度示しているのです。わたしがあなたがたを教えるのは、
あなたがたが人類にわたしのあかしをするためであり、あなたがたの模範によって次の世代を準備し、彼らがわたしの愛を
自分のうちに携え、わたしの平和を感じるようにするためである。そうすれば、あなた方は第二時代の私の使徒に倣った弟
子に変身することができるのです。 

私はあなた方の何人かを各地や国に派遣し、道を踏み外した人々 に道を示そうと思う。しかし、あなたは謙虚に出発し
、私があなたに託す多くの人々 の純粋な模範となるべきです。あなた方は、聖霊の光が差し込む松明のような存在になるの
です。 

10 わたしは、わたしの言葉をもって、わたしの選んだ者を訓練する。私が彼らの魂を癒すのは、私が最高の医師だか
らです。育てて伝えています。私が提供するこの真実の道に従えば、あなたはすぐに私のもとに来ることができます。 

11 あなた方はイスラエルであり、その中から私の神璽を持つ144,000人を選び、あなた方の仲介によって人類が救
済を受けることができるようにした。 

12 さまざまな国の男、女、子供たちが私を求めます。選ばれし民であるあなたは、その仲介者であり、私から授かっ
た者であり、あなたの行く先で、干からびた野原と砂漠が肥沃な野原となるように。 

パラブル 

13 広大な土地に、少数の住人がいた。彼らは、地球の四方から、さまざまな人種や色の人々 が、その土地に住むよう
になる時が来ることを知っていた。謙虚な青年は、真理、平和、光、愛の言葉で彼らを指導しました。一人の老人が大勢の
人を探し出し、その土地に来るように呼びかけました。彼は彼らを導き、準備し、それらの恵まれた土地について話した。 

その時、群衆が次々 とやってきて、青年は老人に言った。"あなたは何を持ってきたのですか"。老人は答えた。「ここ
には、私があなたの弟子とするために用意し、連れてきた大勢の人々 がいます」。そこで青年は、「祝福されよ、さまざま
な道や脇道を通って、失われた羊を探し続けよ」と言ったのです。輝く灯台として地球の四隅を照らし、失われた羊をその
肩に乗せなさい。" 

14 老人は、服従と従順に満ちた道を進み、大群衆を団結させ、集めていったのです。なぜなら、あなた方は、聖霊の
光がやがて到来する大群衆を照らす媒介者となるからだ」。見よ、わたしは食卓に永遠の命のパンを並べ、この 

同じパンを人類に食べさせるのだ」。 
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譬え話終了 

15 こうして私は、わが子であるあなたがたに語りかける。私の教えの意味を勉強して、誰が若者で誰が老人なのかを
理解しなさい。私があなた方に教え、間近に迫った世界観の戦いに備えるのです。老人はエリヤで、私のハードルの羊を束
ね、集める良き羊飼いである。 

16 平和を取り戻し、痛みを和らげるために祈ってきた人々 よ、あなた方は今すぐに、仲間たちの生きた声の証言を喜
びをもって聞き、祈りの価値を確立することだろう。 

17 今日、わたしの忠告と警告を聞かせる。明日には、それが必要になるからだ。皆さんの中に弱点が1つもないよう
に、強くなるように、団結してください。自分の最期が近いと感じた父親が、最後の瞬間に自分の子供たちを呼んで、最後
の忠告をするように、私はあなたたちに、互いに愛し合い、理解し合い、徳を積んで、世界を見守り祈る一つの霊を形成す
ることを約束してほしいと話しているのです。 

18 私はあなたに大きな使命を残しますが、あなたに平和と力を与えます。あなた方自身は、自分の行いを裁くことが
できないのです。しかし、審判者である私は、あなたがたの働きを量り、あなたがたの実りを受け、最後にあなたがたの労
苦と努力の結果を示すであろう。 

19 あなたの運命を導くのは崇高な意志であることを認める謙虚な者たちは幸いである。あなた方はそれを私の神性に
帰し、私があなた方への愛の証拠を常に与えていることを知っているので、あなた方の命を処分する権利を私に認めるので
す。 

20 あなた方は、聖霊の光を受けるために世界を目覚めさせるために、父が視線を向けた霊能者たちです。 

21 人類は宗教によって私を求めますが、その中には行動様式に霊性を示す宗教もあります。 

22 私の仕事をあなたがたに託し、あなたがたを啓発したのは、あなたがたの心の中にわが言葉をたゆまず耕すためで
ある--あなたがたは法の旗を掲げ、良き兵士として、私があなたがたに託した目的を愛を持って守ることができる。 

23 私の霊は、良い働き手の収穫を喜びますが、働き手が眠ってしまっていること、私が託した種をどのように育てる
かを知らないことを見ると、苦しみも感じます。 

24 あなたが苦しみの杯を空けるとき、御父は黙って聞いてくださり、霊的に慰めてくださいます。 

25 この時代、私の仕事の中で、恵みの生活に生まれた人々 の数は偉大です。しかし、最初に来たあなた方は、明日、
声帯を通じて私の言葉を聞かなくなったとき、あなたの同胞が孤児や混乱した気持ちにならないように、自分自身を準備し
なければならないのです。 

26 人類は、第一時代の律法と、第一・第二聖書に書かれていることだけを知っている。しかし、第三時代は、人が準
備と理解の不足のために歪めてきたものを、今、統合し正す。人類は、私のメッセージを研究し、一つ一つの言葉の核心を
探り、一つの理想、一つの真理、霊化へと導く唯一無二の光を発見しなければなりません。 

27 愛する人々 よ、私があなた方に託したこの宝物をどのように見守るべきか知ることができるよう、心構えをしなさ
い。 

28 人間の知性を通して、あらゆる顕現において私を理解する者たちは幸いである。最初の一人から最後の一人に至る
まで、全員がわが霊の働きの懐に抱かれている家庭は幸いである。彼らは、私が人類の前に模範として示す、従順な家族、
祝福された種となる。 

29 私はあなたたちに、魂の生命と、あなたたちが "彼岸 "と呼ぶものと、私の神聖な威厳に 

ついて話した。しかし、この教えには何の不思議もないことをお伝えします。純粋な者は、高次の彼方の生命、すなわち聖
霊の光に照らされた霊的世界と、共に愛の絆を形成するその住人を見、理解する特権を得るからだ。彼は、先見者たちがあ
なたに語りかけるあの山の頂上を見るでしょう。そこでは、父が全人類を待っているのです。 

30 My Spiritual 

Worldは、あなたがスピリチュアリティを獲得できるように、たゆまぬ努力であなたを鼓舞し、栄養を与えています。そ
れは、あなたが自分の使命を果たすために、より多くの進歩を遂げることができるよう、あなたを支援するものです。 

31 長い間、私の宣言の中で、あなた方が師匠のように、霊化を知らない仲間を指導しなければならない日が来るとい
うことを聞いてきました。聖霊の光があなた方を完全に照らし、あなた方が私の仕事、この時代に与えられた私の言葉を世
界に知らせることができるようになる時が来るでしょう──すべての魂を神の家へと導く光です。 

32 私が人間の命を託したものと調和して生きてください。命の木の実で栄養を補給し、その枝の下に安らぎと避難所
を見出すことを自覚しなさい。その枝と実が豊かになるように、自分たちで育ててください。 

33 泉はその澄んだ水を小川に注ぎ、砂漠を渡る者たちの渇きを癒し、力を与えてくれるでしょう」。 

34 羊の皮をかぶったオオカミは、途中であなたを待ち伏せていることでしょう。しかし、奈落の底に落ちないよう、
よく見て、祈って、気をつけなければなりません。時には、太陽の光が容赦なくあなたの存在を感じさせてくれることでし
ょう。しかし、私は私の霊的世界をあなたの道を守るマントのようにさせます。あなたは、この人類の中に新しい世界を創
るために、私を助けてくれるでしょう。 



U 348 

61 

35 君たちは、明日も戦える弟子たちなのだ。あなたは勇敢に、私が人類のためにあなたの手に託した多くのものを受
け継ぐのです。 

36 法律に違反するようなことはしないでほしい。あなた方の中には、暗闇に打ち勝った人もいます。それは、あなた
方を愛情をもって呼んでいる羊飼いの声に耳を傾けようとしなかったからです。 

37 あなた方はわが言葉に慣れ、主が人間の理解力を通じてあなた方に語りかけることをやめてしまったと疑っている
。しかし、私はあなたがたに言う。なぜ、私の高邁な計画に干渉するのだ？あなたがたのために時を刻んだのだ。あなたが
たは私に、「先生、運命の一撃と戦争が世界を恐怖に陥れていることを思い出してください」と言うのは、わが意志ではな
い。人類にとって試練の時なのに、私たちから離れようとするのですか」。 

そうすれば、あなたの良心はあなたに答え、私が長い間、あなたに私の言葉を託してきたことを自覚させるでしょう。
しかし、父として、主人として、1950年以降も今日と同じように、私はあなた方の祈りを通して、あなた方の願いをすべ
て聞き入れよう。 

私の出発の後、あなた方は皆、私の命令の遂行に平等に身を捧げ、あなた方の賜物を広げ、私はあなた方の良心を通し
て語りかけ、あなた方が新しくなるようにし、私の聖霊の光を通して真の道を知らせ、あなた方が破滅に陥らないようにす
るのだ。 

38 大群衆が魂の慰めとわが慈悲を必要としてあなたのもとにやってきたら、私はあなたを啓発し、あなたを鼓舞して
、あなたの仲介によって彼らがわが言葉を受け取ることができるようにしよう。あなた方が光の子として認められるように
、私の恩寵を託したのです。 

39 なぜなら、あなた方が功徳を積むことができるように、また、あなた方が人類に善を行うことによってわが教義の
真理を証することができるように、--あなた方が来世においてわが平安を得、もはや闇の中で滅びないように、--

この時代にあなた方の精神に大きな使命を託しているからだ。あなたの魂が私のもとに到着したとき、私にこう言ってほし
い："マスター、私は私のやり方であなたの意志を実現しました。そして、私は再びここにいます。あなたの神聖な慈悲に
従った指示と命令を私の霊に託すことができるように。" 

40 あなた方が自らを霊的にすれば、子供たちはあなた方に従い、群衆はあなた方が聖霊の光を運ぶ進化した魂である
ことを理解し、あなた方を尊敬するようになるでしょう。そうすれば、残された者たちは、あなたの模範を見て、道に戻り
、あなたの右手を取って、あなたの歩みに従うでしょう。真理を渇望する者があなたに近づくとき、あなたは彼らに私の言
葉を与え、彼らが優しい子羊となるようにしなさい。 

41 その時、悪は束ねられて火に投げ込まれる。私はこれらのすべての業を行い、あなた方、イスラエルは、その生き
ている時代と、すべてのことの理由について、世界に語りかけるのだ。私の愛は大きいので、私の真理をあなたに託したの
です。あなた方は大いなる啓示と予言の受託者なのです。 

42 あなたを通して、律法は新しい世代に新たに知られることになる。だから、覚悟を決めなさいということなんです
。あなたがたは、将来、新しい世代がもはや偶像崇拝者とならず、また、彼らの間に偽預言者が生じて人類を欺くことがな
いように、将来の道を整えるために来たのです。 

43 イスラエルよ、このすべてを世に明らかにせよ。多様な世界観が生まれたこの時代、宗派は宗派に対抗し、教団は
教団同士で争い、またあなたを拒絶する。 

しかし、あなた方は光と平和の子であるから、彼らにこう言うべきである。"真理は第三聖書の意味の中に含まれてい
る。"そこには、この時代に主が存在し、来られることの証がある。 

あなたは人類にこの書物を指し示し、私の律法の履行をもってその真理を証しなさい。 

44 しかし、イスラエルよ、もしあなたが眠っているならば、どれほどの苦痛があるか。彼らは真の神を求める方法を
知らず、ただ自分の世界観に迷い、あなたを混乱させるために彼らの偽りの神々 を認めさせようとするのでしょう。 

45 わが民を警戒して生きよ、わが言葉を豊かに託したのは、あなた方が無知であってはならないからだ。あなたは私
の存在を感じる方法を知っているし、私の言葉の意味を認識することを教えたからである。 

46 私が去った後も、多くの人が、私は彼らの知性によって自分自身を知らしめ続けていると信じさせようとすること
でしょう。しかし、私はそれらの脳で自分を知らせることはありませんし、私の霊界も同様です。1950年以降は、自分を
知らせるために人間の脳を使わなくなるからです。スピリチュアルにしか、私の光の霊的世界とコミュニケーションするこ
とはできないのです。 

47 私の旅立ちの後、大きな出来事が起こるから、惑わされないように従順な子供たちであれ。しかし、眠っている人
を目覚めさせ、偶像崇拝に戻らないようにしなければならない。そうすれば、あなたが祈りに立ち上がる瞬間、私の励まし
を感じ、私の恵みの流れを受け取ることができるのです。このように、あなたが誤りに屈していないことを証明するものを
あげます。 

48 私の視線はいつもあなたに注がれています、私は決してあなたを見捨てません。私の霊はあなたとともに、あなた
の闘争を見守り、陰謀と危険からあなたを守るであろう。わが掟を全うし、掟を持つ人間があなたの道に立ちはだかること



U 348 

62 

がないようにしなさい。もしあなたが私に喜ばれるなら、あなたは世間に立ち向かい、すべての隣人との兄弟愛を感じるこ
とでしょう。 

今こそ、世界は私の光を認識し、私の使者を拒絶しないようにしなければなりません。 

49 あなた方は、隣人同士が力ずくで命の糸を奪い合わないように、闇の存在を仲間から追い出す力を持っています。 

50 しばらくの間、私は世界にその意志を行わせるが、その後、私の意志は世界全体で達成される。人類が空にしてい
る苦しみの杯を前にして、見守り、祈りましょう。年月は流れ、あなたにとって時間は驚くほど早く過ぎましたから。 

わたしはあなたの魂を見守ったので、あなたが歩むべき道を示し、必要なものをすべて与えてきた。私は永遠の命のパ
ンでこれを養い、眠りから覚まして、私の仕事の中で自分の使命を認識し、責任を感じるようにした。 

51 物質主義と理解不足が大きく、それゆえ、愛する弟子たちよ、あなた方は魂を発展させることなく、習慣的なマン
ネリの中にとどまっているのだ。 

52 いつでも、私の愛の言葉を通して、私は、あなた方に託した仕事を人類に知らせるために、あなた方が何を怠って
きたかを悟らせてきた。しかし、もしあなた方が自らを備えていないなら、人類はあなた方の仲介によって、どうしてわが
平和、わが光、わが愛を手に入れることができるだろうか。あなた方にこそ、私の教えをあらゆるところに広めるという使
命を託しているのです。私は、あなたの精神が担う威厳を明らかにしました。 

私があなたがたを選び、油を注いだのは、愛のためであり、あなたがたに功徳がなくても、私の恵みのためであると、
あなたがたに告げたのです。私はあなた方を、心に刻まれた私の教えを世界に示す使徒として選んだ。 

53 時間は経過しているが、まだ功徳を積んでいない。倒れた人を起こすために腕を伸ばせ。あなた方は、暗闇の中に
いる同胞に明るい日の光を見せ、私があなた方と人類に、いつでも自らを明らかにしていることを知るようにしなければな
らないのです。 

54 第一の時代、私はモーセを通してファラオの束縛からあなた方を救い出し、モーセをわが民の先頭に立たせ、約束
の地、カナンの地へと導いたのである。 

55 第二の時代、神聖なるマスターであるイエスは、私の心、存在、力の証拠をあなた方に与えたのです。しかし、人
間はエゴイズムと唯物論の中で、私を拒絶しました。 

56 この時代、あなた方は再び奴隷となり、もはやファラオのためではなく、誘惑のために。それは、あなたがたを服
従させるために、富と快楽と権力を与え、あなたがたの多くが弱ったために、光の道から落ち、迷い出てしまったからです
。私はあなたがたから恵みを取り上げたのではなく、あなたがたは私の律法を果たさないことによって、自ら恵みを差し控
えたのである。しかし、世の中の無理解でそのことに気づかず、人は自分で作った作品を仲間に渡してしまう。 

57 なぜなら、あなたがたに語られたのは唯一の神であり、それゆえ、あなたがたは他の教えも他の律法も受けていな
いことを考えなかったからである。 

58 一人の神様がいつもご自分を知らせてくれた、私はあなたを捨てたことがない、いつもあなたの心に寄り添ってい
る。イエスは第二の時代において、私の神聖な愛を明らかにし、マスターとして、あなた方に律法への従順の模範を示され
ました。私はあなたに祈りを教え、道を示しました。 

59 この第三の時代において、神の意志が実現するのは、あなた方が魂の永遠の命の糧である私の教えを受けたからで
す。しかし、私はあなた方に、1950年以降、あなた方はもはや人間の知性を通して私の言葉を聞くことはなく、あなた方
の魂の発展を通してのみ、霊から霊へと私と接触することになると告げているのです。 

60 私はこの3年間、ボイスベアラーを通して私が現れたことで、あなた方が自分の責任を考え、理解し、習慣的なわ
だかまりから離れ、魂を進歩させることができるようにと、あなた方に託してきたのです。しかし、あなた方の多くは眠り
続け、理解も昇華もしないままであった。 

イスラエルよ、なぜ私が与えた詳細な指示を研究し解釈することに専念しないのだ？盲人はまだ光を見ず、足の不自由
な者は私に従えるように治す方法を知らず、大勢は混乱して、本当の道を見つけたのだろうか？ 

61 あなた方の多くは、自分が私の掟を満たしていると信じてきたが、それは重大な誤りである。なぜなら、彼らは仲
間に悪い手本を示しているだけだからだ。人が混乱し、偶像崇拝を養い続け、様々 な人間の考えによって真の神を求めよう
とするのは、このためである。 

62 愛する人々 よ、私の布告が終わると、あなたたちは孤児になる。しかし、第二の時代のように、あなた方は私の出
発後に私を理解することになる。私の言葉を聞かなくなった後、あなたは私がしばしば教えてきたことを認識するだろうが
、あなたの目覚めは遅くなるであろう。 

それゆえ、人々 よ、わたしは父なる心を痛めて、あなたがたの律法遵守と従順さの欠如をとがめようとするのである。
明日、人類があなた方をわが神聖なる恩寵に値しない人々 だと考えることを望まない。しかし、多くの人は、あなた方のよ
うに私の話を聞いたことがなくても、私のメッセージを信じ、私を愛するようになる。 

63 あなた方が真理の光に従って私の仕事を示していないことを理解するために、私はあなた方に誤りを指摘したのだ
」 「あなた方が自らを新たにし、私から受けたものを世に明らかにするために。 
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64 イスラエルよ、私は愛に満ちた父であるから、あなたがたの欠点をとがめず、あなたがたを真の弟子、兵士、明日
の教師として世に知らしめるために、私のマントで覆わなければならないという意味であったのか。もしそうするならば、
イスラエルよ、私自身があなたがたの愛を否定することになる。時が来れば、あなた方は言葉と業でわが真理を証しするこ
とができなくなり、そうなれば、明日の人類はわが顕現を否定することになるからである。完璧と自分の不完全さが混在す
ることはないのだから。 

65 私は、あなた方が、憎しみに対する愛の戦い、闇に対する私の光の戦い、高慢に対する謙遜の戦いの時代にいるこ
とを告げました。しかし、明日、あなた方が目覚めるとき、あなた方は無駄にした時間を理解し、そして、あなた方に私の
真実を伝えるための準備の仕方を知っていた声の担い手の仕事に感謝するとき、あなた方の心の中に無限の深い悲しみを感
じることでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 349 
1 愛する人々 ：あなたたちは、この時代にわが来臨を信じ、わが顕現の最後の日にも、疲れ知らずで、わが言葉を求

めて、急いでやって来る。多くの者が呼ばれ、すべての者にこの泉の水を与えたが、私を聞き、理解した者は少ない。しか
し、私は自分を知ってもらい、世界中に愛を広めた。 

2 第二の時代には、"見ずに信じた者は幸いである 

"と言いました。そして、この時、あなた方にも同様に言う。"私を見ずに私の仕事を信じ、忠実であったのだから、祝福さ
れなさい "と。 

3 私が来ることは予告されていたことなので、驚かないでください。しかし、あなたは私が何時来るか知りませんで
した。 

私が第二の時代に去った後、私の言葉は弟子たちによって書き留められ、彼らはそれを他の新しい弟子たちに伝え、世
界中に広めていったのです。 

私の帰還の約束は、私に直接ついてきた人たちにとって、苦しい闘いの中の刺激であり、知識を渇望する彼らの精神に
美しい希望と栄養を与えてくれたのである。そして、私の弟子たちは、代々 、師の再臨を願っていた。 

しかし、見よ、世代が次々 と続いたのである。多くの存在が地上に転生してきたが、その後、この約束が実現するのを
目にすることなく、あの世に帰ってしまったのだ。何世紀も過ぎ、何千年も経った。しかし、その時が来て、私の霊のプレ
ゼンスが新しい時代を開くと、人々 は私の言葉を心から消し去り、私の帰還を待ち望む者はほとんどいないことがわかりま
した。 

4 私は、仰々 しくなく、静かにあなたのもとにやってきました。しかし、私が自分を知らしめる方法は、多くの人を
驚かせ、ある人には疑われ、ある人には嘲笑されることさえありました。注意深い精神と目覚めた心で忍耐できた人だけが
、私が自分を現すために選んだどんな形でも、私を感じることができたのです。しかし、約束はすべての人に与えられたも
のであり、その成就も同様にすべての人のためのものである。 

5 これは、今回の私の啓示である。人間は常に私の声の担い手であった。彼は私の子供であり、私の作品であるから
、私は彼を選んだのだ」 

これが理由だ。そして、この子供は自分自身を完成していないため、私にふさわしくないと感じているが、この不完全さの
向こうに、私の霊の一部である光の粒子を見るのだ--特権的な生き物、私の言葉を伝えることのできる知的存在。 

6 人間であるあなた方は、良い子だけを愛しているのですか？病気や迷子になっている子どもを苦しみから解放する
ために、親がより手厚くサポートする姿を見たことがあります。私は、謙虚で素朴な男女、罪人や無学な人々 の間でこの任
務を遂行するために、この時期を選んだのです。なぜなら、私は彼らの中に感謝の気持ちを見出し、彼らは自分の使命を立
派に果たすために、自らを清め高める方法を知っていたからです。 

7 もし私がこの時代に人間になって、イエスを通して行ったようにあなた方に話しかけ 

なかったとしたら、その理由はこうです。今日、あなた方が物質化して、あなた方の住むその世界で怯え、 

弱っている霊の声を聞き、従うことができないので、私の霊の声を聞き、神の言葉を知覚 し理解できるでしょうか。 

8 そこで、私は人間を選び、霊的な能力を与え、私の声の担い手となるようにした。 

そして、この宣言によって、私は信仰を見出し、多くの人に理解されるようになりました。しかし、その一方で、不信感を
抱いたままの人もいる。 

9 私は霊界を同じように人間に知らしめ、これらの存在を霊で、他の存在を肉体で結合させた。 

10 すべての苦しみのカップの「味」を味わい、痛みと安らぎを知り、すべてを知り、それがあなたの存在の一部とな
ることが必要なのです。あなた方には真の弟子として、言葉よりも行いで教えてほしいからです。模範は言葉よりも大きな
力を持っています。私の仕事をあなたの仲間のすべてに到達させることが必要であり、これがそれを広める最良の方法なの
です。 

11 忍耐強く、最後まで諦めずに取り組む。あなたの行く手を阻むものは何もない。あなたが和らげるべき痛みは大き
く、あなたが取り除かなければならない闇は多いのだから。何よりも、父と自分自身を信頼し、自分の贈り物の価値を認め
てください。 

12 第二の時代、イエスがご自分に従う大勢の人々 に御言葉を述べたとき、イエスは一つの教えの中であらゆる人に語
りかけ、彼に近づく被造物の内面を明らかにしました。しかし、彼らが様々 な願い、必要、意図を持って主の前に現れたに
もかかわらず、主の賢明で正確で明瞭な言葉は、いつも痛みを慰め、問題を解決し、疑いを払拭してくれたのです。 

ある者の心の準備不足は、言葉を受け取り、その意味を解釈することができなかったが、肉よりもアクセスしやすく、
神の放射に敏感な霊魂は、教えを受け入れ、反省し、肉体と戦い、ついに信じたのである。なぜなら、無限の善の父である
優れたマスターだけが、人間の中で起こっているドラマを認識し、その魂をなだめ、慰めることができたからです。 

13 多くの人々 は、師とともに生きる弟子たちを見て、彼らにもイエスがなされたのと同じ業を期待し、彼らが主の偉
大な教えを理解しようと努力し、霊的に上昇し始めた幼な子に過ぎないことを知り、しばしば落胆したものです。しかし、
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イエスはまだ群衆に 

"この弟子たちの言うことを聞きなさい！"とは言っていないのです。彼は説教の時に教師として紹介したのではない。ただ
、その後に磨きをかけて輝かせているだけで、まだ石だったのです。 

14 弟子たちは、イエスの言葉を聞こうと近づいてくる小さな子供たちを、何度追い払おうとしたことだろう--

自分たちは正しいことをしている、だからもっと献身的になるのだと思いながら、彼らも弟子たちの中に入っていかなけれ
ばならないことを理解せずに。その時、子供たちが母親と一緒に出て行くのを、彼らはどんなに辛く感じたことだろう。 

15 イエスに従う人々 は、イエスとその弟子たちの働きを常に注意深く見極めていた。そのうちの一人が剣を抜いて主
人を守ろうとしたとき、その行為は大勢の人々 から叱責された。しかし、イエスは忠実な弟子たちに、"わたしがあなたが
たにしたことを、あなたがたも人にしなさい "と言われるまで、矯正と訓練を続けられたのである。 

16 すべての不完全、誤り、無知は、彼らを遣わした方の賜物と権威を身にまとうために、役に立たない衣服のように
彼らから落ちました。今、彼らは主人を代表することができ、たとえ民衆が彼らを冷酷に監視したとしても、彼らを責める
理由は見つからないだろう。主の教えを伝えるために、どれだけ自分を高めていかなければならなかったか。しかし、あな
たがたに言うが、彼らの模範は消えない。 

彼らが私の「仕事」の証人となるために、その道でどれほどの謙虚さとどれほどの愛を広めたか、そして、彼らがこの
人類にとってどれほど実り多い、有益な模範となったか。何世紀を経ても、彼らの名前と記憶は人々 の心の中に生き続けて
いる。そして私は、第三の時代、一時代を経た彼らの偉大な仕事の証人となる。 

17 今日、私は第二の時代のように、もう一度弟子や幼い子供たちに囲まれているので、同じようにあなた方を準備し
、恵みと力を身にまとわせるのです。あなたは彼らのように、狼の中の羊のように取り残されるのです。しかし、絶望して
はならない。偉大な仕事を成し遂げ、人類に模範を残すことは不可能だと思われてはならない。 

18 あなたは、知らず知らずのうちに高潔な人生を歩み始め、その歩みは、あなたの使命をより深く理解し、解き放つ
ことになるのです。自分の使命を果たすために自らを捧げるとき、その模範が持つ力、発揮する影響力を、あなたは知らな
いのです。 

19 私は、この人類の未来において、苦難と厳しい試練を乗り越えて道を切り開いているこの謙虚な人々 の業績が、輝
く文字で書き残されることを見ています。 

20 あなたの愛と慈悲の業がどれほど多くの闇を取り除き、あなたの霊化の力の前にどれほど多くの狂信の祭壇が地に
落ちることでしょう。私の平和と愛の教えを、あなたの目、あなたの唇、あなたの心、あなたの精神のすべての能力に伝え
るのです。 

21 今日、私の言葉がまもなくこのような形で現われなくなるとき、私はあなた方に言う。それがないからといって、
あなたがたの心が冷えて、互いに疎遠になるようなことがあってはならない。使命を果たすためには、やはり一人では戦え
ない。あなたはまだ、暖かさ、生命、励ましを求めてお互いに依存しています。私が去った後も、ミーティングを続けてほ
しい。私はあなた方の作品を導き続け、この愛すべき集まりにインスピレーションを注ぐために私自身を雇うからである。
あなた方が今しているように、わが言葉とわが新しい啓示に忍耐をもって向き合い続けることを望む。 

22 私の教えを学ぶときは、議論や情熱を避け、自分の判断を曇らせることのないようにすること。精進と高揚である
霊性は、常に会議を支配すべきものであり、自分のことだけを考えてはならないのです。病める者、弱き者、人生に疲れた
者、霊的な糧を求めて飢え渇く者、その原因が理解されず劣等感にさいなまれ、無防備な者を、あなたの中に連れてきなさ
い。彼らを愛し、連れてきて、あなたの集まりの中でそこに慰めを与え、傷を癒し、祈ることを助け、皆が一つの祈りで結
ばれて私のもとに来るように。父として、医者として私を求めなさい。そうすれば、この行為だけで私は癒しのバームを注
ぎ、あなたに奇跡を与えることができるのです。 

23 あなたの集会がよりスピリチュアルであればあるほど、より大きな奇跡が現実になるのを見ることができます。わ
が教えの良き解釈者があなたがたの中に立ち上がり、彼らがその解釈をあなたがたに知らせようと話すとき、わたしは彼ら
を啓発し、その時、彼らに霊感を与えるものを伝えるだろう。しかし、誰も虚栄心から発言してはならない。貴重な贈り物
を奪ってしまわないように。 

24 ちょうどこの時代に、私はこの顕現を与えることによってあなた方の準備に報いたように、来るべき時代にも、あ
なた方の高揚とわが仕事への熱意のために、私はあなた方に恩寵を与えるであろう。あなたがこのように行動するならば、
私の帰還を知った男女は、私のメッセージを知りたいと思い、私があなたに教えたこと、第三の時代の人類に語ったことを
熱心に尋ねるようになるでしょう。 

しかし、"金の羽 

"がいま創り出そうとしているその本は、──声の担い手が言葉に変換し、本のページに集めて大切に保管するインスピレ
ーションは、パンに飢えたすべての人と魂の栄養を望むすべての人に私が残す神聖な遺産になるだろう。 

25 このページを物忘れの片隅に置かないでください。あなたの唇がまだ必要な雄弁さを知らないとき、戦いの日々 の
武器となるのです。もし、あなたの弱い記憶が私の教えを忘れたとしても、この印刷された言葉は、私が教えたのと同じ説
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得力をもってあなたに語りかけることでしょう。これらの教えの光は、あなたが証しする人々 の心に浸透し、彼らは震撼し
、私の聖霊としての顕現を信じることでしょう。 

26 あなたにとって、戦いの時が来て、人々 が強い気持ちと勇気を持ち、信仰に燃えているのを見ることになるでしょ
う。その時が来たかどうかを知るには、仲間に尋ねる必要はなく、あなたの父があなたに呼びかけていることを感じ取るの
です。預言者たちは、その責任が終わらないので、目を覚ましていることでしょう。彼らの霊的な目は、畏敬の念と愛情を
もってその世界に入り込み、そこから人々 を良い道へと導く兆しをはっきりと見ることができるのです。そして、この世界
にも、その成就の時を告げる出来事がある。 

27 すべてを説明し、照らし出すこの単純明快な御言葉を通して、まだ理解していないことがある、そんな時のために
、あなたはまだ何を知りたいのでしょうか。また、同じように明瞭に指導し、真の教師、人の助言者となるべきである。 

28 国々 は防衛のためにあなたに期待し、預言者たちは信仰を見出すでしょう。あなたの癒しの言葉は病人に望まれ、
あなたの助言は緊急に求められ、あなたの祈りと執り成しは試練の時に同様に求められることでしょう。 

29 あなたの使命を果たすために、今がどんなに美しい時代になることでしょう。あなたの魂が開花し、あなたの才能
が開花する、素晴らしい機会です。無益に生きていた多くの人々 が、善良さのうちに強くなり、役に立つ仕事、意義ある仕
事をするようになるのを見たとき、あなたはどんな幸福を感じることでしょう。 

それは、あなたの隣人を救済し、彼が失った光を取り戻し、彼が神の恵みの一部であると感じるようにすることです。
奪われたものはすべて、神の平和、神の知恵、神の愛の所有者となるために、再び所有することになるのです。 

30 この時のための準備には、神秘主義や人間の理論を含んではいけない。あなた方は、カルトや形式的なものに仕え
るのではなく、活動の時間に入る単純な教師でなければならないのです。 

31 人類は今、霊的生命に目覚めつつあり、まもなくその歩みを明らかにする大きな出来事を目撃することになると理
解してください。長い間敵対していた国々 が同盟を結び、お互いを認め合い、多くの対立する人種が融合するのを見ること
になるでしょう。霊性に根ざさず、人々 を支配してきた教えは、これまで救われると宣言していた人々 によって排除され、
高みに傾いた新しい教えが生まれるだろう。私は、それらが最も純粋な精神性に先行する運動となるため、妥当性を得るこ
とを許可する。しかし、このようなプロセスが地上に現れるのを見れば、人の精神がまた大きな時代の終わりを迎えようと
していることがわかるでしょう。 

32 今日、賢者と呼ばれる多くの人々 は、その時代に頭を悩ませ、取り乱すだろう。一方、正義を愛するがゆえに迫害
され、恥をかかされた人々 は、その志、健全な理想が、バランスと道徳的刷新の時代に輝きを増すのを見ることになるだろ
う。 

33 霊的生命はこの惑星に完全に顕現し、その影響をすべての人間に及ぼすようになるでしょう。そして、これまで物
質主義者であった人々 は唇を閉じ、本を閉じ、霊的な目を開いて、彼らが否定していたその生命を見、大勢に対して閉じて
いた扉を開くことになるでしょう。 

34 あなたは私の光が地球上で輝いているのを見るでしょうし、すべての魂が啓発されるでしょう。宝物庫は開放され
、中を見たい人は少しの愛情をもって準備すれば、誰でも見ることができるようになる。 

35 もし人類が私の教えを知り、その意味を理解するならば、人類はそれに信頼を置き、それが正義と愛と隣人への敬
愛のうちに生きたいと願うすべての人間にとっての安全な道、導きであるという確信のもとに自らを強化することでしょう
。 

この教えが人々 の心に根付けば、親は徳を、夫婦は貞節を、子供は従順を強めて家庭生活を明るくし、教師は知恵を満
たすことができるのです。支配者を寛大にし、裁判官を真の正義を行使するよう鼓舞する。科学者たちは悟りを開いたよう
に感じ、この光は人類の利益とその精神的発展のための偉大な秘密を彼らに明らかにするだろう。そうすれば、平和と進歩
の新時代が始まるでしょう。 

36 スピリチュアリズムとは、神秘主義でも狂信主義でもない。この教えは、礼拝を簡素化し、魂を最も純粋に高揚さ
せることを勧めています。この道を案内し、一歩一歩真実の道を歩ませてくれるのです。 

37 私を理解し、私の教えの真髄を知る者は、何と少ないことだろう。また、私の弟子たちの中に、彼らの先祖の伝統
や習慣にとどまりたいという願望があるのを見 

ている。しかし、私はその小さな者、弱い魂を助け、強くなって最初の弟子たちに追いつくようにするのだ。 

38 この民の使命は、この地の谷が天の故郷の反映となり、その住人が私の国に住む義人の似姿となるように、私の言
葉を説き、その道に蒔くことによって、この世の平和のために働くことである。 

39 この世で目標を達成するためには、戦い、苦しみ、涙を流さなければならないが、闘争心を失ってはならないので
ある。人の心の不完全さや硬さに揺さぶられることはあっても、仲間を裁くようなことはあってはならないことです。 

第二の時代には、私の弟子たちによって、仲間の誰一人として非難されることはなかったことを忘れてはならない。私
だけが、私に従う者の行いを正し、裁いた。もし、他人の行いに憤慨する者が私に近づいて、「主よ、あの兄弟はなぜ罪を
犯したのですか。そのために彼はどうなるのか、彼の人生の道においてどんな結果をもたらすのか"、私は彼に答える。"も
し彼が罪を犯したなら、同じ過ちを犯してはならないし、彼のために罰を期待してはならない、そうすれば自分はより完全
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であり、私にふさわしいと感じることができる。"と。私が弟子たちと最後の晩餐を祝い、ユダの働きが皆に知られた日で
さえ、私の現存は沈黙を命じ、誰も彼を非難せず、不正や裏切り者と呼ばず、彼を叱り、恩知らずと呼ぶ者はいなかった。
この沈黙は、弟子たちがすでに師からこの教訓を学んでいたからであり、ユダの良心だけが彼に責任を求め、彼を裁いたの
である。 

40 この時代、あなたもそうであるべきだ。どんなに無知で欠陥のある仲間であっても、裁いたり、非難したりしては
ならないのだ。あなたの心配は私に任せて、良い弟子としての務めを果たしなさい。もしあなたが虚栄心なく誠実に行動す
るならば、あなたの周りの人々 の心の中に反響を見いだし、やがて同じステップを踏み、同じインスピレーションに従う人
を々見ることになるでしょう。 

41 皆さん、見ていてください、祈っていてください統一と平和のために努力する。もう今年も残りわずかですが、一
致団結してほしいですね。私はヒバリの羽の下に、すべての雛が避難しているのです。だから、散り散りにならないよう、
温かく見守り続けよう。私はしばしばあなたがたを指導してきた、あなたがたは後に続く者たちをどのように導くかを最初
に知ることができるように。その中には安定しない人もいるので、その人たちを助けることも必要です。また、わたしの言
葉をよく聞いている人の中にも、弱い人がいる。私の言葉を彼らに繰り返し伝え、彼らが道を踏み外さないように温もりと
命を与え、あなたの作品でこの世界の平和のために働きなさい。祈ること、この祈りが仲間の人生を明るくするのです。そ
して、あなたの魂は、平和のヒバリに変身し、主人のように地表を飛び回り、善意のすべての人に私のメッセージを伝える
だろう。 

42 しかし、種を土に埋めた時点で、その種蒔きの結果を期待してはいけません。霊的な種は、あなた方が畑に蒔いた
種と同じように発芽する場所がないことをお話ししました。物質的な種が7日で発芽するなら、精神的な種は7秒でも、永
遠の7段階でも発芽することができるのです。愛情をもって種をまき、育てれば、いつの日か、永遠の命に属するあなたの
霊魂は、まいた種が発芽し、成長し、花を咲かせ、実を結ぶのを見る喜びを味わうことでしょう。しかし、それだけでなく
、たった一粒の種を蒔いたその実が、どんどん増えていくのです。 

43 このように、私はあなたが理解できないことを教え、説明し、あなたが魂的に強く、身体的に健康であることを見
たいので、私は毎日あなたを強くするのです。 

44 弱さや病気を感じている人は、私の前で自分を強め、私の慰めを感じ、自分の運命への信仰と信頼を持って立ち上
がりなさい。この信念こそが、自分を支え、前に進み続けるための杖となるのです。 

あなたの苦しみが長いなら、私が与える力でそれを乗り越えなさい。もし、あなたが仲間の痛みを見て、それをなくしたい
と思うなら、慰めの源に来れば、その痛みはとても早く平和と笑顔に変わるでしょう。私は生命であり、人間であるあなた
方は皆、私の中に生きているのだから。 

45 もし、霊の谷に住む存在のために祈りたいのであれば、何日も何時間も設けて、その生き物を呼び、その生き物に
近づいてはならない。そして、彼らは霊的な生命に属し、永遠に生き、時間の経過に左右されないことを忘れないでくださ
い。 

46 今、その世界と交わりながら、身近な存在として生きていく。愛の絆を強めなさい。もし、あなたが地上で結ばれ
た存在たちが、あなたよりも霊的なはしごが高いのであれば、彼らはあなたの人生を助けてくれるでしょう。一方、もし彼
らが遅れていて、あなたの祈りと援助を必要としているならば、あなたが彼らに与えることができる模範は、彼らを助け、
そうすることによって、この世界の調和と平和を維持することができるのです。 

47 大切な人と再び一緒になることに焦りを見せてはいけない。この焦りは、それらの存在の姿、顔、行動を察知して
、ひとときでも楽しもうとする人間の心から生じている。この焦りを抑えて、再会の喜びの瞬間が来るまで、真の霊徳をも
って待つのだ。 

48 あの世の存在を見守り、祈る。何も必要としない人には、あなたの祈りは挨拶であり、キスであり、心の抱擁とな
るでしょう。しかし、あなたの助けを必要とする人々 にとって、あなたの祈りは試練と償いの道において、やさしさ、解放
、愛撫、励ましの声となることでしょう。自分の家、自分の属する世界、自分を待っている世界へと昇ることができなかっ
た霊たちが、その祈りによって引き寄せられるこの世界からの声を受け取るとき、彼らは眠りから覚め、死から立ち上がり
、救いに向かって努力するようになるのです。 

49 しかし、人類はこれらの存在の人生を照らす方法も、その物質化を排除する方法も知らないのです。自責の念と痛
みの鎖を断ち切ることはできない。 

光を持つあなたは、あなたの知らないこの世界に祈りと慈悲を与え、彼らが自らを解放し、彼らの属する人生への道を
歩み出すのを助けてください。その存在に萎縮することなく、恐れることなく。私はあなた方を集めて一緒に祈り、私のも
とに来させているのです。こうして私は、すべての人を覆うために広がるべき平和を与えるために、あなた方を迎えるので
す。あなたたちは、私の愛する子供たちなのだから。 

50 私の神聖な霊はあなたを包み込み、祝福します。光と力と知恵に満ち溢れるように、私の言葉を受け取り、私の意
志を知ることができるように、私の言葉を貫きなさい。受け取ったものを大切に守り、どう解釈していくかを知ってほしい
。 
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51 私の愛の表現で、あなたは私があなたに生命を与えていることを感じています。私の温もりと守りを感じ、寒さを
感じなくなり、信仰と希望に満ちた存在となるのです。 

52 私の言葉はすべて依頼であり、それを果たすために急いで出発してほしいのです。単純で謙虚な生き物を通して与
えられた私の予言は実現し、あなた方はその証人となるのです。 

53 私の仕事のために、あなた方の多くは悪く判断されるでしょう。しかし、自分の手で問題を解決するのではなく、
私に任せなさい、私があなたを守ります。この光を広げる努力と謙虚さだけ。 

     

攻撃されたら、私が与えた武器である愛と尊敬と謙虚さだけを使いなさい。あなたが批判されればされるほど、私はあなた
とともに私の力を顕現させる。そして、この世を越えて霊の領域まで見通す力を持つ者たちは、私の言葉を確認することで
、弱い者を強くするのです」。そして、高い彼方の声を聞くために空を飛ぶ才能を持つ者たちは、私のメッセージを伝える
準備をしなさい。これらの高次の顕現は、最大の試練の中にあっても、あなた方の魂を支えてくれるでしょう。 

54 あなたの作品は、永遠に書き残されるのです。したがって、私の奉仕に奉献されたあなた方は、その知性と言葉の
賜物を正しい方法で使いなさい。 

55 私の教えを種として与えるので、種をまき、育ててください。あなたの準備した心が、仕事を始める時が来たと感
じたら、その心を開き、飢えているすべての人に分け与えれば、種は増えていくでしょう。 

多くの人は、これらの教訓を理解する心の準備がまだできていないので、どのように良い知らせを受け取ればよいのか
分からないでしょう。また、貴重な果実を盗んで悪用しようとする者も出てくるだろう。しかし、その後、彼らは悔い改め
、「放蕩息子」のように私のもとにやってくるのです。しかし、私は、彼らが無知によって失った種を取り替え、善意のす
べての魂がそれを所有するようにする。 

56 私の教えの言葉の中に、あなたの精神が必要とするすべての光と励ましを発見する方法を知れば、あなたは最後ま
で私についてくるでしょう。あなたは疲れを感じることなく、わが言葉を知らせる仕事を止めることもなく、災難もあなた
を動揺させることはない。一つの教えを理解したならば、次の教えを理解し、私があなた方に残した無限の教えの本を読み
続け、あなた方自身を研究し養いなさい。生きていくために必要なものは、そこから取り出してください。わたしの弟子と
して生きなさい。 

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 350 
1 私は人間の代理人として、イスラエルの民の小さな群衆であるあなた方を迎える。あなたは私のコンサートを聴く

ために世間から離れ、物質というものの限界の向こう側を見ようとしているのです。私の保護のもとに道を歩ませ、一人一
人がランプを持ち、地上の道の終わりに到達してもつまずくことがないようにするのだ。 

あなたの魂が肉から離れ、わたしのもとに立ち上がり、その業をわたしに差し出せば、あなたのすべての行い、あなた
の歩みが、あなたの人生の書物に記され、わたしとともに、あなたの業を裁くのを見ることになるのだ。 

2 今日、私はあなたの魂が自由に任務を遂行し、奉仕する準備ができ、私のインスピレーションに注意深く、人生の
旅の終わりが近い、非常に近いと見て、私があなたに与えるべき報酬をすぐに受け取ると感じている姿を見たいのです。 

人間の理解力によってわが言葉を理解し、わが戒律の中で生き、愛と赦しを蒔いた者たちよ、私のもとに来なさい。 

3 私の言葉を心に刻み、それに従って生活する者はみな、私の王国を持ち、健康、霊感、預言の賜物を持つようにな
るのです。そうすれば、私の弟子たちは、無知であろうと学識があろうと、貧乏であろうと金持ちであろうと、子供であろ
うと大人であろうと、私の法を実践することができるようになるのです。 

無学な者が悟りを開き、知恵を絞って話すようになる。この世に何も持っていない人は、自分自身がすべてを持ってい
ると感じるでしょう。自分の宝物を持たない人にも分け与えることができるので、彼の心は喜びに満たされるでしょう。そ
して、魂が大きく成長した子供たちは、決意を持って語り、その証言は新しいイニシエーションたちの信仰を燃え立たせる
でしょう。 

4 私から学んだ者たちよ、謙虚になり、忍耐をもって指導し、仲間の過ちを許しなさい」。 

5 私は、最高の完成度で私と交わる新しい世代に命を与えるために、あなたを用意したのだ。その時、人は私が彼ら
のもとにやってきて、彼らの魂に私の王国を築くのを見るだろう。 

6 ライブアラートであらゆる試練に備える。今日、あなたは人類の痛みとあなたの痛みを私の前に持ってきました。
しかし、私はあなたがたに言う。そのカップを外し、平和を感じ、それを発信する。私はあなたを撫で、あなたに喜びを与
えます。苦痛や悪徳から魂を解放するとき、あなたはもう一段階上のレベルに到達し、「神の業」のマスターと一緒に仕事
をした幸福を感じることでしょう。 

7 私の天使たちは、あなたたちとともにいる。あなたの主であるわたしは、あなたの道に同行する。 

8 私は今、あなたの心の中に聖域を築いているのです。私は壮麗な邸宅も、人間の無駄な贅沢品も求めない。私は、
私の呼びかけを受け入れる、素朴で優しく謙虚な心を形成しているのです。 

9 私が人間の知性を通してあなたと接することができるのは、ほんのわずかな時間だけです。明日、世界に平和を与
えるために、私はあなた方を準備しているのです。私の慈悲は、失われた者を破滅から救う。純粋な魂にだけ目を向けるの
であれば、私は父ではありませんから。正しい者はすでにわが王国に住んでいるのだから。 

10 人間は様々 な信仰によって私と接触したかったのですが、霊的に止まってしまいました。だから、わたしはあなた
がたにわたしのことばを託したのだ。明日、あなたがたは立ち上がり、人が自分の不完全さを見ることのできる澄んだ鏡と
なるように。 

11 私はすべての人の心にとても近い存在ですが、人々 は私を理解していません。私は、あなたがたが私を理解できる
ように、あなたがたの母語で話した。もし、私がもっと選ばれた言葉であなた方に私の教えを伝えたとしても、あなた方は
私を理解することはできないだろう。それゆえ、弟子や子弟が混乱し、わが愛を拒絶することのないよう、簡単な言葉で語
りかけるのです。 

12 あなたの装備と刷新によって、人類は善を受けるでしょう。このような装備を持つ者が一人いれば、人類を苦しめ
る災難は祈りだけで止められるからだ。 

13 私は、あなた方が理解していないことを説明しているのだ。明日、あなた方も完全な明晰さをもって人類を指導す
るために出発するのだ。もし、千の心が鍛えられたなら、私は彼らを通して私の教えを広めるだろう。 

14 第二の時代、私はわが子十二人を選んでわが使徒としたが、彼らは私に従うための財を忘れ、親族を捨てた。 

彼もまた、私と一緒にいた。私が「地の富を捨て、自分の十字架を負い、私に従いなさい」と言った者である。しかし
、富を手放したくない彼は、"主よ、私はあなたに従うことができません "と私に告げたのです。 

15 私は慈悲深いので、あなた方に犠牲的な死を要求することはない。私の弟子たちも、自分の意志で、私の神聖な律
法に従って、人の漁師になろうとしたのですから。 

16 今日からあなた方は私の弟子です。しかし、喜びと慰めと平安を得るために、あなたがたの心の中に私の言葉を庇
護しなさい。 

17 第二の時、姦通の女が群衆に迫害されたとき、私は彼女を迫害する者たちにこう言ったことを思い出してください
。同じように、この際、不倫相手をもう一回だけ許してあげよう。だから、あなたがたは隣人のことを気にするなというの
です。彼らを非難するために裁判官になってはならない。あなた方にも言っておくが、「あなた方の中で、落ち度のない者
はいるか」。 
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18 私は光であり、慈悲であり、あなたに何が欠けているか知っている。それゆえ、無防備な人類が私のもとにやって
きて、「あなたの苦しみを耐えうるものにしなさい。私は慰めであり、慈悲であり、許しである。" 

19 この時代、人類は自分たちが育んできた思想に混乱し、そのためにあなた方の多くは第三の時代におけるマスター
の存在を疑っています。しかし、私の子供たちよ、覚悟を決めて、この言葉が私の神聖な霊から湧き出ていることを理解し
なさい。 

20 私の神性の顕現の形を、人間の理解力によって理解できるように、私はあなたたちに光を与える。声の担い手は、
私が用意した道具に過ぎず、その媒介を通してあなたに語りかけるのです。私が来たのは、単純な心、不器用な心、饒舌で
ない唇を使って、あなた方に律法と正義と愛について語ることによって、自分自身を知ってもらうためだと書かれている。 

21 私はいつでも、偉大な光の魂を地上に転生させ、彼らの模範と愛によって、人類が混沌、憎悪、混乱から救われる
ように送ってきた。 

22 愛する人々 よ、第二の時代の使徒たちのように、あなたたちも人を釣る者に変えられると、私は告げたのです。愛
を持って、苦しむ人を慈しみながら、あなたは道を歩み出すのです。その時、どんな心があなたを道連れにするのでしょう
。混乱した魂は、私の教えの光と水晶の水を受け、その渇きを癒すだろう。 

23 悪が栄え続けることを許してはならない。青春は滅びる、処女はその柔らかな青春のうちに泥沼に引きずり込まれ
る。仲間を憐れんでください。見よ、人類が今、空にしている苦しみの聖杯を。 

24 私の予言は今、現実のものとなっている。だから、いざというときに弱音を吐かないように、準備をしておいてほ
しい。 

25 私は今、諸君に託した訓示の使者として、諸国に派遣すべき者を選んでいるところだ。私があなたの肩に載せたこ
の十字架を、あなたは重荷として受け止めてはならない。 

私はあなた方を、最初の者から最後の者まで、私の働き手に変えようとしているのだ。私の霊魂があなた方を見守り、
あなた方が戦場に出て、第二時代の使徒のように、あなた方の所有するものを地上に残すとき、私はあなた方が人類を改宗
させるために必要なすべてのものを与える。 

26 私は、144,000人のしるしある者が、わが選ばれし民イスラエルを形成することを象徴的に告げた。あなたは救
命ボートを世界に示し、あなたの仲介で私は人類に平和と安らぎを与えるでしょう。 

27 あなたを苦しめるのは、私ではありません。あなた方の苦しみの原点は、あなた方の不完全さと不従順さにあるの
です。私はあなた方にこう言った、「目覚めよ、愛する人々 よ、試練があなた方の扉を叩いている」。しかし、皆が見守っ
て祈れば、試練は取り除かれ、誘惑が近づいてもその網にかかることはないのです。 

28 試練を無事に乗り切るために、私の光で印をつけたのだ。この贈り物は、地上のあらゆる富や財宝よりも価値があ
る。それは、この第三の時代に私があなたの魂に押し付けた神聖なキスであり、最大の不幸と人生の最も困難な瞬間におい
てさえ、あなたが私の平和を感じることができるようにするためのものである。 

29 心身の不調を癒すヒーリングバームが入ったギフトです。自然の力が解き放たれたときにそれを止める力があり、
不和や戦争を平和に変える武器を持っています。それはあなたの精神的遺産の一部であり、この時期に利用し、発展させる
べきものです。 

30 あなたの心は、人生において何か大きなものを得たいと願っていた。しかし、あなたが手に入れるのは、世の中の
所有物でも富でもなく、霊の財であることを知らずに。 

31 人は、天の父のようになること以上に大きな野望を抱くことができるだろうか。これこそ、あなた方が育むべき最
大の願いです。 

32 あなたの主のようになることは不可能ではありません。そのために、私はかつて人としてこの世に生まれ、私の人
生と模範を通して、愛と義において神霊のようになることをあなた方に教えるのです。本当に言っておくが、ひとたびあな
たが私のようになることに人生を捧げれば、他の道では無駄に求めていた幸福と平和を見いだすことができる。これでもう
、あなたの良心は、今のあなたの罪のように、毎日、毎回のようにあなたを責める必要はなくなります。 

33 私を愛し、イエスにある私を手本としなさい。ガリラヤ出身の謙虚な師を通して、私の力と知恵と富が世の中のも
のよりも偉大であることを証明した私を思い出してください。なぜなら、わがすべての業は、万物を創造した生命、力、光
の源である愛から生まれたからである。 

34 同様に、この第三の時代には、私の作品を手本とする者が勝利を収めることができると、私はあなたに告げます。
あなた方が戦う武器は、私があの時使ったものと同じものだからです。 

35 私がイエスを通して「私は世の光である」と言ったのなら、あなたにも仲間の人生における灯台のような存在にな
ってほしい、あなたの存在が常に有益で、あなたの影響が有益であるように、あなたの考えが純粋で、あなたの感情が正直
であるように。そうすれば、人生がいかに楽であるか、地上での生活苦がいかに楽であるか、そして隣人に仕えることがい
かに美しいかを体験することができます。そうすれば、あなた方は功徳によって光の子となることができるのです。 
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36 私の言葉に影響されて、あなたの心にどんな願望が芽生えるだろうか？この世の惨めな願望？いや、愛する人たち
よ。私の言葉は、あなたの魂を真理の道に高めようとする崇高な願いを、あなたの中に呼び覚ますのです。 

37 また、あなたがたが貧しく、泣き、惨めで病気がちで、ぼろぼろになったり飢えたりするのを私が見たいと思って
、私の教えに間違った解釈をすることも望んでいない。そうすれば、この世で必要なものを手に入れ、精神がその賜物を発
揮し、使命を遂行するための時間を持つことができます。 

38 人びとよ、わたしはあなたがたを、この時代の人類の預言者となるように準備しているのだ。 

39 私はあなたに言います。もし、欺瞞と嘘を蒔くことがあれば、痛みと涙でその汚れを洗い流さなければならないし
、その嘘が広まれば広まるほど、また害を及ぼすほど、あなたの浄化はより大きくなる。人類に悪を広めた者が、正しく「
光の子」を名乗れるのか？いや、愛する弟子たちよ。 

40 毎日毎日、私の教えを受けに来る大勢の人たちよ、私はあなたたちにどれほどの光を与えてきたことか。眠くなっ
たり、何かの試練に驚いてつまずいたりするのは、フェアではないと考えてください 

41 あなたの心は、苦痛に満ちて私にこう言います。"ご主人様、私たちに不貞や裏切りや失敗ができるとお考えです
か？"しかし、私はこう答える：そうだ、人々 よ、確かに私は君たちが約束を破ることができると考えている。第二の時代
の12人の弟子の中に、私が提供する王国はこの世のものではないと確信したとき、私をこの世の正義に引き渡した者がい
なかったか？ペテロは、百人隊長が私を逮捕したとき、致命的な一撃を与えたのではないでしょうか。この弟子は、このよ
うにして師を守り、書かれているよりも長く彼を留めようとしたからです。トーマスは、私がいつも彼らと一緒にいると何
度も約束したにもかかわらず、私の霊的な存在をあえて疑わなかったのでしょうか。なぜ、今日、あなたを疑わなければな
らないのですか？ 

確かに、すべての人が試練の時に私の言葉を無視するわけではありません。今日も、その時と同じように、誠実な人が
いて、従順な人がいて、強い人がいるのです。 

42 弟子たちよ、この時ばかりは「誘惑に陥らないように見守り、祈りなさい」と言うのです。 

43 イスラエル：あなたがたの心が冷えているのを見ると、わたしの霊は悲しみ、新たに従おうとする決意を見ると、
喜びで満たされる。 

1950年以降、激しい嵐があなたを襲うことは承知しています。しかし、あなたがたは、わがみことばの光によって、
あらゆる災難から私が救った「選ばれし民」である。 

あなた方の間でも、不誠実な言葉が多く耳に入るだろうが、私の選んだ者たちの間で混乱が起こらないようにするため
だ。しかし、これらの出来事において、私の真理は嘘を排除し、私の聖霊の光によって、あなたたちは強くなり、私の仕事
を守る方法を知り、あなたたちは光の子であるため、他の人から混乱を遠ざけることができるようになる。 

44 私が世の光であるように、あなた方も人類の一員でなければなりません。人々 は、わが霊感に耳を貸さなかったた
めに、苦しみ、泣くのです。しかし、彼らを指導するのはあなた方です。あなたは道行く人のオアシスとなり、おとなしく
私の平和を与えなければならない。 

45 もし、あなたがたが心の準備をしないなら、わたしは最後の者が最初になることを証明し、たとえ、わたしのこと
ばを聞かなかったとしても、その心にわたしの律法を書き記すであろう。 

46 イスラエルよ、わたしはあなたがたに言う、あなたがたは人に光と平和を与える助言者となる。あなたは適切なタ
イミングで私の仕事を守り、最も手に負えない人の心にやさしく語りかけることでしょう。そうすれば、彼らが優しい子羊
になるのを見ることができます。 

あなたの魂に退行を残すだけだからです。光と指示をもたらすために団結する。 

47 善と悪の結果を子供たちに認識させる。私が与えた模範を彼らに教えてください。明日、私に仕える者たちの中に
いるのだから、彼らを準備しなさい。私は、あなたが幸せで穏やかで、良いことだけを考えて、わが聖霊の光に導かれるよ
うにと願っているのです。 

48 どんなときでも、私はあなたをすべての悪事から守る。同様に、あなたは他の人のために祈るべきだ。捨てられた
子供たち、泥沼に引きずり込まれた若者たち、配偶者の不貞など、あらゆるところに痛みを見て取る。しかし、男たちに批
判されている罪深い女に出会ったら、真の道を教え、彼女を取り巻く苦悩や動揺から取り除いてあげれば、彼女は自分を新
しくし始めることができます。 

49 イスラエルよ、世界を憐れみなさい。私が第二の時代に話したように、あなたがたも私の言葉を伝えなさい。 

50 私は人類に第三の遺言を残します。そこには、あなたの汚点を見ずに受け取るに値する知恵の宝が含まれています
。私は愛と完璧であるため、あなたに届きますよ。しかし、エリヤはあなた方の魂をもっともっと浄化してくれる。 

51 あなたがたは、わたしに耳を傾けるために、世間から身を引いている。わたしは謙虚な者たちとともに、彼らの心
の中に聖域を築こうとしているのだ。 

第二の時代、私は愛と慈悲と許しという私の教えを与えるために、あなた方に語りかけたのです。しかし、世界はその
理解に従って他の信条を作り出しました。しかし、父である私は、すべてのわが子たちを啓発し続けてきた。 
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あなたがたの多くは、私に「父よ、私の仲間は間違っているのでしょうか」と言います。なぜ、あなたは彼らに道を示
さないのですか？しかし、祝福された人々 よ、本当にわたしはあなたがたに言う。あなたがたを照らす光、すなわちわたし
があなたがたに与えた命令は、すべての人に等しく与えられている。しかし、人々 は自らの自由意志に従い、私を受け入れ
ようとはしなかった。 

私は子供たちに無理強いはしない。一人一人が自分の意志で、自分の努力で私の道に来なければならない。私は今、全
人類を啓蒙しているのだから。ある者はわたしに耳を傾け、ある者はわたしに耳を傾け、ある者はわたしに耳を傾け、ある
者はわたしに耳を傾け、ある者はわたしに耳を傾けました。他の人には直感で道を示し、また啓示によって第三の時代の光
を受け取ります。 

52 私はいつでも愛を説いてきた。なぜなら、愛こそが、私のすべての力を込めた防御であるからだ。愛を持って生き
る者は幸いである。その者は、人生のあらゆる問題を徐々 に克服していく。愛をその身に宿し、それをその身に現す者は幸
いである。これらの働きは、本人にとっても、他の人にとっても祝福になるからです。 

53 私の子供たちよ、私を父として、また聖霊として認めなさい。そうすれば、もはや偶像崇拝の中で私を求めること
はないでしょう。あなたの魂には、いつも聖霊の光として私が宿っている。 

54 もしあなたが慈悲を行使するなら、私はその慈悲の中にいる。もしあなたが私の命令のすべてを果たすために出発
するなら、幸せな、祝福された人々 であれ。私の祝福は永遠にあなたの中にとどまるだろうから。 

55 あなたはもう、これらのツールを通して私の言葉を聞くことはないでしょう。しかし、この時間はあなたの魂を準
備するために運命づけられており、1950年以降、戦いが始まるのです。私はあなた方から離れないが、あなた方自身が霊
的になることが必要である。覚悟を決めた者たちを通して、私は霊から霊へと自らを現し続けるからだ。先見者は私を見続
け、霊化する者には直感を通して語り、彼らの中には直感が宿るだろう。 

57 祝福された人々 ：第二の時代、私は弟子たちに「天と地のすべての権威は私に与えられている」と言いました。 

同様に、祝福された人々 よ、私は今あなたたちに言う。あなたたちは準備された弟子たちであり、地上のあらゆる道に
行って、わが言葉とわが愛を伝えなければならない者たちである」。 

もう一度、あなたの受けたものは嘘に過ぎないと、心の中で疑って言う者が立ち上がる。信じてもらうためには、順番
に私の脇腹の傷に触れてもらう必要があるのです。 

58 私は、長い間私の言葉を聞いていたにもかかわらず、私の弟子イスカリオテのユダのように私を拒絶し、私の仕事
を売り渡す者を見るのである。しかし、私はその心に近づき、私の義によってその心から不真実を取り除く。わたしの仕事
は純粋で清く、傷のないものだからだ。それは、すべての心と魂に、その純粋さをもって立ち現れるだろう、これがわが意
志だからだ。 

59 父のもとに来なさい、あなたのために用意された宴会に来なさい。このテーブルの上には、あなたの魂に捧げる永
遠の命のパンがあります。私は弟子たちを準備している。それは、明日、あなたがたが父と共にあり、父の聖域として準備
したために、父があなたがたの心に宿っていることを証しするためである。 

60 あなた方は、私の宝物庫から「死者」に命を与える力を授かった者たちであり、あなた方の主人のようになるため
である。 

61 私が教えたとおりにあなた方が準備する方法を知っていれば、私の霊的利益はあなた方とともにあり、あなた方が
達成した霊性によって、あなた方は光の子であり、私の高い属性を内に持ちながら、最も謙虚であることを同胞が認識する
ようになるでしょう。 

62 立ち上がりなさい、愛する人々 よ、魂の歩みを止めてはならない。師匠の教えを胸に刻み込んでください。あなた
がたが人間の理解力によってわたしの声を聞くことができるのは、ほんのわずかな時間だからです。 

63 次の世代のために第三の試練を準備する。大勢がやってくる。準備ができたら、私の聖霊の霊感のもと、彼らに語
りかけるのだ。 

パラブル 

64 ある大邸宅の所有者である紳士が、大木の前に現れた。その近くには、澄んだ水が湧き出る泉があった。この場所
で、通りかかった放浪者に声をかけて、その木の陰で休み、その泉の水で渇きを癒すようにと誘いました。 

65 その時、主は七人を選んで言われた、「あなた方は私の恩恵を求めたので、今からこの土地の大部分を一人一人に
任せ、あなた方はこの土地で良い働き手として働き、この種をまき、手入れをして、豊かな収穫を得なさい。大勢の人がい
て、飢えと渇きに苦しんでいるからだ。"そして、その主は、種と労働の道具を彼らに託し、皆に、この地で働くようにと
言われた。 

その主が去った後、彼らも大勢の人々 を受け入れることができるように、木を植え、泉を見張り、さらに、「あなたは畑を
整え、この金の種をそこに置くがよい。あなたはこの泉の水で畑を灌漑して豊かな収穫を得、力ある木を手入れしてその実
が常に美味しくなるようにしなければならない。そして、飢えと渇きと疲れた群衆がやってきたら、木の陰とその果実の甘
さを提供するのだ。あなたは彼らにパンと水を与え、彼らが強く感じ、私の平和をその中に運ぶようにしなさい。" 
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その主は男たちにこう言われた。"私はこれから去っていくが、あなたたちは私の存在を心のすぐそばに感じ、私のま
なざしがあなたたちを見つめ、私の耳があなたたちを聞くだろう "と。  

譬え話終了 

66 本当にあなたがたに言う。この第三の時代、わたしはわが働き手を呼び寄せ、彼らに嗣業を与え、あなたがたの父
のように宴会を準備し、わがことばに飢え渇く者たちを迎え入れるようにした。彼らは、私があなたに託した霊的な宝物を
、あなたの仲介で受け取ることになります。 

67 あなた方は、霊的なハードルに導かれた私の羊です。この時、あなたを導く羊飼いは、エリヤの霊です。誰もこの
羊飼いを見てはいないが、誰もが彼を感じている。自覚している人もいれば、知らない人もいる。 

68 エリヤは第六章で第六の封印が解かれるとすぐに、その権威を持つ私によって生命の書を開いたのだ。 

69 第六の封印は何を明らかにしたのでしょうか？この時、世界に示すべきメッセージは何か、その胸に秘めていたの
だろうか。霊的生活、自分自身の知識、自分のすべての資質の啓示、霊的賜物の展開方法、心による霊的顕現、霊から霊へ
の顕現などです。 

70 あなたの魂は、悟りを開いたと感じ、メッセンジャーや天使に守られている自分を見て、歓喜に満ち溢れています
。あなたの羊飼いに忠実であれ。そうすれば、あなたの地上の旅の間中、今あなたにあふれているこの祝福された平安を感
じることができ、この異教徒、偶像崇拝、物質主義の世界の前で、彼が私の正義を宣言しても、身を隠すために逃げる必要
はないだろう。 

そうだ、人々 よ、エリヤはあなたがたの間にいて、もう一度偽りの神の祭司たちを試し、どちらがまことの神であり、
どのように礼拝すべきかをもう一度示してくれるだろう。しかし、エリヤは人間になるために来るのではありません。霊が
地上に現れるのに人間の肉体は絶対に必要というわけではありませんし、ある世界と別の世界との間のコミュニケーション
の扉を開く鍵を持っているエリヤの肉体は絶対に必要ではありません。 

71 霊界は、その存在と存在を証明するために、さらに人々 の近くにやってくるでしょう。新しい時代の幕開けを告げ
るサイン、証拠、啓示、メッセージがいたるところに現れるだろう。 

72 宗教家がそのメッセージを信じる人々 に恐怖心を与え、科学がその事実を真実でないと宣言するため、人々 の間に
争いが起こり、動揺が生じるでしょう。 

そこで、庶民は勇気を出して立ち上がり、自分たちが受け取った証拠の真偽を証言するのです。科学から見放された人
が々立ち上がり、奇跡的な治癒と、無限の力と絶対的な知恵の啓示を証言するのです。 

一般人や無名の人々 の中から、光に満ちたその言葉が神学者や哲学者、学者を驚かせるような男女が現れてくる。しか
し、論争が最も大きくなり、貧しい人々 が辱められ、彼らの証言が高慢な人々 によって否定されるとき、エリヤが学者、領
主、支配者たちに責任を求め、精査するときが来るのである。 

その時、偽善者と偽善者に災いあれ。完全な正義は、その時、彼らに下るのだ。 

それは審判の時であろう。しかし、多くの魂がそこから真の命へと蘇り、多くの心が信仰へと復活し、多くの目が光へ
と開かれるのです。 

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 351 
1 私は光であり、愛であり、慈悲であり、許しである。あなたの善と人類の善のために必要なものを、私から受け取

りなさい。 

2 愛する弟子たちよ、師の周りに集まっているあなたたちよ。あなた方は、私の知恵を受け、あなた方の人生に方向
性を与え、私があなた方に与えた使命を果たすために来たのだ。 

3 もし、あなたの師匠が私の知恵のすべてを語ったとしても、あなたはそれを理解することはできないでしょう。そ
れとは別に、わが宝庫にあなたがたのために蓄えておいたものを、あなたがたに発見するメリットがあろうか。魂の高揚こ
そが、わが神聖なる霊感を受けるにふさわしいのだ。 

4 あなたたちは進化してきた。この間、私はあなたたちがすでに理解できることを明らかにしてきた。しかし、あな
たがたの理解に限界を設けるのは私ではなく、あなたがた自身が、私からもっと多くを受け取ることができるようになるた
めに、もっと上昇しなければならないのです。 

5 人類の世界観を統合し、この教えを第二の時代のイエスの教えと、第一の時代の預言者や覚者たちによって語られ
たものと統合する方法を知るために、あなた方が自分の使命は何か、あなた方に語りかけた者の教会をどのように自分の中
に設立すべきかを理解するには、私が教えたことで十分である。 

6 この時代に私が来たのは、多くの人が期待しているように、肉体的な形ではありませんでした。しかし、あなた方
は、人類に第二、第三の時代の私の教えを理解させる存在になるのです。 

7 わが民よ、この形での私の宣教を終える時は近い。しかし、あなた方はさらに自らを備えなければならない。 

8 世の中には、さまざまな誘惑があります。しかし、あなたが私の仕事をよりよく理解するほど、あなたが肉体を支
配するほど、あなたはますます完璧に近づいていくでしょう。 

9 あなたの魂が、目指すべきゴールである永遠の完全への上昇の道を歩み続けるために必要な高みに到達できるよう
、自らを霊化するのです。 

10 第二の時代の私の言葉、「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい」を思い出してください。し
かし、今、私はあなたに言います。「あなたの体に相応のものを与え、あなたの魂に相応の高揚と進歩を与えてください。 

11 今、私の「ことば」は人間にはなっていない。それは、あなたが理解できなかったことを明らかにするために、雲
に乗って「霊的に」あなたのところにやってくるのです。 

12 長年にわたり、誘惑はあなたの道に存在感を示してきました。それは、あなたを真の道から迷わせ、混乱させ、あ
なたの心に不安を残そうと躍起になっているのです。 

13 私は啓示と直感を通してこの世界にメッセージを与え、準備された人間、選ばれた魂を送り、その仲介を通して人
類に語りかけてきた。そして、あなたの心が整うたびに、あなたはわが霊に庇護を与えてきた。私はあなた方の生活の中で
、教えとして、慈しみとして、平和として、自分自身を現した。しかし、あなた方が私の顕現を信じたかどうかは、私は気
にしていない。主人として、また父としての私の願いは、良心を通して、平和と高揚を通して、あなたに語りかける主の声
をあなたがたが認識できるようになることだからです。 

14 私はあなたの体ではなく、あなたの魂を救うために来たのです。だから、あなた方が第一時代の家長のように、第
二時代の使徒のように、第三時代のわが弟子となるように、愛をもって語りかけたのである。 

15 そのため、私の愛から遠ざかり、誤りに陥り、私の言葉を違うように解釈してしまったのです。 

16 あなた方は今、人間の知性を通してわが言葉を聞く時の終わりに近づいている。しかし、あなたが私の言葉に対す
る理解と習慣の欠如を示し、魂の高揚が少ないので、私は父の心に痛みを感じているのです。しかし、あなたの準備不足の
ために、私は人間の脳を通して自己を現し続けるのでしょうか？いや、愛する人たちよ。あなたがたは、わたしが完全であ
り、わたしの意志は一つであることを聞いたからである。 

父なる神は、その意志において人間のようでありうるだろうか。そうすれば、私は完璧ではなく、あなたの創造主でも
神でもありえなかったでしょう。わが言葉とわが意志が成就されないよりは、王の星が輝きを失う方が早いだろう。 

17 すでに第一時代に預言者たちはこの恵みの時期を告げた。そして今、私はわが聖霊の光によってあなた方の魂を準
備し、あなた方が日ごとにますます立ち上がることができるようにしている。 

18 あなた方は、声の担い手を通してわが言葉を聞いたことがなく、わがユニバーサル・レイの発現に立ち会ったこと
もない人々 が、私が彼らの心を整えるために立ち上がり、直感を通してわが神聖なメッセージとわが指令を受け取るのを見
るでしょう。彼らは第二時代の使徒たちのように私を愛するようになる。彼らとともに、私の言葉である「最後の者が最初
になる」が実現するのです。 

19 あなた方イスラエルの部族は、人類に対する責任を自覚し、あなた方がわが律法の運び手であること、私があなた
方に託した霊性の教えのメッセンジャーであることを自覚し、自らの使命を全うしなさい。 

20 イスラエルよ、心を一つにして努力し、我が律法と神の意志に従いなさい。私があなたの救いであることを、あな
たは知っている。 
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21 私の教えをあなたの心に刻み、私の神聖な輝きがあなたの魂に生き血のように注ぎ、あなたを強め、活気づかせ、
あなたが自分の使命を果たせるように、人類に対して兄や姉のようになれるように、従順と柔和をもって私のやり方で彼ら
を導く方法を知っているようにした。君たちは明日の教師である。 

22 あなたたち「最後の一人」。わが民を未知のものと考えてはならない。この時代、人類が彼らを通してわが慈悲を
得ることができるように、私はこれらの魂を転生させたのだ。 

23 人間の脳がわが法則に導かれることなく、唯物論、異教、偶像崇拝に陥り、不十分な人々 があえて「わが神性の代
表」、わが神聖な声、わが愛、わが光の口上を自称しているために、世界にはどれほどの混乱、どれほどのごまかしがある
ことか。しかし、私は彼らが利己主義、暗闇、狂信、偽り、不和を養っているのを目にします。しかし、私は完全者であり
、あなた方が許しを得ることができるように、霊化と愛の道を示している。 

24 物質主義と偶像崇拝が蔓延しているからこそ、人類は誘惑に陥ってしまったのです。 

25 私の真実を人類に語るために、マスターは誰を使うのでしょうか？わが選ばれし民イスラエル。 

26 師匠の周りに霊的に集まれ。あなた方は私の弟子であり、私の教えを開かれた書物のように与え、それとともに聖
霊の光の明晰さを与えた。あなた方は光の子であり、人類に霊性、愛、信仰を作品として示すことで、良い手本を示さなけ
ればならないのです。 

27 この教えは、あなたの魂を目覚めさせ、これが神と主の声、子を呼ぶ父の声であることを理解させるためにやって
きた一筋の光のようなものです──教えや実例や崇高な原理において、御自分を言葉として発露させる師の声によって、あ
なたの魂はわが神聖な精神の属性をまとっているのを見ることができるのです。 

28 愛する人々 ：私を手本にしてほしいのです。だから、私はあなたがたのところに来たのだ。私の声を伝える者たち
の知性を通して、私自身を知らせるために。この人たちは、私が選び、準備し、清めた人たちで、その霊的な賜物を通して
、あなた方が私の言葉を受け取ることができるようにしたのです。硬い岩から、あなた方の魂のために清らかな水を湧き出
させたのだ。 

29 この時代に来たのは、「盲人」に私の光を見せ、新しい日の光を示すためです。私の存在を証明するため、私の愛
と真実を伝えるために、あなた方のもとに来たのだ。あなた方が私の言葉を聞いたとき、その意味を理解し、信仰と愛に満
ちて父に向かって自分を高めてほしいのです。 

30 あなた方が自らを汚し、父から距離を置いたことに対して深い悔い改めを示すこと、つまり、霊的なものに敏感に
なり、自分の心を父のために準備する聖域とし、父の愛と平和、光、永遠の命を自分の中に運ぶことができるようにするこ
とです。 

31 そうすれば、あなたの目の前にある暗い包帯を取り去り、私の栄光を見ることができるでしょう」。世の中の官能
性によって、あなたは私のプレゼンスを十分に感じることができず、あなた自身のハートに注がれた私の知恵を評価するこ
とができませんでした。 

32 わが霊の恩恵にあずかり、この宝を受け継ぐ者となり、わが神霊に触発されて、苦しみ、困窮する人類に慈悲を示
すために明日出発するように、私があなたの魂に与えた指導はいかに完全で純粋であったことか。そうすれば、予言はあな
たのために実現するでしょう。 

あなたの仲介で、人類に救いの港、救命ボートを見せてあげよう。まことにあなたがたに告げますが、地上に住む民族
と国家、すなわち人間の大群は、道を踏み外し、恵みの命を殺してしまったのです。 

33 私はあなたに命を与えたのだから、あなたはもはや "死者 "に属していないことを悟りなさい」 

「私のもとに来る者は皆、復活するのだから。この命と力で、私と交わることができるようにしなさい。この光に、この栄
光に、目を閉ざしてはならない。わが子たちよ、父なる神の慈しみがいかに偉大であるかを知れ。 

34 あなた方は、人類に希望と安らぎを与え、その闇を照らす松明となるであろうから、私が信頼を置いている人々 で
ある。 

人は絶望の中で私を求める--

ある者は科学によって、またある者は偶像崇拝によって。女性、子供、若者、大人が、父の存在を感じないために嘆き、私
を呼ぶのを見たら ── 平和と慰めと慈悲をもたらすために戻ってくると約束したあの聖地 ── 

この人類が自らの痛みの中で浄化し自浄するのを見たら、あなたは備え、私と同調し、この人類のために監視し祈り、彼ら
があなたの仲介を通して私の声を聞き、私の聖霊の光で啓発されなければなりません。 

35 どんなに硬くなった心も、私の愛の衝動を感じさせ、もはや人類を苦しめる石とならないようにするのです。 

36 祝福されたイスラエルの民よ、今こそ、あなたがたの困難な使命の遂行に備え、確かな足取りで歩むべき時である
。 

37 私はあなた方を霊的に解放するために、あなた方が背負っている重荷を取り除くために、あなた方をこの世に縛り
付け、あなた方の魂が私のもとに昇ることを許さなかった鎖を取り除くために、私の言葉とともに来たのだ。 

38 君たちには、正義の精神化を期待したい。 
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39 愛と謙遜と柔和をもって、あなたの十字架を担え。私はあなたのキュレネオス*となる。人類に良き手本を示し、
その顔を映す明鏡となれ。慈愛の心を持ち、仲間と力を分かち合う。その笑顔で、父なる神様が与えてくださった愛を世界
に伝えてほしい。自然の力の無慈悲さに直面しても、私はあなたを一人にしておかないからです。 

誘惑と大きな試練があなたの道を横切るこの大きな危険の時に、私はあなたの中にいるので、あなたは私を非常に近く
に感じるでしょう。 

* スペイン語の原文では、Cyrenaeusは "Cirineo 

"と表記されています。イエスが十字架の重みで倒れたとき、その運搬を手伝った人の名前である。聖書では、キュレネのシモンと
も呼ばれている。 

40 律法を犯さず、私の愛から遠ざからず、世の中の悪に染まらないでください。ただ、あなたの父から離れることへ
の恐れを持て。この恐れは知恵の始まりであり、この知恵によってあなたは最高の幸福を得ることができるのだ。 

41 私がその手に委ねた仕事を見守る心構えを持ち続ける者は、私の宝庫から天の国の慈悲と私の祝福を絶え間なく受
け、人類の前で忠実な真の証人となるであろう。 

42 私はあなた方に光の武器、強力な武器を託した。あなた方が行く先々 で遭遇する誘惑から身を守るために。誘惑は
、私があなたに託した恵みと贈り物をあなたの魂から奪おうと、獲物を狙う鳥のように、いつでも用意されている。まるで
飢えた狼に食い荒らされるように。しかし、あなた方は、私が与えた真実に生き、その模範によって人々 にこの道を示す良
き弟子となるべきである。 

43 あなたがたが見もせず、祈りもしないとき、誘惑はつむじ風のようにやってきて、あなたの聖域を引き裂き、あな
たのたいまつの光を消し、あなたの指示を奪い去ったのだ。その時、あなたは私の慈悲を奪われ、困窮し、告発者のように
私の前にいることを感じたのです。涙を流して反省したんですね。あなたは再び父に憐れみを求め、私は再びあなたの手に
光の書を置き、あなたの心を澄まし、心を整え、新しい衣を与え、あなたに告げます：立ち上がり、誘惑に陥らないように
見守り、祈りなさい。 

44 愛する人々 よ、団結せよ。そうすれば、父は子らの従順さと忠実さを喜ばれるであろう。 

45 一人の弟子のように、一つの教えを世に問うてほしいのです。 

46 わが民よ、私がみことばであなたがたに託した光の剣で、祈りをもって戦いなさい、そうすれば誘惑に打ち勝つこ
とができる。そして、聖霊の光で、混乱した者、無知な者、偶像崇拝者、堕落した者から闇を追い払い、物質的な聖域で私
を求めた罪なき者を導くために、戦うのだ。 

47 これらの謙虚な集まりの場を司るあなたは、これらの群衆を歓迎し、わが愛の言葉をシンプルに語りかけなさい。
私が罪人のために望んだのは、彼らを非難するためではなく、彼らが私を知るようになるため、彼らの涙を乾かし、彼らの
魂から闇を取り除き、彼らの目の盲目を癒し、私の存在を感じさせ、見させるためであると、彼らに伝えなさい。このよう
にして、あなた方は私の名によって「死者」に命を与えるのだ。選ばれし者であるあなた方は、人類のために輝く星のよう
な存在となる。 

48 あなたは私の言葉を心に刻みました。あなたの準備が整えば、私の神霊はこの祝福された書物からあなたの仲間に
伝えられるでしょう。私はこのパンを増やして、魂が養われ、強められるようにします。 

49 その使命の達成は、地上にいる間だけでなく、地上にいる間にも、あなた方の心に寄り添っているのです。あなた
は、大勢の人々 に偶像崇拝を捨てさせ、戦争の武器を捨てさせ、彼らが私の平和のメッセージを心に受け取ることができる
ようにしなさい。しかし、あなたの魂は、肉体の殻を捨てた後も、人々 が平和と善意を持ち、彼らの中に聖霊の光を持ち、
彼らが高みを求め、霊化されるのを見るまで、たゆまず戦い、働き続けることでしょう。 

あなたがたは、代々 苦労して山を登り、その頂上に達し、そこであなたがたの仕事の実を結んで爽快にするのだ。 

50 一九五〇年以降、この形で私の声を聞かなくなったとき、あなたがたは取り乱すこともなく、「どこへ行こうか」
と言うこともないだろう。このように、私はどんな使命を果たさなければならないのか。主よ、あなたの御心は何ですか？
" 

そして、私があなたの手を取って、あなたの仲間の方を向くために進むべき道を示していることを感じるでしょう。私
はあなたの目に、私を求める者を見させ、あなたの耳に、私を求める者を聞かせる。そして、私はあなたを霊感で満たし、
あなたの仲介によって、それらの大勢に光を与えるだろう。 

51 人類は苦しみの中で自らを清め、さらに自らを清めることで、魂が目覚め、その果実が苦味と死を運んでくること
に気づくのです。彼らは救い主を求め、迷い込んだ道を見つけるだろう。しかし、この光と平和と愛のメッセージは、私が
選んだ人たちを通じて世界に伝えることになるのです。 

52 あなたは、神の光がすべての人々 の道を照らす、恵みの時、新しい日に生きているのです。私、マスターはあなた
方を受け取り、私の胸に休ませ、あなた方を祝福する。私がここにいるこの人々 を愛撫するように、私は世界中に祝福と利
益を浴びせるのだ。 

53 あなた方、私の弟子たちは、この時の私の教えを聞くために、自分たちの準備をした。あなた方は信仰と希望を持
ってやってきた。過去に私があなた方に接触したときと同じように。 
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54 私が示す道は、法の道です。この掟を果たすことが、あなたの救いの代償なのです。あなたがたは、自分を救い、
この道のゴールを目指して、正しい贈り物と力を持ちたいと思うのか。そのために必要なものは、すべてあなたの中にある
のです。私は、あなたが理想を完成させるために、あなたに徳を授けました。 

55 精神勝利のための闘争が困難であると感じたら、自分の持っている力を発揮しなさい。もし、この世の災難があな
た方を圧迫するならば、忍耐をもって武装しなさい。人間の無理解があなたを苦しめるのなら、魂を上げ、ここで、私と交
わりながら、あなたの不平を黙らせ、あなたの世界に平和を取り戻し、思い煩うことも復讐することもなく、良き弟子とし
て愛し、赦しなさい。 

56 私があなたにもたらしたこの教えをあなたの道に広め、世界がそれを糧とすることができるように。人が受ける飢
えと渇きは、圧倒的なものだからです。 

57 仲間から悩みを打ち明けられる瞬間を無駄にしないように。魂に安らぎを与え、その苦悩を和らげる。なぜなら、
彼らの精神的な貧困と病気は、彼らの肉体が経験するものよりも、もっと悲しく、圧迫的だからです。 

58 弟子であるあなたの言葉は、仲間の心を包む霧、悲しみを払拭する力を持つでしょう。 

59 魂を完成させたい、人知を越えて神の宝庫に入りたいという、あなたが私に示す祝福された願望を満たすために、
私はあなたを呼び寄せたのだ。そして、あなたがたの願いを聞き入れ、あなたがたの進歩を望むわたしは、あなたがたの幸
せを感じることができるように、わたしのことばを豊かに授けた。 

60 今日の時間が終わり、この顕現の記憶だけがあなた方の中に残るとき、あなた方は自分を幸運だと思うだろう。そ
して、書物の中のわが言葉を読むとき、あなた方がわが子として私に示す愛と優しさによって書き留められたこのページを
涙で濡らすだろう。 

61 あなた方が私の真実の証人として、この人類の前に立つ時は、すでに近づいている。でも、もう決意を固めて、勇
気をもって武装してください。あなたを待ち受ける試練は大きいからです。愛する弟子たちよ、何もお前たちを臆病にさせ
てはならない。そして、私のことばがあなたがたに一つの方向を示したように。愛と真実、あなた方もこの種を人類にたゆ
まず蒔く者となるのです。 

62 あなたの杖は祈りであり、それはあなたのために良いものを用意し、準備させる。この祈りの中で、あなたは自分
の魂が他のレベル、より高い、より高尚なレベルへと移動していくのを感じるでしょう、あなたの準備が大きければ大きい
ほどです。そして、その上であなたは平安を呼吸し、そこに住む実体--正義と徳のあるもの--

に触発されるのを感じ、それらはあなたを私のプレゼンスに引き入れるだろう。この交わりにおいて、私はあなた方に私の
新しい啓示と命令を与えるだろう。 

63 今こそ、長い放浪の旅を休んで、この地上の谷でもう涙を流さず、気持ちを高めてほしい。 

64 私はあなた方に、人間の利己主義と権力欲、愛と慈悲の欠如の結果、世界で起こる最大の大災害を見るために生き
るのだと告げます。この時、イスラエルよ、自然のあらゆる力が解き放たれ、同胞が暴れるのを見たとき、あなたは何をす
るのか？ 

この世界は激しい地震の発生を経験し、水は堤防を破り、海の一部は乾いた土地となり、他の国は水によって浸される
。人々 は、救助を求めて自分の土地や故郷からさえも移動する。水の洪水は、第一時代の大洪水のように多くの都市を荒廃
させ、この厳しい裁きを免れるのは一部の者だけである。 

65 多くの不幸と苦痛から逃れ、この国に救いの箱舟を求めるこの人々 を、あなたはどのように迎えるのでしょうか。
あなたは私の意志に従い、あなたのパンとあなたの家を彼らと分かち合うか？ 

66 まもなく、世界にとって大きな出来事が起こる時が始まります。大地は震え、太陽はこの世界に灼熱の光を放ち、
その表面を焦がす。大陸は極から極まで痛みに苦しみ、地球全体が浄化され、苦難と贖罪を感じない生き物はいないでしょ
う。 

67 しかし、この大混乱の後、国々 は静けさを取り戻し、自然の力も落ち着くだろう。この世界が生きる「嵐の夜」の
後には、平和の虹が現れ、すべてはその法則、秩序、調和に戻る。 

68 再び、澄み切った空と肥沃な田畑を見ることができるだろう。海は再び澄み渡り、穏やかな海が広がるでしょう。
木には実がなり、草原には花が咲き、豊かな収穫がある。浄化され、健康になった人間は、再び価値を感じ、自分が上昇し
、私のもとに戻るための道が切り開かれるのを見ることになるでしょう。 

69 誰もが、来るべき新時代を体験するにふさわしい、底辺からの清らかな存在となるのです。なぜなら、私は新しい
人類を確固たる基盤の上に築かなければならないからです。 

70 この世で徳の再生を待っているだけの霊がたくさん降りてきて、私が与えた使命を果たしているのです。その時に
なっても受けられるような準備をし、慈悲の行いで清めの日々 を短くしなさい。 

71 私はすべての家に入り、彼らの良心を通して、統治する者の魂に語りかけ、家族の父たち、裁判官、教師たちに法
を刻み込む。 
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72 この世界に長く君臨してきた悪の支配は、今や間もなく消滅し、霊の支配、すなわち人間に存在する非常に高い運
命を持つ霊的な賜物と能力の解放に道を譲ることになるでしょう。 

73 皆さんの多くは、今日、私が発表するこれらの出来事の目撃者となることでしょう。ある者は信じ、ある者は信じ
ない、この言葉が実現するのを見るのだ。 

74 この予言が実現するのを待ち望み、どんな試練もあなたを弱くさせないように常に気を配り、私の言葉をあなたの
中に刻み込んでください。なぜなら、その一つひとつに知恵と力があり、それを自分の人生に応用する方法を知っていれば
、あなたを救うことができるからです。 

75 もし、あなた方が私の指示に従って祈りながら自分を保つ方法を知っているならば、あなた方の精神的な進歩は達
成され、これから始まる新しい時代を意識的に通過することができます。あなた方は、あなた方の行動や集まりの中に私の
存在を感じ、私に触発されて、私の弟子としての尊厳にふさわしい仕事を成し遂げるようになるのです。 

76 たとえ遠く離れていても、精神的な兄弟姉妹の願望や理想と調和して生きることです。あなた方の魂は彼らの魂と
一体となり、あなた方は皆、私と交わりながら生きることになるのです。これは私の意志である。 

77 私の言葉を聞くとき、私の励ましを感じなさい。それは、それを理解することができるすべての人にとっての命で
あり、そうすれば、明日、あなた方は私の律法を実行する私の弟子となり、ソドムとゴモラに栄養を与えないようになる。
私の言葉を与えるのは、あなた方が真の魂の富とは何かを理解し、あなた方自身を霊化し、私の王国を受け継ぐにふさわし
い者となるためである。 

78 私は、あなたが暗闇に沈まないように、私の聖なる霊の光を与えます。私があなたに話したのは、あなたの心に私
を住まわせ、それを私の神性の聖域に変えるためである。 

79 今、何が世界を養っているのか。高慢、虚栄心、敵意、そして魂と肉体を病ませる悪質な快楽。しかし、私はあな
たがこの官能的な欲望から解放されるのを見たいので、あなたの魂に白い衣だけを残してきたのです。人生の旅の終わりに
、私はあなたを父の腕の中に迎え入れ、こう言いたい：ようこそ、わが掟の中で生きる術を知り、世間から離れてわが労働
者となった者たちよ。 

80 私の言葉を聞いてそれを実行する者は、私の宝庫から私の憐れみを受けるにふさわしい者である。その人こそが、
他者に対して透明な鏡として自分を示すことができるだろう。彼の中には癒しの賜物、預言の言葉がある。私の言葉を渇望
する者のために、澄んだ水の泉のような存在になってくださる。私の神の言葉を彼の中に置き、私の癒しのバームを彼に託
し、苦しむすべての人に慰めを与えるのは彼であるように。 

81 私は、彼が住むところに平和と喜びをもたらし、すべての偶像崇拝と戦う剣を彼に託す。 

82 あなたの子供たちに、未知の世界に私を求めることを教えてください。あなたがたは、わたしと一緒に食卓を囲み
、もはや偶像崇拝者ではないと、彼らに告げなさい。もし彼らが私を拒絶するならば、彼らを愛し、彼らを赦しなさい。 

83 国々 は国境を定め、戦争をし、死の種を蒔いているのです。しかし、私はある人々 を準備するために、霊によって
来た。この人々 は、明日、霊から霊へと私を求める新しい世代の一員であるあなた方である。そのとき、地上の国々 はもは
や戦争の準備をしていないでしょう。民はその魂に私を受け入れるだろう。 

84 皆さんには「第一人者」として、福音を伝え、同胞の模範となるべく覚悟を決めてほしいのです。 

85 あなた方が自らを清めることは、私の意志である。汚れた者は私に届かず、その時あなた方の苦痛は非常に大きい
からだ。あなたの痛みを和らげるために、あなた自身を私のもとに引き上げてください。 

あなたの魂に幸福と喜びがあるように、あなたから悪いものを取り除きましょう」 

「そうすれば、あなたは霊峰の頂上に上ることができます。 

86 主人への愛、人類への愛を感じ、私の慈悲を差し控えないでください。仲間を狂信から解放する努力をすれば、私
の霊界はあなた方と共にあります。私の証人となりなさい。私はあなた方の仲介で世界に福音を伝えよう。 

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 352 
1 私の霊があなた方と共にあるとき、それは祝福された瞬間だ。私の光によって道が照らされ、弟子たちが私の言葉

を求めてこの集会所にやってくる日だ」。 

2 人々 よ、私はあなた方を迎え入れる、歓迎せよ 

3 私はあなたの祈りを聞き、あなたの心からの要求のために、私の慈悲を人類に拡大し、すべての人間が霊的に私の
愛撫を感じることができるようにします。 

4 あなた方は善意と信仰によって心を整え、物理的にも霊的にも神の指示を受けられるようにしたのです。 

5 この準備によって、あなたは私の愛の言葉をあなたとともに引き起こすのです。 

6 弟子たちよ、私は太古の昔から、あなた方が今いる地点まで、つまり、あなた方の父との霊魂の対話を理解できる
ようにする魂の発達まで導く道を用意してきたのだ。 

7 これによって、私はあなた方に、決してあなた方の道を適当に歩ませてはいないこと、そして、わが律法の成就の
ためのあなた方の歩みは、神の勧告に従ったものであることを理解させるのです。 

8 私はあなたの影であるかのように、常にあなたの後を追い、あなたが人生と真実の道に向かって歩むのを助けてき
ました。一度その上に乗れば、あなたの足跡をたどるのは私ではなく、あなたが私の足跡をたどることになるからです。 

9 あなたの精神が持つすべての才能を発見するのはここ、私の道です。それは、さまよううちに待ち受ける無数の危
険から身を守るために必要な武器を、自らの中に発見する唯一の手段です。 

10 多くの人にとって、人生の道は辛く長く感じられるものです。それは、自分の存在の十字架をより辛くしているの
は、欠点や弱点を持つ自分自身であることを理解しようとしなかったからです。 

11 理想と愛に欠けるから、物質的な生活に身を投じたとき、ついに嫌気がさして疲れてしまったのだろう。世に倦み
、何世紀もの疲れを人間の部分に移したこれらの魂に、私はこの時、私の励ましの言葉をもたらした。それは、これらの心
の原石を徐々 に加工し、美しく調和のとれた形--

単なる形ではなく、外見ではなく、真の生命、霊的生命を与える、すばらしいノミのようなものである。 

12 この岩の硬さだけが残り、後に真理だけが宿る聖域--私の掟が守られ、良心の声が聞こえる教会--

の基礎となることを望んでいる。 

13 この第三の時代に、人間の理解力を通してあなた方に教えようとする私の努力は、神の忍耐の一つであった。この
顕現が終わるとき、あなた方ひとりひとりの心の中に、わが言葉が残されていることを望むからである。ですから、明日、
あなたの証言の時が来たと悟った時、あなたの魂はこのエッセンスで満たされ、私があなたに注ぐ霊的インスピレーション
を発音することをあなたの唇は拒まないと感じるはずです。 

大勢の人に囲まれながら、一瞬、孤独を感じる。しかし、あなたの孤独は外面的なものに過ぎません。私に連絡すれば
、私の愛の支えと、さらに、あなたの肉眼では見えないけれども、あなたの霊的感覚では知覚できる光の世界の存在を内面
で感じることができるからです。 

14 霊的生活と接触させる祈りの秘密を知っていながら、孤独や見捨てられたと感じることができるでしょうか。あな
たは、自分の存在の中に、あなたのマスターの強さがあるにもかかわらず、不幸に負けるのですか？いや、愛する弟子たち
よ、宣教の旅で自信を失い、弱気になってはならないのだ。その時、あなた方は涙を流して、自分を亡き者にしようとする
でしょう。その涙は、あなた方の中にある、見たくもなかった宝物の上に落ちていることに気づかないからです。 

15 今からでも宝箱をいっぱいにしなさい。しかし、その中に入れておくものを意識し、自分の持っているものすべて
と、それぞれの才能の応用を意識しなさい。 

16 ただ口先で、あなたは私の王国の相続人ですと繰り返すのではなく、なぜあなたが私の相続人なのか、あなたの相
続財産は何なのかを本当に知ってほしいのです」。 

17 自分の魂が何を抱えているのかを根底から知っている者だけが、私の作品を知ってもらうことができるのです。自
分の知っていること、持っていることのすべてを自覚している者だけが、大きな試練の中で堅く立つことができるのである
。 

18 私の話を聞いている間に、あなたは霊的に進歩したようですね。もし、あなたが自分の良心に照らして検証するな
らば、あなたが道徳的に良くなったこと、あなたの信仰が大きくなったこと、わが言葉から発せられる力の一部を吸収した
ことに気づくでしょう。しかし、これまでの成果に満足することなく、停滞することなく一歩一歩完成の道を歩み続けなさ
いということでもあるのです。 

19 今、あなたは自分の踏むべき道を知り、歩みを向ける先を知り、高い理想を抱いています。 

20 人生の闘争に敗れて、自分の働きに忍耐力がなく、行き先も分からず、目標も救いの希望もなく、たどり着いた人
がどれだけいることでしょう。しかし、今日、あなたは自信に満ち溢れ、理想に満ちた新しい人生を歩んでいるのです。こ
れは、あなたのスピリチュアルな道を一歩前進させるものではありませんか？ 
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21 私の光は、信仰と希望の光を持たない魂が陥る奈落の底からあなたを救うために、長い間あなたの道を照らしてき
たのです。 

22 人に襲いかかる痛みを知っている私は、災難に耐え、誘惑に打ち勝ち、悪と災難に打ち勝つ道を明らかにするため
に、私の教えを携えてやってきました。このように、あなた方には私の愛がまた一つ現れたのです。 

23 私は、太古の昔から人類に与えてきた私からの約束に従って、あなた方を団結させ、新しいイスラエルという国の
形成を始めるために来たのである。 

24 休息や瞑想の時に、何か霊的なものが近づいてくるような感覚を覚えたことが何度もあるのではないだろうか？そ
れは、あなたが地上に来る前に、私の約束があなたの魂に書かれていたからです。その時が来ると、直感が明瞭に現れ、あ
なたの道に私が存在する瞬間を感じさせてくれるのです。 

25 この予感は、この言葉を聞いたあなた方だけにあったとは思わないでください。いや、すべての魂にあったのです
。私の新しい民は、人種、家族の性別、肌の色、言語の区別なく、全人類を形成するからです。 

26 今日、全地球の人々 が苦痛を最も苦しい杯として空にしているとき、私は多くのあなたの仲間が試練を経た後に瞑
想し、祈ることさえあるのを発見しました。私は、大罪人や頑迷な自由主義者が、自分の行いに立ち止まり、良心の声を聞
くために、どのような心構えをするのかを見たことがあります。 

27 これは、御霊が私の約束を心に明らかにした瞬間であり、その人が内心で 

"この希望はどこから来て私の中に住んでいるのか？"と自問した時でした。 

28 それは、私の神聖な精神から湧き出てくるものなのです。私の正義の棒は、あなたの心の岩に触れて、そこから悔
い改めの水晶を湧き出させ、その中で、あなたが再生に達するまで汚れを洗い、そこから愛を湧き出させるのである。 

29 あなたが私の正義をどんなに厳しく、容赦なく、執拗に裁いても、私はあなたに言う、あなたはいつもその中に私
の父の愛を見出すだろう。 

30 自分自身に意識を集中させる。あなた方は苦痛を通して絶えず自らを浄化しているが、同時に私の言葉があなた方
に与える慰め、癒し、そして強さをも持っている。 

31 私は何も新しいことを話しているのではない、人類よ。すべては初代の律法の中で語られてきたことだからです。
しかし、あなたがたの霊的な未熟さと理解のぎこちなさのために、イエスにおいて人間化されたあなたがたの父は、業を通
して律法の内容を明らかにするために、この世に来られたのです。 

32 しかし、人間の世代は、わが言葉の核心に触れることができず、第一時代の律法と第二時代のわが作品と言葉につ
いて、この時代に新たな説明をさせることになった。 

33 ある者には、わが律法の戒めを、あたかも第一時代にわが戒めを刻んだ石の板のように書き、またある者には、イ
エスがはりつけにされた木のように装うために、現在、私は心を求めている。 

34 そうです、人類よ、人々 の間に大きな精神的な遅れが生じているのです。 

35 私は、人が自省し、良心の呵責に耐え、祈りに耽っているのを見つけたとき、その瞬間を利用して、真の生命への
復活の時が来たことを告げる方法を知っています。それは、長い間投獄されていた囚人が、ついに殉教した鉄格子が目の前
に開かれるのを見るように、あるいは漂流者が、波立つ海に必死に立ち向かい、ついに水平線上に憧れの海岸を見るように
、魂が世界に縛られていた鎖を切り、その存在の最も純粋な部分から自由を求めて叫ぶ時なのである。 

36 私はあなたに言います。この時代、人間が自ら作り出した試練は非常に困難であるが、それゆえに救いのために必
要なのである。 

37 すべての人間の最愛の存在について、神の正義は、すべての人間の生き物の仕事の説明を要求するために行われま
す。 

38 さて、愛する者たちよ、あなたたちの未熟さゆえに、何らかの形でわが現存を予感していた者たちよ、ここに私が
いて、あなたたちがそれを感じ、理解できるように、わが言葉を人間らしくしているのだ。 

自分の過去、現在、そしてこれから待ち受ける永遠について考える時間を多く持った皆さんは、今、人類に対する大き
な霊的責任を負っています。それは、私の新しいメッセージ--

第三の時代の山の麓で聞いたこの言葉の証人になることです。 

39 また、自分の心を清めて、わが言葉を伝えるにふさわしい者とすることも、まだたくさんある。 

40 ですから、私の仕事は、あなた方に絶えず闘争を課し、あなた方が目覚めて生きるために、知恵の教訓としての試
練を欠かすことがないようにすることが必要なのです。 

41 痛みに耐えて信仰を強めた者は、生涯にわたって最も堅固に私の法を守り続ける者であると断言する。恩恵を受け
て初めて信仰が復活する人もいるのですから。しかし、彼らが求めたり、望んだりしたものが届かなければ、私に背を向け
るのです。しかし、これは信仰ではない、人生の大きな戦いの中で、これに避難する防波堤にはなり得ないのである。 

42 そうすれば、魂には神だけが知っている過去があることを認識し、愛と忍耐と尊敬と喜びをもって苦しみの杯を受
け入れることができるようになります。 
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43 愛を持って、私の正義を尊重し、誰もが自分自身のために達成したことに降伏して苦しまない限り、苦痛の中に精
神的な高揚はないでしょう。しかし、試練の中でのこの高揚感だけが、人々 に精神的な償いの法則とは何かという知識を与
えることができるのです。 

44 この啓示に震えることなく、逆に、このみことばが、あなたがたがこれまで持っていた永遠の罰という考えや、永
遠の火について過去に与えられた解釈をすべて破壊してくれると考えて、喜びなさい。 

火」は苦痛、自己非難、懺悔の象徴であり、坩堝の中で金が浄化されるように、魂を苦しめ、浄化するものである。こ
の痛みの中にこそ、私の意志があり、私の意志の中にこそ、あなたへの愛があるのです。 

45 もし、人間の罪を消すのが火だというなら、罪を犯した者の体はすべて、この地上生活、人生の中で火の中に投げ
込まなければならない、死んだらもう感じなくなるからだ。それどころか、役目を終えた身体は地球の内部に沈み、そこで
生命を得た自然と融合してしまうのだ。 

46 しかし、もしあなた方が「永遠の火」と呼んでいるものが、肉体ではなく魂のためのものだと信じているなら、こ
れも重大な誤りです。なぜなら、霊の王国には物質的要素はなく、火は魂に何の影響も与えないからです。物質から生まれ
たものは物質であり、精神から生まれたものは精神である。 

47 私の言葉は、どんな信念をも攻撃するために降りてきたのではありません。そう思っている人がいるとしたら、そ
れは大きな間違いだ。私の言葉は、これまで正しく解釈されず、そのために人類の間で代々 受け継がれてきた誤りを生み出
したすべての内容を説明する。 

48 もし、私の律法や教えが、誤りや罪から魂を救うことができないとしたら、どんな価値があるでしょうか。そして
、終わりのない贖罪のために、永遠に滅びなければならない人がたくさんいるとしたら、私がこの世に人間として存在する
意味は何だったのでしょうか。 

49 私の言葉を聞けば、どれだけ多くの闇から解放されるかを体験できるだろう。私の言葉に耳を傾ければ、あなたの
魂が待ち望むすべての啓示、あなたが持つべき知識、あなたの疑問に対するすべての説明を発見することができます。 

50 人間が霊的生活について知っておくべきことは、自分の生き方をその存在次元に向かわせることができるようにす
るために、すべて私の教えの中で明らかにするのだ。 

51 こうして、あなたは魂の発展についての考えを持ち、魂が通過する段階についての知識を持ち、償いの重要性を知
ることになるのです。しかし、もしあなたが私の教えを本当に理解したいのであれば、あなたが住んでいるこの物質主義の
レベルから離れることを学ばなければならないと言いますが、そこから真理の光を見ることは不可能なのです。 

52 この作品の内容を理解するのは、頭脳だけでは無理だ。また、私のスピリチュアルな教えの核心に触れるには、ス
ピリチュアルな感性と直感が必要です。 

53 私が弟子たちに「霊から霊へ祈れ」と教えるのは、このためです。なぜなら、このような祈り方をしなければ、人
は々他の手段で心の悟りを得ることができないからです。 

54 預言者たちが予言した、真理の霊がやってきてすべてを明らかにする時代は、まさにあなたが体験している時代な
のです。しかし、私はこのような形で自らを現すことであなた方を驚かせ、人間の理解力を通じて霊的に自らを現すという
予言の意味をあなた方が理解しているかどうかを試したかったのです。 

55 今日、私が彼らを通して人にわが身を知らせたとき、わが約束は果たされたので、わが布告の最大の目的の一つは
、私が教えた祈りと起き上がりの方法をあなた方が世界中に広め、人がその魂、その心、その中にわが現存を感じるための
準備方法を学ぶことだったことを、あなた方に忘れてもらいたくないのだ。 

56 愛する人々 よ、この第三の時代において、霊における私の存在を人類に宣言するのが、解き放たれた元素、解き放
たれた嵐、都市を破壊する地震、陸を荒廃させる海、陸が海となるのではなく、あなたであれば良いと思わないか？愛と慈
悲の成就によってこれらの出来事を予期することが、あなた方の側でより霊的でより人間的であると思わないか。 

57 そうすれば、私はこの人々 を、信仰に強かったノアのように用い、その懐に人々 が救いを見出すような霊的な箱舟
を造るよう助言しよう--

信仰によって、霊化によって、慈悲によって建てられた箱舟は、平和と安全の真の神殿となり、物質的にも精神的にも不幸
なことがあっても避難所となるであろう」。 

58 時代が過ぎ、人々 が私の宣教の真理を証明するために証言やしるしを調べ、調査するとき、この時代に起こったす
べてのことは、私の宣教の終わりと別の時代の始まりを世界に告げた多くのしるしの一つに過ぎないことを理解することに
なるのです。 

59 第三の時代の預言者たちは、どれほど眠っていたのだろう。 

目を開けて、何が来るかわかるように準備するのは、ごくまれなことです。そのため、この人々 は未来について知るべきこ
とをすべて知っているわけではありません。他の時代のイスラエルが、ある出来事の何世紀も前に預言者たちによって準備
され、警告されたように。 
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60 それは、あなたがたに警告し、目覚めさせるわが言葉でなければならなかった。今日、私があなたがたに神の正義
が全権大使や地球の支配者を苦しめることを告げたように、彼らもその魂を清めなければならないからである。彼らはます
ます苦しめられるだろう。このようにして、私は試練の時に続く平和と福祉と結合の時を用意するのだ。 

61 新しい大洪水の後、虹は平和と人類がその主と霊的に交わす新しい契約の象徴として輝くでしょう。 

62 栄光を求めること、憎しみ、地上の権力、放縦、虚栄心、利己主義、嘘、偶像崇拝、狂信を武器とする悪の竜と、
あなた方は戦わなければならないのです。 

63 あなた方の情熱の竜が、あなた方の光の武器によって殺されたとき、新しい世界が人々 の目の前に現れるだろう--

それは同じだが、より美しく見えるだろう。そうすれば、人は自分の幸福と進歩のためにそれを利用し、すべての行動に精
神化の理想を植え付けることができるからだ。 

64 心は高貴になり、人の心は啓発され、精神はその存在を証しすることができるようになる。良いものはすべて栄え
、高揚するものはすべて人間の仕事の種となる。 

65 素材でも同様に、変身を体験することができます。なぜなら、人と神、人と神の業、人と生命の創造主が定めた法
則との間に調和が保たれるからです。 

66 私の言葉は、あなたにとってファンタジーに見えるのでしょうか？それは、自分が地上の時代の終わりと霊的な時
代の始まりにいることに気づけないからです。あなた方はこの世を通過する時間が短いので、物質的な生活や精神的な生活
で起こる変化に気づくことができない人が多いようです。時には、このような移行に何世紀もかかることもあるのです。信
仰と善意と祈りによって高められた心の研究だけが、時間の人間に対する影響を意識することができるのだ。 

67 猜疑心を持って私の話を聞いているあなた方が霊的な世界に入れば、この真理を完全に把握することができるよう
になります。そして、長い間、人生の勉強をしてきた人たちにふさわしい仕事を成し遂げるために、自分の魂の経験をどの
ように使うべきか知らなかったことを嘆くことでしょう。 

68 私はこれらの言葉をあなたの霊に書き残す。そうすれば、あなたがその成就を目撃するとき、あなたはわが言葉を
祝福し、わが教えと私が現在あなたに預言しているすべての出来事の説明を証言するために立ち上がることができるだろう
。 

69 私の言葉を信じず、拒絶した人々 の悔い改めは、その到着を目撃したとき、非常に大きなものとなり、そのとき彼
らの心は、疑ったために私に許しを請う文で満たされることを、私は知っているのです。しかし、その中には、熱意にあふ
れ、わが教えを最もたゆみなく伝える者がいることも知っている。 

70 人間は、信仰を生きた炎として維持するために、常に自分を省みさせ、気持ちを高揚させるような非日常的な出来
事を必要としてきたのである。魂が育っていないため、真実が謎のベールに包まれずに平然と姿を現すと、それを疑ってし
まうのである。 

71 いつもあなたは苦しみながら私を求めている。愛と感謝で私を求める者は少ない。 

72 人間は自分自身を知ることによって、自分が物質であるだけでなく、精神という高貴で善良な部分を持っているこ
とを意識するようになるはずです。 

73 霊的に発達した人々 は、マリアに具体的な形を与えることなく、マリアを霊として認識しています。しかし、信じ
るために見なければならない人たちは、その精神的な遅れによって、自分の精神的な資質を表すイメージを求めざるを得な
いのです。 

74 もしあなたが師匠を手本とするならば、あなたの霊的な賜物が展開するように体を使いこなすことで、善を行うた
めに必要なすべてのものを私から受け取ることができるようになるのです。しかし、人に自慢するためではなく、師匠に従
うために行うべきです。 

75 もしあなたが神を求めるなら、霊的なもの、善いもの、自然の驚異の中に神を求めなさい、しかしイメージの中に
神を求めないことです。 

76 マリアは神性と融合して、三つの啓示の形に表されるように、神性の側面の一つを形成する霊なのです。父、言葉
、そして聖霊の光。この意味で、マリアは、神の思いやりを現し、具現化する神の霊なのです。 

77 マリアは、あなたが功徳を身につけ、あなたが生きている世界の試練を、降伏と意志をもって受け止め、その試練
の中で霊的な幸福を見出すことが、あなたの魂をより高みに到達させることになるので、あなたを鼓舞し励ましてくれる方
です。 

78 魂は神を楽しみ、神に与ることになる。しかし、まず、さまざまな肉体に宿り、生命の高い次元で発達を続け、永
遠の完成に至らなければならない。 

79 わが民よ、わが言葉を聞くだけで満足してはならない--

それを理解しなさい。そうすれば、この形でわが言葉を聞かなくなったとき、強く感じ、師の例に倣って人類に善を行うこ
とができるだろうあなたの行動は、常に私の真実に基づくものでなければならない。 

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 353 
1 父の心は愛情をもってあなたを迎え入れようと開いています。わたしはあなたがたの苦しみを見、わたしの慈悲を

与えるからである。 

2 恵みの泉はこの第三の時代に注がれる。第二の時代にはわが使徒たちをわが言葉で整えたとすれば、この時代には
わが聖霊の光で全人類を啓発するのだ。すべての人を神の子と呼ぶにふさわしい者にしたいからです。 

3 あなた方はイスラエルの選ばれし民、強い者、甘やかされた者であり、あなた方はすべてわが子であるから、全人
類の大勢に先んじなければならないのだ。この時、私は罪人を選び、放蕩息子に魂の救済の機会を与える。 

4 私の愛は唯一無二だからだ。ここに私の慈悲と完全なる愛がある。 

5 また、あなたを裏切ることもなく、あなたの心の汚れを見ることもありません。父よ、私たちはこの道を汚さずに
歩きたいのです」と言うとき、私はあなた方の悔い改めを聞きます。それなら、すべての罪を赦そう。 

また、あなた方が私に「父よ、あなたの道を歩みたい」と言うのを聞いて、私はあなた方に「徳に満ちたこの道に入り
なさい」と言うのです。それは、あなたの心から罪が取り除かれる純粋な道である。" 

6 あなたは、愛する人とのコンタクトを与えてくれるよう私に頼むが、実際、主人はこの恵みの日にあなたにこう告
げる。本当にあなたがたに言います。この年以降、人間の心を通してのこれらの顕現はなくなるのです。しかし、あなたが
私に光を求めている魂は、霊から霊へと自分自身を知らしめるだけです。だから、あなたの魂がますます高まるように、こ
の恵みを受けることができるように、私はあなたを準備しているのだ。 

7 あなた方は決して無防備ではない。私はあなた方から決して距離を置かず、いつも私の慈悲の優しさであなた方を
守ってきたのだから。あなた方こそ、時に私から離れているのです。 

8 今日、私はあなたがたのために父がいることを思い起こします。最も愛に満ちた父は、あなたがたを真の道に導く
ために、その慈悲を与えてくださるのです。 

9 人間は、あなたの目に暗い包帯を巻き、あなたを安全な道から迷わせ、奈落の底へ、暗闇へと導いたのです。しか
し、本当に、祝福された人々 よ、私はあなた方が滅びることを望んでいない、と言う。だから、私はあなた方の救いのため
に新しい機会を与えているのだ。 

10 私は今、あなた方一人ひとりの心の中に "愛 "という言葉を書き込んでいるのです」 

「愛とは、イスラエルの人々 の最高の防衛手段です」 「愛とは、すべての人類にとって最も強力な武器です」 

「愛とは、あなた方を本当に光の王国へと導いてくれるものです 

11 かつてあなたは、放蕩息子のように迷い、世の中の道を歩き、魂を乱し、心に失望し、存在の深みに悲しみを刻み
、慰めの言葉も、導く手も見つからず、時には砂漠の蜃気楼があなたの前に現れたこともあったでしょう。そして、安全な
道を発見したと思った瞬間、自分の思い違いであったこと、目の前に現れた光は欺瞞に過ぎなかったことを理解するのであ
る。 

12 この間、あなたは光の道に入りました。あなたをこの道に導いたのは偶然ではない、私の意志だ。愛する人々 よ、
わたしは真にあなたがたに言う。"木の葉一枚、わたしの意志によらずに動くことはない 

"と。すべての被造物の運命は、わたしのうちにあるのだから。 

13 父はあなたに言う。第二の時代、イエスの遺体が埋葬されたとき、私の霊は暗闇の中にいる魂に光を与え、鎖から
解放するために遣わされたのである。その瞬間から、「永遠の」夜を宣告された魂たちは、光を受け取るようになったので
す。 

14 私の言葉は実現し、魂は私の恵みによって、私の愛によって復活を受け、霊の谷でますますの高みを求めるように
なる。彼らは、自分たちの前に行くことができる主、救い主を認めたからです。彼らは主にホサナを歌い、私は本当に彼ら
に別の恵みを与えるだろう。それは、彼らをあなたの守護天使に変え、あなたを1950年まで導くことです。 

あなたは直感で彼らのメッセージやアドバイスを受け取り、試練の時には私の名で彼らを呼ぶことができます。彼らの
意志は私の意志であり、彼らのあなたへの愛は私の愛である。なぜなら、彼らは小羊の最も清い水で洗われ、その恵みにふ
さわしい者となったからである。 

15 あなた方は、人類が律法によって自らを律することができるように、律法が与えられた「選ばれし民」である。そ
して今こそ、この人類が私の戒めに従い、光と真実の道へと立ち上がるべき時なのだ。 

16 私は三度にわたって私の神聖な光をあなた方に与えたが、異なる「味」を持つ果実をあなた方にもたらすことはな
い。この第三の時間における私の教えは、私があなた方にいつも託しているものと同じ霊的な教えです。 

17 いつの時代も魂は物質化している。そのため、人類は混乱し、完全なものにするための道を霊的に導く方法を知ら
ないのです。 

18 主人は、あなた方を選び、準備させ、真理を求める心に私の言葉を蒔く労働者に変えるために、あなた方とともに
いたのです。しかし、疑いや精神化の欠如が、私の仕事がまだ全人類に認められていない理由です。 
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19 この時代にわたしの声を聞いた者の数は少ない。私のユニバーサル・レイはあなたを啓発し、私の子供たちすべて
が、あなたの仲介を通して私の呼びかけを聞くことができるように、あなたを準備しました。 

20 イスラエルよ、私がこの形で宣言した最後の日にも、あなたがたを待ち受けている闇と戦うために、自信と勇気を
もって愛の剣を取る準備をしなさい。 

21 わが神聖なる言葉は、人間の知性を通して自らを知らしめ、わが言葉の本質を通して、魂の高揚のための準備と命
を与え、あなたが人類の模範となるようにしたのだ。 

22 あなたがたの魂に、わが指示を置き、その体をしなやかにして上昇させ、あなたがたをわが言葉の使者とし、人が
聖霊の働きの前進を妨げる障害とならないようにするためである。 

23 世界は異教と偶像崇拝を育んでいる。私は、狂信を助長するような教えや、私の作品に存在する霊性を否定するよ
うな教えを与えたことはありません。 

自然の力が私を目撃したが、世界は深い眠りの中で眠り、魂が奈落の底と暗闇に留まることを許している。イスラエル
よ、従順に、霊に力をもって、世界に語りかけ、目覚めさせろ。 

24 それゆえ、あなた方は自らを準備せず、わが教えを集めず、研究しなかったので、私はもはや、声を伝える者を通
じてあなた方にわが身を知らせないであろう--

そう、わが意志は一つであり、全世界においてわが言葉を成就させることによってその姿を現すのだ--

見えるものと見えないものとにおいて。1950年以降も、私は精神から精神へとあなたを導き、鼓舞し続けるでしょう。 

25 あなたがたは滅びない。そうなれば、私はもはや神でなくなるからだ。しかし、私から出たものはすべて私に帰ら
なければならない。しかし、魂は自らを清め、その闘いの中で功徳を積み、わが鋭いまなざしの前にその純粋な収穫を広げ
なければならない。 

26 勇気を持って立ち上がり、闇や欺瞞に立ち向かいましょう。今回受け取った真理を披露してください。 

27 羊飼いのエリヤがあなたの前に出て、あなたがたが理解していないことを説明する。自分を鍛えなさい。私の神性
から受けたものを世に証しする、穏やかで謙虚な羊のようになりなさい。 

28 マリアはあなたをマントで覆い、その母性的な心から神聖な優しさが流れ出るので、あなたは彼女を心に抱いて、
彼女はあなたの励みとなることでしょう。 

29 準備せよ、人々 よ、困難な時代がお前たちに訪れるだろう。準備不足のために、お前たちが何も与えるもののない
盲人で貧弱な人間に導きを求めることは、わが意志ではない。私はこの時代、盲人に光を与え、道を示すために、自分を知
らしめた。 

30 昔、師匠が「偽りの声を出す者の欺瞞と戦わなければならない」と言ったことを思い出してください。これからの
時代には、偽りの働き手が現れるからです。 

31 あなたが弱くても、知識がなくても、私の意志ではありません。しかし、もしあなたがそのように感じるなら、そ
れは私の教えが不足しているのではなく、あなたの心に刷り込まれていないのです。あなた方の多くは、私が人間の知性を
通して知らされたマスターとして、あなた方とより長く共にいることを信頼しています。しかし、この時間は終わりに近づ
いているから、目を覚ましていなさいということです。あなたがたの中に、わたしの教えを世に伝える教師が現れるから、
備えよと言うのです。 

32 人類は私を求め、私の仕事を求め、あなたを求めるでしょう。最も神を冒涜した者が、最も早く私を求めるだろう
。その時、あなたは私の教義について彼に話す用意をしなければならない。 

33 イスラエルよ、決して私の慈悲を否定せず、私の真実を隠すために唇を閉ざしてはならない。このような知恵を持
つ人は他にはいませんし、どんなに狭い心でも、適切なタイミングであなたの言葉を聞き逃すことはないでしょう。準備さ
えしておけば、あなたの口から世界を驚かせるような言葉が湧き出るはずです。 

34 イスラエルよ、この機会を逃すな。常に使命を果たし、暗闇の中にいる人々 に光を与える用意があるのだ。私の言
葉を信じなさい。やがて、あなた方は、この地球の表面で、ただひとつの教えだけが存続することを知るでしょう。 

35 明日、大勢の人々 が出発する。そして、あなた方は彼らを導かなければならない。偶像崇拝と狂信を取り除き、彼
らの心と魂に私の光が輝くよう祈らなければならない。 

36 太古の昔から、私はあなた方の魂を準備し、美徳の道に近づけ、私のインスピレーションを与えてきた。 

37 私はいつもあなたに義と愛と私の律法への従順を示してきた。この闘いは、あなたにとって困難なものであり、歩
むことが困難であると思われました。だから、私は常にあなた方の心に働きかけているのです。 

私の言葉は、硬い岩に近づき、絶えずそれを鍛えて形を与え、私があなたに与えた美徳が輝く祭壇の聖域を作るノミの
ようなものである。そうすれば、明日、自分が見捨てられ、この世の不幸に包まれていると思うとき、自分の心に宝物があ
ること、自分の魂がその持ち主であることを思い出し、渇きに苦しみ、真理を求めて飢えている大勢の人々 に慈悲を示すこ
とができるだろう。私が与えたパンを彼らに与えなさい。それは魂を養う命のパンである。 

38 私の言葉は大きな鐘のようなもので、現在、魂に勇気と強さと信仰を与えるために呼びかけている。 
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39 あなたは、道の行き先を見つけられない放浪者のように、方向性を持たずに彷徨ってきた。しかし、父なる神は、
この人間にとって苦難の時代に、あなたがたに近づいてくださったのです。あなたがたは人生の荒波にもまれ、不正の嵐が
吹き荒れているので、私は暗闇を照らす光として来たのです。 

40 私があなたがたを呼んだのは、あなたがたはイスラエルの祝福された民の十二部族の一員だからである。私は、あ
なたの魂が私の平和を感じることなく、あなたが宴会で私のテーブルで私が与えた最高の料理を楽しむことなく、この時間
が過ぎてほしくなかったのです。 

41 私は父のような腕を広げてあなた方の魂を迎え入れ、私の言葉をあなた方の心に刻み、法を示し、私の神聖な存在
を聖霊として感じさせようとしているのです。 

42 私は、私の慈悲を完全に与えるために、あなたの昇格と霊化を待っているのです。罪の鎖がまだあなたを縛ってい
るのです。だから、父はあなたがたに言うのです：わたしはあなたがたに困難な闘いを課したが、その障害を克服できるよ
う必要な力を与えたのだ。 

43 あなた方は罪から解放され、憎しみと悪から解放され、私のところに来て、私の指示であなた方を準備するのだ。
明日、あなた方はこの真理を伝える使者となるのだから。 

44 私の作品に世の中の様々 な信仰を加えて、混乱したり、私の教えた方法を曲げたりしてはならない。そのとき、あ
なたがたは、私のたとえ話の愚かなおとめのように、灯を消して眠りこけた悪い弟子として、責任を問われることになるか
らです。 

45 私があなたに示した道は、あなたの魂が私に到達するために自らを浄化するための坩堝のようなものです。 

46 それは、御父があなたに正しい道を認識させ、あなたの善行、使命の遂行、精神的な償いを通してあなたの魂を浄
化するよう助言するための試練です。 

47 私のプレゼンスを感じ、私の神聖なスピリットのインスピレーションを受けるために、あなた方は自らを清めるこ
とが必要なのです。だから、私はあなた方に祈ることも教えたのです。 

48 私の平和はすべての家庭になければなりません。あなたの子供たちは平和の種のようでなければなりません。あな
たは、義と、愛と慈しみと、良き模範によって彼らを導くのです。すべての家庭に、わたしは巡礼者として住み、家族の父
たちの良心にあるわが律法をそこで語り、彼らがわが意志に従うようにするのだ。 

49 人の家に入り、欲をなくす。私は、彼らが兄弟姉妹として、互いに愛し合い、平和に暮らせるように教えていくつ
もりです。 

50 祝福された人々 ：今、私があなた方に話しているこの時代、そしてその終わりが近づいていることは、悪の終わり
の始まりであり、この時代に世界を養ってきた腐敗の頂点に立つものです。 

51 聖霊の光は、全地上に輝きを放ちます。私の子供たちは皆、その透明性を見て、平和に満ちた新しい人生へと復活
させるのに役立つことでしょう。 

52 我が民よ、この出来事はいつになるのだ？あなたは知らない。しかし、あなた方の準備が整えば、私の存在を感じ
、霊から霊への私の声を聞くことは難しくありません。 

53 明日は、私がお願いしたように精神統一をし、困難な任務を遂行するために出発してください。あなた方は、私が
あなた方の間でマインを成し遂げることができるように、あなた方の考え、理想、意志を一つにするのです。 

54 祝福された人々 ：私の言葉を心に刻み、考察し、研究し、そうすれば、私が残したこの食べ物の味を感じることが
できるだろう。あなた方は出発し、愛する人のもとへ、さまざまな地方へ行き、わが平和、わが光、わが恵みの使者のよう
になるのだ。 

55 あなた方が住むこの地球の片隅に、私の霊の光が降りてきて、あなた方の存在を照らし、あなた方を利己的な存在
から、隣人の本当の兄弟姉妹へと変えてくれたのです。 

56 「私の畑の労働者 "と、私は御言葉の中であなた方を呼んでいる。 

57 なぜなら、私にふさわしい実を私に捧げることができるようになるためには、あなたはまだ私から多くのことを学
ばなければならないからです。とはいえ、このような形でのわが宣教は永遠ではなく、一時的なものであることをよく覚え
ておき、わが教えを最後まで学ぶべきである。 

58 長い間聞こえていた、あなた方を集会へ霊的に呼んだ大きな鐘が、今、最後の一打を放つのです。その音は重く、
正義に満ちています。今やそれは、無知な人々 を精神の宴に招く歓喜の呼びかけでも、私の命の言葉を聞くだけで重い負担
から解放される病人の呼びかけでもなくなってしまったからです。私の真実の証明、贈り物、委託、利益を受けたすべての
人々 に、父と師の周りに集ま るよう命じ、その最後の教えと人生の最後の規則を聞かせるのだ。 

59 この瞬間の重要性を認識し、この世の誘惑や実体のない快楽から離れ、霊において私と共にある魂は幸いである。
彼らは、私の神聖な戒めをどのように解釈し、どのように従うかを知るからです。彼らはブドウの木の世話を続けることが
でき、一日の仕事の終わりに、霊を通して私の呼びかけを聞いたとき、彼らは霊化、愛、高揚の喜ばしい実りを私に捧げる
ことができるようになります。 
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60 1950年は、私の意志によって、人間の知性による私の顕現のこの段階を完了するために定められた年であるため
、この人々 の心の中に書き込まれているのです。 

61 私の教えをあなたがたに送ったのは、その中にあなたがたの励ましと苦しみの中の光を見いだすためである。人類
に大きな試練の時が訪れ、わが民がそれを無傷で乗り越え、勝利することを望んでいるからだ。 

62 まだ信仰が弱いようですね。自然のエレメントが解き放たれただけで、すでに心は恐怖で満たされているのです。
なぜ？わが掟に示された道を歩むとき、自然の力はあなたに従い、あなたを尊重しなければならないと、私はあなたに告げ
たのではなかったか。 

63 ああ、皆さん、それは皆さんの良心が、事あるごとに、良い弟子としての義務を果たしていないと言っているから
です 

64 自然の王国はあなたの声を聞き、あなたに服従し、敬意を払うことができると言うとき、私は嘘もつかないし、誇
張もしない。 

イスラエルの歴史は、私の真理の証として書かれたものであり、そこには神の民がいかに自然の力と要素から何度も認
められ、尊敬されてきたかが示されているのである。なぜ、あなたにとってそうでないのでしょうか？ 

私のパワーや人類への愛が、時代の流れの中で変化していると思いますか？いや、この言葉を聞く多くの人々 よ、私の
霊の光があなた方を包んでいる。私の力と私の愛は永遠であり、不変である。 

65 今、私はこの民、新しいイスラエルが、信仰と力と霊的な光に満ちた人類の中に現れることを望んでいる。 

66 あなた方は捕らえられた民であり、新エジプトは世界であり、ファラオは奴隷にし、殉教させる支配的な物質主義
であることを思い出してください。しかし、戦いの場では団結し、決して敵に負けることなく、共に放浪の旅を続けること
も忘れないでください。そして、イスラエルの民が解放されるまでに経験した奇跡と力強い業を、霊的な形ではあるが、繰
り返し見ることになるのだ。 

67 我が民、愛する民。もし、あなたが本当に精神の自由を愛し、義に飢え渇くなら、あなたが引きずっている不名誉
と不幸の鎖が本当に重くのしかかるなら、精神的に団結し、心から祈り、決意を固め、信仰の光に照らされるようになりな
さい。この約束の地は、第一時代に荒野の試練と苦難に耐え、神の約束の成就を成し遂げたイスラエルの民にとってカナン
の地がそうであったように、その存在は確かなのです。 

68 私の声があなたを起こすのであって、もしあなたがそれを無視していたら、明日二度目にあなたを起こしに来るこ
とはないでしょう。 

69 イスラエル：わたしがあなたの心と魂に置いたわたしの指示に、たゆまぬ道を歩め。私はあなたに近づき、あなた
の心の親密さで語りかけ、私の愛の炎を感じさせて、あなたの魂を私の神聖な霊の光と恵みへと引き上げる主人である。 

70 私は、たゆまぬわが慈悲をあなたがたに与え、あなたがたを破滅から救おうとする。医者として、私はあなたに私
のバームを注ぎ、父として、私はあなたに近づき、あなたを慰め、あなたの不完全な部分を見させます。 

71 祝福されたイスラエルよ、あなたに問う。マスターがもはや人間の知性を通してご自分を知らせなくなったとき、
あなたは明日何をするのでしょうか？あなた方はまだ、わが仕事の偉大さを理解することができないので、狂信と偶像崇拝
に陥らないように、わが言葉を研究し、理解するようにと言ったのである。 

私はあなた方全員に話しかけ、あなた方全員と私の食卓を共にし、あなた方全員を最高の場所に座らせたのだ。私の霊
の謙遜さを示したのは、あなたがたも謙遜になるためです。 

72 愛する皆さん、今こそ優しく謙虚であることを自覚してください。そうすることで、皆さんの父の本質と愛と力を
内に秘めた真の霊能者になり、この道を歩み出すことができるのです。私が聖霊の光であなたがたを教えたのだから、今は
まだ弟子であっても、明日は主人になるのだ。 

73 世界を養うために必要なものは、すべて与えてあげよう。あなたは、国、民、村、地方に行き、私があなたに託し
たものを伝えなさい。そして、インスピレーションを通じて、あなたは仲間への光、恵み、愛、指導の無尽蔵の源を手に入
れることができるのです。 

74 私は、あなたに不必要なことや悪いことを教えたことはありません。私の法と私の仕事は、純粋であり、物質主義
とはかけ離れている。したがって、私は狂信と偶像崇拝を排除し、精神的なものを具現化する物質的なシンボルさえもあな
た方から奪ってしまったのです。私はあなたに、純粋で完璧な祈りと私を求める方法を教えました。 

75 イスラエルよ、明日、あなた方が祈りの家を狂信の家に変えることは、私の意志ではないのだ。私は霊能者の教義
を実践する方法を指導してきましたので、私の教えを生かせば、霊と霊の直接対話ができるようになりますから。そうすれ
ば、あなた方の間には常に調和と兄弟愛が存在することになります。 

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 354 
1 弟子たちよ、一刻も早く山のふもとに着こうと足を速める者よ、もう一度師のもとに来なさい、そこから父から送

られる挨拶と忠告を聞くことになる。 

私が無限から送るこの声の響きを聞き始めた瞬間から、あなたの魂は上昇し始め、頂上に到達して私を見つけるまで上
昇し、私が愛と知恵の永遠の指示を与えている間。 

2 このように、私が現れるたびに、あなた方は山のふもとから登っていき、私のレッスンが終わるころに山頂に到着
し、私の霊と一体となるように準備するのです。 

3 私は今、人間を通しての私の顕現のこの段階の最後のレッスンをあなた方に与えています。あなた方は熱心にそれ
を聞き、そのエッセンスを一滴一滴飲み、あなた方の信仰を強めています。そうすることで、あなた方は私の霊に喜びを与
える。なぜなら、私の言葉がこの形で終わるとき、あなた方は忠実な証人として残るからである。私は、人々 の心の中で私
の仕事を続けるために、あなた方のもとを去るつもりです。 

4 あなた方が深く考えるなら、あなた方を真の使徒に変えるために、わたしがあなた方を預かったこと、すなわち、
わたしはあなた方にみことばを通して語っただけでなく、あなた方の人生の試練や出来事の中であなた方を形成し清めたこ
と、それはあなた方を真理の伝道者として残したいと思っていることに気がつくはずだ。 

あなたの心がそれを感じることなく、私の教えを生きることなく、私の言葉を語ってはならない。そうすれば、この時
代のあなたの働きは、過去のあなたの言葉以上に語り、謙虚さと降伏と精神の高揚の模範となるであろう。あなたが苦しみ
、魂の強さを示すのを見た世界が、最大の苦痛の中でも信頼し、微笑むことを学んでほしいのです。私の指示に従えば、あ
なたの仕事は仲間の心の中に良い種を残すことになるのです。 

5 もう人類に嘘はつけない。真実と偽りの両方を見抜くことができるまでに進化したのです。 

6 パリサイ人やサドカイ人の一派が民衆の上に立って、偽りの例を示して民衆を惑わし、欺いたようなことを、あな
たがたの間で二度と繰り返してはならないのです。今の時代、我が民の懐にそのような宗派が生まれることはないだろう。
私の新しい使徒の中には、パリサイ派もサドカイ派もいないものとする。自分が説教する用意がないと思う者は、私の弟子
に変身するまで、唇を閉じ、手を閉じていなければならない。そうしてこそ、彼は私の言葉を語るために唇を開き、彼の魂
に秘めた宝を溢れさせることができるのです。 

だから、わたしはあなたがたに多くのことを話して、あなたがたに備えさせ、世がその理論であなたがたを惑わしたり
、あなたがたの心に建てた神殿を壊したりしないようにしたのです。私の言葉があなた方の魂を浄化し、信仰が深く根を張
り、あなた方の肉体さえも霊化に参加させ、こうしてあなた方が身にまとった力と恵みを世に現す私の道具として準備させ
るために、私は長い時間をかけてあなた方を教えることにしたのである。 

7 私は、この時代の人類の間に私の愛の種を広めるために、科学者や哲学者や学者を使ったことはない。私は謙虚な
者、精神的な高揚を渇望する者、永遠を望む者、宇宙の平和を望む者を選んだのだ。この飢えた者、世の中の財を奪われた
者は、霊的イスラエルの民に属する。 

このような大きな使命を託すために、この生き物たちを呼んだとき、私は無作為に彼らを選んだわけではありません。
私はそれぞれの魂を賢明に選び、私の声を聞かせ、その道と一日の仕事を与え、畑と種と道具を与えた。ひとたび装備され
れば、謙虚で貧しい地上の者よ、私はあなたを世界に送り、あなたを至福で満たし、その後世界中に広がるであろうこの光
を示し、提供するのだ。 

8 私の約束の実現を期待させたが、今この時だけは、その実現が見えるのだ。あなたの前の転生で、あなたは私のこ
の約束の成就を求め、あなたの元に戻ることを見つけられませんでした。しかし、永遠の命を持つあなたの魂は、戦いで破
れた衣のような仮の覆いを捨て、希望を堅持し、ついに私の言葉は必ず成就するというあなたの信仰と信頼が報われるのを
見るのである。今日、あなたは、私に通じる広い道が、あなたの魂の前に開かれるのを見たのです。 

9 かつてのわが律法とわが教えは、今、あなたがたに示している道と同じではなかったか。私はあなたに言います。
古くからあなたがたに教え、明らかにしてきた私の教えの中で、私は今日あなたがたに話していることを知るために、あな
たがたを準備してきたのだ。モーセと預言者たちを通して、わたしはあなたがたに律法を知らせた。それは、あなたがたの
間で正義と尊敬をもって生活し、思慮分別と秩序ある生活によってわたしに貢ぐためである。 

善いことをしてこそ、恵みの中で生きることができることを悟り、律法の戒律に従った時のあなたの業に私は報い、そ
の声を聞かなかった時には、父に喜ばれていないと感じ、あなたの良心はあなたの信仰のなさを叱責したのである。 

     

しかし、あなたがたは、私の使者の中に、そのような賢明な教えを目の前にしていながら、それがあなたがたを霊的生活の
知識へと導いているとは思いもしなかったのである。人類は、あなた方全員が所有することになる、あなた方が創造された
目的である素晴らしい人生の敷居を、その視線で越えてはいませんでした。 
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10 私はあなたがたにイエスを送り、彼を通して人々 の魂と心に語りかけ、語りかけた者がその生涯と模範をもって教
えていることを人々 が感じ、その教えが天からのメッセージ、真の生命への招待として受けとめられるようにした。そして
、あなたは目を開き、心を開き、魂を開いて、その言葉が誰からのものであるかを知った。 

あなた方は、彼の模範、奇跡、教えを受け、彼とともに霊的生活の美しさを垣間見たのです。あなた方は、あの謙遜な
主人がこの世に君臨するために来たのではないこと、この世に留まるために来たのではないこと、この世をほんの少し通り
過ぎた後、来た故郷に戻り、そこで弟子たちを待ち受けることを学んだのである。 

11 しかし、人類への無限の愛を証明するために来たその師は、どこへ帰って行ったのだろう。優しさと知恵の源であ
る彼は、いったいどこから来たのでしょう。そして、その命のパンと愛のワインを、弟子たちはどこに求めるのだろうか。 

それは彼らの魂が、師の声に呼ばれ、愛撫されるのを感じたとき、生命に目覚めたからです。 

12 私は、あなたがたに世を捨てさせたわけでも、おいしい食べ物や健全な楽しみや、家族に対する神聖な義務を奪っ
たわけでもありません。私はただ、人をこの地上生活の道徳的な道に立たせ、魂を私に通じる無限の道に立たせるだけであ
る。 

その神聖な指示によって、美徳が花開き、魂は、わが戒めに従うすべての存在の道に、上昇への扉が開かれるのを見た
のだ。しかし、その後に、私の言葉を携えて再びやってきて、私の仕事を続け、イエスで話したこと以上のことをあなた方
に明らかにすることになるとは、誰も思っていなかった。 

13 私はこの世を去る前に弟子たちに言った。"慰め主があなたがたのところに来る。真理の霊が、ご自分の宝庫にあ
るものをあなたがたに明らかにする 

"とね。しかし、終わることのない御霊の命の神秘を知りたいと願ったあなたがたは、次々 と人生を重ね、次々 と試練を待
ち、その一つ一つがこの言葉の成就であったのです。あなたがたは、父が約束を破るはずがないことを知っていたのです。
そして、ついにこの時代に、希望の報酬を手にすることができたのです。 

14 見よ、ここに私の仕事の続きがある。第三の時代に、私の大いなる天使の軍勢に囲まれた慰めの霊として、私がや
ってくることを。 

私の後を追うこれらの霊は、私があなた方に約束した慰めの一部であり、彼らの有益な助言と美徳の模範の中に、あな
た方はすでに彼らの慈悲と平和の証拠を受け取っているのです。彼らを通して、わたしはあなたがたに恩恵を与え、彼らは
あなたがたにわたしの霊を媒介したのである。 

彼らの恵みや謙遜を感じると、自分も彼らのような正しい行いをしたいと思うようになったのです。彼らがあなたの家
を訪れたとき、あなたは彼らの霊的な存在に名誉を感じたでしょう。 

15 もしあなたが彼らの寛大さを認識したなら、祝福されなさい。しかし、師はあなたに言います。「あなたは、彼ら
が常に高潔な存在であったと思いますか？あなたがたは、彼らの多くが地上に居住し、弱さと重大な罪を知っていることを
知らないのか。 

でも、今見てください。それは、彼らが良心の声に耳を傾け、愛に目覚め、かつての罪を悔い改めたからです。その坩
堝の中で身を清め、立派に出世し、今日、人類に奉仕することによって、私に仕えているのです。 

彼らの精神は、愛ゆえに、彼らが地球に住んでいたときに怠っていたすべてのことを補うために、隣人を助ける仕事を
引き受け、神の贈り物として、それまで蒔かなかった種を蒔き、彼らが行ったすべての不完全な仕事を取り除く機会をつか
んだのである。 

それゆえ、あなた方は今、彼らの謙遜、忍耐、優しさを驚きをもって目撃し、時にはその償いのために彼らが苦しむの
を見たのである。しかし、障害に勝る彼らの愛と知識はすべてを克服し、犠牲の限りを尽くす。 

16 彼らの苦しみを増やしてはいけない。素直に理解し、彼らのアドバイスに従いましょう。彼らはあなたの精神的な
兄弟姉妹であり、明日、あなたは今日の彼らのようになります。あなたもその世界に住み、あなたの愛と努力と悔い改めが
、あなたの中に残された汚れを洗い流し、彼らのように純粋で騒々 しい存在になることができるのです。あなたの忍耐と善
への愛は、あなたが不幸と悪に絡め取られて地上に残した人々 にあなたの祈りを送らせ、あなたは父に言うでしょう：「主
よ、兄弟姉妹には見えない、触れられない形ではありますが、私が戻って、苦しむ人々 に平和と健康というメッセージをも
たらすことを許してください」そして私はこの恵みをあなたに与えるでしょう。そうすれば、あなた方は天使のようになり
、私がわが子としてあなた方に託した恵みと善の源を自分の中に携えて、贖罪の世界を訪れることを妨げるものは何もなく
なるでしょう。そして、自分の魂が溢れるほど、穏やかになり、より高い次元に到達することができるのです。 

17 私が最後に鐘を鳴らし、私の子供たちを呼んで私の言葉を聞かせるとき、これらの霊的集団の出現も終わるのです
。もう、ギフトの担い手を通して、このような形で彼らのアドバイスを聞くことはないでしょう。しかし、彼らはあなたの
もとから去ることはなく、守護天使として、人々 を守るために存在し続けるのです。あなたが祈り、助言を求めるだけで、
彼らはあなたを助けに来てくれるでしょう。しかし、彼らの影響を感じ、彼らの存在を疑わないように、純粋な心で行うこ
とです。なぜなら、このように高度に精神化された主体には、隣人に対する慈悲しかないからである。 
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18 この間、精神世界は何を教えてきたのか。それは、わが啓示の説明と解釈をもたらしたに過ぎない。今まで私が言
っていないことを明らかにしたり、あなたに教えたりしていないのです。私の教えを予期していたわけではありませんが、
それでも、私が人に姿を現す時が近づくにつれ、預言者、先駆者、告知者としての役割を担ってきました。 

19 このような存在に自分の知性を捧げる準備をしたとき、この能力を持つあなたは、彼らから誠意と力の顕現を受け
たのです。あなた方の霊的な兄弟姉妹は、その言葉にどれほどの謙遜さを示し、わが作品にどれほどの従順さと愛を示し、
その教えによってあなた方の人生をどれほど照らしてきたことでしょう。 

20 すでに私の最後の顕現の日が近づいています。もし、あなた方声の伝達者と言葉の伝達者が自分自身を準備しない
なら、私があなた方に残すべき最後の啓示、指示、指令を受け取ることができないでしょう。しかし、その後になると、私
の宝物を受け取るために、あなた方はどれほど努力しなければならないでしょう。尊い贈り物によって受け取るべきものを
、霊から霊へと受け取るためには、功徳を積まなければなりません。 

わが霊界はこの段階が終わると、従順な召使として自らを知らしめることをやめ、わが名で呼ばれたとしても、もはや
人間の脳を使わず、呼ぶ者に啓発しその有益な助言を与えることだけに限定し、すべての者に慈悲を注ぎ込むことになるで
しょう。 

わたしはこの日を定めた。わたしの霊を現した各時代、各時代を限定したのと同じように。そして、私がわが霊の軍勢
に囲まれてやってきたこの一件では、わが声の担い手たちを通して言ってきたように、1950年が終末となります。 

21 この時間を有効に使ってください弟子たちよ、忍耐せよ！努力せよ！弟子たちよしかし、私は、あなた方の中に無
気力な人がいること、あなた方が生きている時代と、人々 にとって近づいている時間について無知な人がいることを察知し
ています。ある者は霊界に呼びかけ続けようとし、またある者は私の決定を撤回することを望んでいるように見えます。し
かし、私は、彼らが私に尋ねる理由を、どちらか一方にだけ与えることはしない。 

22 目を後ろに向け、人生の旅路を終えようとしていたモーセの周りで起こった出来事を、あなたの魂に記憶させてく
ださい。民衆はあの男の中に、あなたの父の姿を見たのです。あなたは、彼が霊的に強力で、彼が指揮する法律と規則にお
いて正しく賢明で、戦いで勇敢に、試練において献身的で、信仰とエネルギーと生命に満ち溢れていることを知っていまし
たね。 

苦難の長い放浪の間、民が休んでいる間、モーセは見ていて、その魂を私に上げ、祈りに強められ、民を思い、その愛
に包まれたのである。 

これが戦いの中で揺らぎ、自信のなさから冒涜するようになる中、モーセは腕をあげてエホバに呼びかけ、自分に従う
者たちのために力と勇気を懇願し、祈りの後、自分のもとに戻って戦いの中で彼らをよく励まし、それで彼らを勝利に導い
たのである。 

23 多くの苦労、多くの試練を経て、民衆は指導者を信頼するようになったのです。まさか、いつか彼が自分たちのも
とを去らなければならない日が来るとは、すべての人間がそうであるように、彼も地上の生活から離れ、飛翔しなければな
らないとは思ってもみなかったのだ。 

そして、私に約束されたこの日がついにやってきた。モーセの日々 はすでに数え切られており、示された日以上に過ぎ
去ることはない。そして、自分の最期を前にして、まだ到達していないカナンの地を見渡せる山に登った。その山から民を
包み込むような視線で、"約束の地に着くまで進め "と言われたのです。 

24 自分たちの指導者、律法学者、預言者に死の時が来たことを知った人々 は、祈りを私に向けてこう言ったのです。
そこまで案内させ、その後、あなたの胸に抱かせなさい」。男も女も震え、大人も子供も泣いたが、その時はその時で、リ
ーダーの命はもう一刻も長くは続かないのだ。しかし、それは、人々 の痛みに直面し、彼らが私の体現を見た者に対して示
した愛に直面して、私が動じなかったからではなく、時間が決まっており、私の助言は賢明で取り消すことができないから
である。 

25 モーセは私のもとに来て、民は彼の後継者に従った。その時、イスラエルはモーセが与えた力を試した。障害を認
識し、解き放たれた要素から自らを守ることができたからこそ、敵と戦い、打ち勝つことができたのです。苦難に耐え、約
束の地へと続く道から外れることなく、モーセを呼び寄せた主の正しさを証明した。彼は自分の使命を果たし、今は父の愛
に包まれて休むことができるからだ。民は、私が選んだ者を通して与えた律法に生き、従うことを学んだのです。 

26 イエスは3年間、弟子たちとともに生活された。彼は、彼を深く愛する多くの群衆に囲まれていました。弟子たち
は、師が神の教えを説くのを聞くしかなかったのだ。飢えも渇きもなく、つまずきも障害もなく、平和で幸福な雰囲気に包
まれていた。しかし、あるとき、彼らが愛するイエスに心を奪われていると、イエスは彼らに言われた。「もう一つの時が
来る。その時が近づいている。そして、私は来たところから戻る必要がある。あなたは一時的に一人になり、愛と正義に飢
え渇く人々 に、あなたが見聞きしたことの証しをもたらすのです。私の名によって働きなさい。そうすれば、今度、あなた
を永遠の家に連れていってあげよう」。 

27 その言葉は弟子たちを悲しませ、時が近づくにつれ、イエスはその告知をより強調して繰り返し、ご自分の旅立ち
について語られた。しかし同時に、御霊は離れず、世界を見守り続けることを告げて、耳を傾ける人々 の心を慰めたのであ
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った。もし彼らが、当時の人々 に慰めと希望のメッセージである御言葉を伝える準備をするならば、主は彼らの口を通して
語り、奇跡を起こされるでしょう。 

28 その時代の終わりを、神霊はこんな言葉で告げた。また、イエスが大群衆に取り押さえられ、公の秩序を乱す者と
して裁かれたとき、弟子たちは悩み、イエスを非難する者たちに立ち上がりました。しかし、主人は彼らの心を落ち着かせ
、「悩むな、私の時はまだ来ていない」と言われました。 

     

多くの人は、イエスの弟子たちを散らし、師を懲らしめようとさえ思っていた。しかし、ご自分を渡さなければならない時
を知りながら、その民が勇気をもって試練に立ち向かえるように準備する使命を持ち続けられたのです。 

29 しかし、敵の手に委ねられたとき、弟子たちは「なぜ、このように身を委ねて、抵抗しないのか」と憤慨した。な
ぜ、主が誰であるかを知らない者たちから逃げないのか。"その弟子の一人が剣を抜いて、師を捕らえようとした者の一人
を傷つけた。しかし、師は彼に向かい、「剣を鞘に納めよ。このように私を弁護してはならない」と告げました。予言され
た時が来た。書かれたことは必ず実現する。" 

30 主が自分たちを霊的な領域に住まわせ、歓喜のうちに天の父の足元に運んでくれたあの日々 は永遠に失われ、あの
幸せな交わりと至福の日々 の記憶だけが彼らの中に生き続けるのだ、と。 

31 この弟子たちは、罪のない主人のために憐れみを求め、主人が再び自由になり、その短い年月に見たように、道や
村で説教する姿を見たいと願っていたのです。しかし、彼を愛する多くの人々 の涙と懇願は十分ではなく、主人の命は約束
の時間を超えて延びることはなかった。 

32 犠牲が成し遂げられ、弟子たちが日常生活に戻り、悲しみに沈む心が落ち着いて初めて、彼らは勉強を始め、深い
思索にふけった。そして、師がその仕事をやり残したのではなく、完全に完成されたのだと理解した。 

そして、その生涯が模範的であったからこそ、忠実な人々 の心に知恵の宝を残し、約束の王国に到達する道を示す段階、貴
重な時間を築くことができたのです」。 

33 やがて彼らは、使徒としての使命を遂行する上で、主が彼らを鼓舞し、奇跡を与えておられるという証拠をますま
す多く受け取り、彼らを待ち望む人々 に主の愛のメッセージを伝えるために準備と準備をするとき、主の霊が彼らの口を通
して語られることを知りました。この最初の弟子たちは、まさに主の代表であり、自分たちを指導してくださった方を手本
としたために、罪人の間で主の偉大な業を繰り返したのである。 

34 この使命の遂行を通して、彼らは主人をよりよく理解し、悟りを開き、主人が与えてくれた使命を遂行するために
、主の霊に満たされたと感じたのです。 

35 イエス様を通して語られた神様の言葉は、今、あなたのもとに帰ってきて、その働きを続けています。わたしは、
わたしによって選ばれた男女を通して、自分自身を知らしめたのだ。彼らは人間的で、単純で、謙虚な人々 であり、困難な
使命を果たすために自らを準備する方法を知っていました。この期間が終わった後も、あなた方の間で生活し、働き続け、
私との霊的交感を得るために最大の努力をすることでしょう。 

36 モーセは象徴的に山に登り、人生の旅路の果てに至って、「私」に立ち上がりました。イエス様は十字架にかけら
れ、そこから振り上げられ、私と一体となられました。しかし今日、第三の時代において、私の声なき声の担い手たちを通
して語ったが、私はただ私の普遍の光線、すなわち、私が使った道具に降り注ぎ、この世界を一極から他極まで照らし震わ
せたあの強力な光線を撤回するのみである。 

すべての被造物はその光を受け、それはわが霊の知恵と力である。そして、この舞台で私に仕えた声の主たちは、しば
らくこの世に残って私を証ししてくれるでしょう。 

37 そして、わが顕現の最後の日が来たとき、モーセと一体となり、この時間は、使徒である律法学者が、わが前に自
分の仕事を差し出す時が近づいているのを見たときと似ていることを思い起こせ。師と一体となり、師の十字架上の苦悩を
経験することで、師が死の間際に行ったように、"すべては成し遂げられた 

"と祈り、言うことができるようになるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 355 
1 今、地上の谷に集うイスラエルの民を祝福し、この民に属し霊の谷に住まう存在も祝福します。なぜなら、両者は

その使命を果たすために、一つの決意を持っていたからです。兄弟姉妹を愛し、仕えること。この目的によって結ばれた二
人は、完璧な調和を保ちながら暮らし始めるのです。 

2 私はあなた方をさまざまな家に住まわせ、そこから平和のために立ち上がり、兄弟姉妹の魂に光と正義の一筋をも
たらすようにしたのだ。あなたは、最大の試練の時に、私に従い、この善と悪との戦いで兵士として戦うその偉大な人々 の
一部として地上に来ており、この戦いに直面した時、あなたは強く、安心し、自分の運命を確信していました。 

3 わたしのことばを理解するために、魂を整えてわたしに耳を傾けなさい。あなたの知性さえも邪魔をしてはならな
い。そして、わが顕現のこの時間に、すべての感受性と注意と熱意を持ち、わが言葉を指針として持ち、あなたの仕事に心
を砕くように。 

4 あなたはすでに確信を持って、自分の使命感実現の道を歩んでいます。あなたは私の教えをひとつひとつ吸収し、
知識欲と精神生活の知識を得たいという欲求を満たしてきました。 

5 私に学び、必要な労働力を自分のものにしなさい。私は無尽蔵の源である。しかし、私がこれを自慢げに話してい
るとは思わないでください。私はすべての創造主であるが、あなた方に謙虚さを教えているのである。だから、あなたの救
いのために必要なものは、すべて私に求めなさい。心の光が足りないなら、それを受け取ればいい。もし、あなたの意思が
弱ければ、私はあなたを強くし、意志の力を与えるでしょう。もしあなたが隣人への愛を感じず、この能力を私に求めるな
ら、私はそれをあなたに与えよう。しかし、あなたは最初からこれらの能力や資質を持っており、それらを目覚めさせ、振
動させ、豊かに活動させる声を期待して、あなたの魂の中で眠っているだけであることを知ってください。 

6 私は今、あなた方が人を指導し、唯物論者を私の弟子に変えることができるように、あなた方を準備しているのだ
。人間を通して与えられたこの言葉は、人類のごく一部が聞いたに過ぎない。しかし、すべての人は、今と将来の世代のた
めの相続財産として、あなた方の証と、私が書いた書物を受け取ることになる。 

7 私はもう、あなたの魂の中にある無知や抑圧を見たくありません。あらゆる軛に打ち勝つ力を与え、身体を正しく
律し、魂と身体をわが掟に従わせる。そうすれば、私が地上で与える人生の最後の時に、自分の仕事が完了し、高い彼方へ
と導く道が用意されるのを見ることができるだろう。 

8 あなたが生きているこの時代は一時的なもので、永遠の中の一瞬の出来事です。だから、深い教訓として受け止め
るようアドバイスします。これは、あなた方一人ひとりが持つことになる霊的な知恵の書を構成する、非常に多くの教えの
うちの一つだからです。今世のうちに、できる限りの経験と功徳を集めて、道を短くするのだ。行くべき道は長く、足早に
進むことが必要です。 

9 良心の許す限り、大地に根を張るようなことはしないでください。その果実は節度を持って使用し、精神的な進歩
のために生きることもできるのです。この美しい人生も、この豊かな人生も、他の完璧な世界での人生のかすかな反映に過
ぎないのです。 

10 私はあなた方に仮の住まいとして地球を与え、あなた方が転生したとき、この人類の一部を形成したのです。しか
し、あなたがその進路を導く「肉」の舵となり、この大海原で意思ある船のように操縦できるように、私はあなたの魂に光
を与え、私が示したルートをたどり、あなたの運命を示す印に常に従いながら、あなたを待つ港に到着できるようにした。 

11 私はあなたを一筋の光のように、共同体や社会の懐に送り込んだ。そして、あなたが住むこの小さな世界で、あな
たの才能を発揮し、隣人に仕え、彼らの人生の問題を解決し、彼らの道を導いてほしいのである。私は賢明にも、あなたが
仲間のために働くことができる場所にあなたを配置しました。 

12 あなたの仕事はなんと難しいことでしょう。そして、一瞬の迷いで、あなたの歩みを迷わせることができるのでし
ょう。だから、私はいつもあなたに祈りを薦めてきたのです。誘惑に陥らないように "見よ、祈れ 

"と言っているのです。あなたの良心は、あなたの行動が正しく、愛に満ちたものであるよう、常に助言してくれます。 

13 あなた方は、私の仕事の共同作業者となるために地上に来たのです。私は、この時代、私とともに悪と戦う軍勢に
囲まれて来ると書かれており、私は今、私の言葉を行いによって確認しているのである。この浄化と修復の仕事を成し遂げ
、すべての魂を本来あるべき場所に戻すために、大いなる生き物の群れ--あるものは霊的、あるものは受肉したもの--

が私の仲間としてやってきたのだ。 

14 黙想し、悔い改めるよう呼びかけます。困難な時、厳粛な日が来て、あなたたちは最後にわが言葉を聞くことにな
る。あなたの善い行いをひとつにまとめて、わたしに差し出してください。私は、その実を増やし、慰め、希望、平和のメ
ッセージとして人類に届くように、あなたに申し出たからです。 

15 しかし、私の弟子であるこの人々 を裁くとき、私は国々 をも裁くであろう。そして、私の愛の遺産である第三の書
をすべての人々 に残し、私がすべてのわが子たちと分かち合っている賜物と恵みを、あなた方が享受できるようにするので
ある。 
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16 指導者が厳しく、曲げず、容赦なく苦しみの淵に連れてきた国々 は、くびきに耐え、その苦しみにもかかわらず、
魂は屈せず、私に目を上げず、私に救いを求めなかったのである。それでも彼らはプライドにこだわり、傲慢な頭を下げて
慈悲を求めようとはしない。それは、私が今、すべての生き物の道に現れ、その試練に耐えるのを助けていることを疑わず
に、邪悪な戦争の苦難を受けることを好んだ。 

17 憎しみに凝り固まったこの人類は、わが存在を感じようとしなかった。そして、私がその苦しみをすべて知り、感
じていること、そして、彼らが切望する自由と勝利を与える用意があることを知らないのである。 

しかし、人々 が望むそれらの財は、私は彼女の魂に与え、彼女の「肉」に与えない。私は彼女に肉体の支配権を与え、
彼女をこれほどまでに束縛しているこの世界の支配権を与えよう。私は彼女を物質主義に勝利させ、精神的財の所有者とす
る。私は彼女を私の精神である知恵の宝庫に入らせ、そこで知識への渇きを癒し、真の生命の知識を所有するようにする。 

18 権力や優越感を求めることを、健全な魂の欲求と交換すれば、自分の仕事が正当な満足と喜びをもたらしてくれる
ことに気づくでしょう。 

19 いつになったら、私を認め、わが掟をいかに果たすかを知る、調和のとれた従順な家庭を築くことができるのだろ
うか。その時期はすでに迫っているのです。あなた方に降りかかる試練の後、平和に戻り、相互の愛と尊敬を真の神の崇拝
とするのです。 

20 今、私はあなた方を裁いている。私の裁きが容赦ないように、あなた方一人ひとりに私の愛と私の許しが現れてい
るのだ。もし、私があなたの行いを評価して、この世の裁判官のようにあなたを非難し、取り返しのつかない責任を問うと
したら、あなたはどうするでしょうか。私はあなたの裁判官であり、同時にあなたの弁護者であることを自覚しなさい。私
を理解し、私はあなたの父であり、それゆえ、あなたが完全であることを望んでいることを悟るのだ。あなたの弱さにもか
かわらず、私はあなたを限りなく愛しているからです。 

21 今日人を苦しめる試練も、その後に来る試練も、人の魂を固め、あるべき場所に置く。すべての生き物は、純粋に
なり、すでに始まっている霊化の時代に入る準備ができるまで、その罪を償うことになります。そして、この浄化の時代が
終わったとき、あなたは私のもとに帰ってきて、私に感謝するのです。自分の受けた苦痛を訴えることもなく、ただただ昇
天のために闘う強さを感じることでしょう。 

22 しかし、あなたが苦しみの聖杯を空にするとき、私の慈悲によって屈辱を感じたり、卑下したりしないでください
。あなたが純粋で、健康で、強く創造されたのは、私の愛のおかげであることを忘れないでください、だからあなたは私の
もとに戻らなければなりません。 

23 魂に必要な功徳を積むために、私が与える生命はなんと豊かで長いことだろう。私はあなた方を知っていて、あな
た方に何ができるかを知っているから、私に対して ではなく、あなた方自身に対してです。 

24 今日、あなた方は長く生き、進化してきたため、私の現在の姿を理解するのに十分な準備ができています。私は、
あなた方の研究と探求のために、貴重な愛の遺産である「生命の書」の教えを残します。そのページのひとつひとつが、あ
なたの限られた言葉を使い、あなたの知性を生かしながら、私がそこに置いた知恵をあなたに明らかにします。この知識は
、あなたの祈りがもはや言葉を使わず、霊的言語、つまり優れた魂がその神に対して持つ誠実な表現、愛の表現、そして私
が知っていて喜んで受け取るものを使うようになったとき、あなたが私と完璧な形でコミュニケートするよう導いてくれる
でしょう。 

こうして私に語りかけることで、私は未来を明らかにし、指示を与えることができるのです。しかし、あなたが受け取
ったこれらの予言と指示は、あなたの仲間に知らせなければならない。こうして準備が整えば、閉じたままだった唇が開い
てくる。大いなる言葉の才能が明らかにされ、今まで隠していたものが完全に明らかにされる。 

25 人の痛みに共感して癒しの贈り物を求めたあなたは、この活動が展開され、あなたの祈り、言葉、視線が病人に癒
しのバームをもたらすことを経験するでしょう。 

この世界の平和、人間の間の調和と兄弟愛を求める者は、この力を自分の中に持ち、自分の道に平和を蒔き、また平和
が欠けているところに自分の魂を送るのだ。あなた方全員が悟りを開き、自分のギフトが生き生きとし、完全に明瞭に姿を
現すのを感じる時が、すでに近づいています。 

26 この間、ある人は私の呼びかけを大きな鐘の音のように聞いて、それがあなたの魂に届いたのでしょう。しかし、
他の人々 は、今もなお、あらゆる方法でエリヤに求められている。 

27 あなたがたは、さまざまな信条、さまざまな世界観の中で、救いの舟を見つけることなく、私を求めてきた。しか
し、私はあなたがたに言う。私はあなたに再び道を示し、あなたが私を理解できるように指示を与える。 

28 この第三の時代にエリヤが集めた大勢の人々 のうち、自由意志に従い続ける人々 がいます。しかし、他の者たちは
、私に信仰を示し、私に従い、私の畑で働く決意を示してくれた。 

29 あなたは貧しく、喉が渇き、空腹で来たのです。しかし、私は力強い木の葉の下で休息を与え、あなたを癒し、澄
んだ水と永遠の命のパンを与えたのだ。 

30 真理を心に抱いて、荒れ狂う海の波から漂流者を救い出すために旅立ったあなたがたは幸いです。 
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31 人びとよ、わたしはあなたがたの仲介によって、大いにわが身を知らせた。わたしはあなたがたを最高の食物で養
い、計り知れない価値のある宝石を託し、恵みの衣を与え、足に茨を感じないような靴を与えたのだ。あなたは、私にこう
言う小さな子供です。「先生、私はあなたの教えを私の心に刻み、人類に伝えていきます。私は、この光を世界に届けるあ
なたのメッセンジャーになります。" 

32 マスターはあなたに言う。あなた方が第二時代の弟子のようになるように、私はあなた方を準備し、私の律法をあ
なた方に託したのです。 

33 私は、あなたの魂がもはや暗闇の中にとどまることがないように、平和と聖霊の光を与えたのだ。 

34 人間の心を通して私が与えた顕現は、いかに歓迎すべきものであろうか。その心の底から、光り輝くたいまつのよ
うにインスピレーションが湧いてくるのです。私はこの岩に形を与え、最も清らかで澄んだ水を湧き出させるために、より
一層努力します。彼らは、私があなた方に私の言葉を与えるためのチャンネルなのです。 

35 見よ、春を、枝に良い実をいっぱいつけた力強い木を、道行く人に日陰を与えて、あなたの情熱、あなたの野望、
あなたの誘惑からあなたを休ませてくれる。あなたがたは、わたしの言葉を聞いて、わたしを認識しない聾唖者でも盲人で
もない。 

     

もしあなたが私に耳を傾け、この光をあなたの魂に宿すならば、あなたはすぐに私を理解し、私を認めない人々 のために私
にどうお願いすればよいかを知るだろう。 

36 スピリチュアライゼーションに目を向けると、思考の闇が消え、美しい光に照らされることを体験できます。あな
たは父のインスピレーションを受け、父の放射を感じることで、人類に対する透明な鏡のような存在になるのです。そうす
れば、あなた方の顔には、他者に対する喜びと優しさが映し出されるでしょう。 

37 良いことをしても自慢しない人は幸いで、来世で宝を得ることができます。私の作品にしたことの対価を期待して
はならない。あなたの作品に報酬を与えるのは私であるように。 

38 あなた方は人種も肌の色も違うが、父の目にはひとりの子どもとして映っているのだから。 

39 あなた方は父から生まれた魂であり、私が愛撫を与える相手である。そして、私は師として、あなた方の誤りを正
し、あなた方を私の弟子に変えるための指導をあなた方に委ねるのだ。 

40 以前、あなたと約束したように、今日、私はそれを果たします。私は、あなたがたが受けるべき苦痛から救い出す
ため、そして、国から国へ、世界から世界へと、互いに愛し合うことを思い出させるために、再び来たのだ。 

41 私があなた方を呼んだのは、このためである。あなた方が、すべての国々 に私の平和、私の光、私の愛を伝える使
者となるためである。あなた方は、人類が目覚めるラッパを鳴らす私のメッセンジャーだ。あなたは霊的な鐘のようなもの
で、その音はすべての魂、すべての心に響くことでしょう。そうやって、あなた方が地上のあらゆる場所に幸せをもたらす
存在になるように、私は今、あなた方を準備しているのです。 

42 自分の使命を果たすために人間の命を失う者は幸いである。その魂は至福と勝利に満ちて私のもとにやってくるか
らだ。 

43 1950年以降も、私は霊から霊へ、あなたがたに自分自身を知らせ続けるだろう。その時、あなたの使命は終わり
ません。あなたは私の教えを実践し、あなたのマスターのように、私の教えを広めるのです。あなた方は、模範を示して教
え、人類にグッド・ニュースをもたらす良き弟子となるのです。 

44 あなた方は、「金の羽」によって書き留められた私の教えを、すべての純粋さと明晰さをもって知らしめ、このす
べてのページの文章から、それを人に知らせるための本を作り出さなければならないのです。それは、父なる神が聖霊とし
て、人間の心という器官を通して、この時に口述された第三の聖書である。その中で、私の教えを一音一音、理解し、実践
するようにと、与えているのです。 

短いというのは、もうこの形で話すときのことです。しかし、あなたが準備され、あなたの心が私の神性のための聖域
となったとき、私はあなたの中に住むでしょう。 

45 あなた方が光の子であるように、私の教えを授けます。私の知恵をあなた方に授け、明日、あなた方が教師になる
ようにします。あなたがたは、疲れ果て、飢え渇き、苦しみの杯を空にしただけのそれらの大群を受け入れることになるか
らです。私の弟子であるあなた方には、その苦い杯を彼らの唇から取り除き、恩寵と平安を与え、救いの港に導くことが委
ねられているのです。起きて、一つの体を形成し、一つの同じ意志を持って、私を愛し、人類に仕えるのです。 

46 彼らの汚点や罪を見てはならない。すでに第二の時代には、許すことを教えたのだから。覚えておいてください。
罪人が私の足元にひれ伏したとき、私は彼女を非難する者たちに言った。"あなた方の中で罪のない者が、最初の石を投げ
なさい 

"と。そして、良心の声を聞いて、その人たちは狼狽した。そして、その女が顔を上げたので、私は彼女に言った。「あな
たを非難する者たちはどこにいるのですか。家に帰り、もう罪を犯さないように」。だから、愛する弟子たちよ、同胞を裁
いてはならない。あなたがたの行いを裁けるのは、わたしだけだ。 



U 355 

94 

47 魂は雪の結晶のように純粋に私のもとにやってこなければならない。祝福された人々 よ、このみことばを受け取ら
なくなった後も孤児だと思わないように、心の中で私を抱え、霊から霊へと私と交わることができるように、心の準備をし
なさい。 

48 私はいつでもあなた方に道を示し、あなた方が私の神聖な仕事に一体となれるよう、あなた方の魂を啓蒙してきた
のだ。 

49 あなた方の中には、この第三の時代に私が確認した法則を、人間の知性によって成就させた者がいる。あなたは、
私が世界に示した模範です。しかし、他の方は足が止まってしまっていますね。 

50 あなたは私に尋ねます。"師よ、私が人生で功徳を積むには、どのような道を歩めばよいのでしょうか？"そして、
あなたがたが無知であることがないように、たゆまず教える師として、私はあなたに光を与え、あなたを鼓舞し、あなたが
たが私の回廊で働けるように、あなたの良心を通して語りかけてきた。 

51 私は、あなた方が強いと感じ、力を発揮し、疲れを知らずに働けるように、力強い木の実を豊かに与える。 

52 私はあなたの魂に私の慈悲を注ぎ込み、あなたに欠けるものは何もない。私はあなた方の渇きと飢えを私の言葉の
真髄で癒し、私の仕事を計り知れない価値を持つ宝石としてあなた方の手に委ねた。 

53 ある者は光の道を旅し、その上でリフレッシュしてきた。他の人たちは間違った道を歩き、痛みと疲れに侵されて
いる。 

54 私は、人種、肌の色、社会階級、地位などを見ずに、また、彼らが知性を鍛えてきたか、それとも無学で不器用な
知性の器官を持っているかを考慮せずに、わが選ばれし者を召集したのである。私は彼らを世から選び、彼らの仲介を通し
てわが身を知らせるために、わが光とわが恵みとをもって彼らを準備したのである。私は、世の中に疲れ、失望している男
性、女性、子供、大人に電話をかけています。 

苦い杯を飲んだ女たちを私は清め、慰め、私のしもべに変えました。この第三の時代、世の中の堕落によって滅びゆく
若者たちに、私は限界を設定した。私は彼らに私の食卓の食物を与え、この時代に私の労働者、私の弟子を増やすよう招い
た。 

55 あなた方はわが奉仕に自らを捧げ、人生の旅路のゴールに到達できるよう、私に助けを求めている。私はあなたを
励まし、助け、あなたの魂と身体を強くして、私に届けます。 

56 あなたが奈落の底に落ち、飢えた狼の餌食になる寸前だったとき、私はあなたを救ったのです。あなた方の中には
、あなた方に対する私の偉大な愛を認識し、私の名を賛美する者がいる。しかし、他の人たちは、自分たちが作り出した苦
痛を私に見せるだけです。 

57 あなた方の中には、私に奉仕するために、地上に存在する日数を延ばしてほしいと願う者がいる。しかし、他の人
は々、彼らの疲れた足と、この人生の波乱に傷ついた心を私に指摘します。しかし、私はあなたがたに言う。私はあなた方
をこの星に住まわせ、魂の向上のために功労を積ませたのだ。 

58 本当にあなたがたに言う。私は罪人を救うために来たのだ。あなた方の中には、私の教えに従うという決意を持っ
た人もいる。しかし、他の人々 は自分の意志に従って生き、その苦痛を私に差し出します。しかし、父はあなたがたに言う
、わが子たちよ、あなたがたはわが教えに従わないので、わが意志ではないが、痛みがあなたがたを苦しめていることを認
識しなさい。エリヤを、疲れ知らずの羊飼いとして認識し、小道や下草の中であなたを探し出し、もう一度羊のハードルま
で連れてきてくれる。 

59 羊飼いの腕の中であなたを休ませ、私の前に連れてきてくれるのです。そして、あなた方が再び私の慈悲と赦しと
祝福を受けることができるようにと、群れのために祈るのです。 

60 今日、あなたは私に何を求めているのか、私が許さないようなことが必要なのか。 

あなたは私に、あなたを許し、闘争の中であなたを励ましてくださいと言うでしょう。私に気づかれないことはない。
私はあなたの足跡をたどり、盗人のようにあなたの心に入り込み、あなたの中にあるすべてを知ろうとしたのです。あなた
がわたしに求めるものは、すべて与えられる。 

61 わが現存を霊的に求めるあなた方は、外的な崇拝を行う必要もなく、儀式や式典に出席する必要もないのです。あ
なた方は、私の言葉をあなた方に聞かせるために、私があなた方に集まってほしいと思っているこの謙虚な集会所に来て、
ここであなた方は私を見つけるために自分を高めている。 

62 私は現在、第二時代の私の使徒を手本とする善意の魂を求めています。今日、私は人になるために来たのではない
、そして、私の顕現は微妙である。それゆえ、あなた方は、私からのあらゆるサインやヒントを感じ取ることができるよう
に、自らを準備し、清めなければならない。 

63 エリヤをモデルに、疲れ知らずの羊飼いとして戦い、民の魂を整える。彼の困難な仕事を手伝い、自分の才能を発
見したときに喜ぶ。魂の目を開いて、この世界にすでにある他の霊界の完成を見よ」。 

64 高貴な存在、正しい者がするように、あなたが使命を果たすという貢ぎ物を私に与えよ。私の仕事を表面的に研究
してはならない。そうすれば、あなたはそれを理解することができず、その完全性を発見することもできないだろう。私が
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人類に残す第三の遺言として受け取り、過去の時代にも同じ愛情をもってあなた方に語りかけたことを思い出してください
。エホバが最初の時代に人々 に語られたときの義の声、次にイエスの贖いの言葉、そして今日の慰めの御霊が人間の魂を一
つの道に導いています。それは、いつの時代もあなたを照らしてきた唯一無二の神霊です。 

65 苦しみの救済を受けたときだけ、私を愛していると言って、去ってはならない。厳しい気候の中でも、花の美しさ
と香りを保つ様子をご覧ください。だから、あなたも私を愛しなさい」 平安の日も試練の日も。 

パラブル 

66 ある青年が荒れた海で船に乗っていた。しかし、波の激しさにもかかわらず、船は平静を保っていた。 

その青年は、この海の中に、難破したように見える12人の素朴な男たちを発見した。港まで連れて行き、必要なものを
与えよう」。その人たちは救い主の前にひざまずいて感謝した。しかし、心の中では、彼と一緒にいるのはふさわしくない
と思っていた。 

青年はこうして彼らを見ると、「私は罪人を救うために来たのだ。私の恵みによって彼らを豊かにするために、貧しい
人々 を探し求めたのだ」と言った。私は病人を探し求め、彼らに与えるために 

与える健康" 

この言葉を聞いた漂流民は、自分たちを救ってくれた青年が誰なのか分かった。そして、彼らは彼に言った。 

"主よ 新しい日の光が我々 と全ての必要な人のために立ち上がりました" 

青年は彼らに言った。「私は今、この荒れた海を渡るように指示しているのです。すると、救助された12人は、その船
の行く手で、荒れ狂う波が救世主の声に優しく従順になったのを見て、驚いたのである。 

戒め、律法に背き、罪人となり、困窮した漂流者たちは、悔い改めて彼に言った。"主よ、もう一度あなたの教えを授
けてください "と。 

そこで主は、完璧な指示が書かれた開かれた本を彼らに見せ、「今、私はこの船をあなた方に託し、漂流民を救うよう
に」と言われました。彼らは喜びを持ってその任務を受け入れ、その使命を果たすために従順であることを誓った。 

その船の行く手で、あの海に沈んだ人たちが救われ、その人たちは主が与えてくださった力を確信して、驚きました。  

譬え話終了 

67 この第三の時代に、世界が堕落の絶頂に向かう中、私はあなた方を呼び寄せ、私があなた方に託したその教えを通
してあなた方をこの船に救い、人類に示すことができるようにしたのだ」と、主人は真実に語っています。 

68 この教えの時間を経て、あなたは世界での使命を果たすことができるようになるのです。守護天使に伴われ、信仰
と正義を規範とすることになるのです。あなた方は無知と徹底的に闘わなければならないが、慈悲と忍耐を駆使して、指導
と矯正という困難な仕事をしなければならない。 

69 私はあなたがたの祈りを理解し、あなたがたの願いを聞き、あなたがたの願いと希望を知っている。あなたは精神
的な使命を果たすために必要なすべての手段を持ち、あなたの体を維持するために必要なものを与えます。 

70 恵みの朝を祝福します。あなたの真摯な祈りが、国々 を包むマントのように、私が今も昔も彼らを祝福するように
。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 356 
1 あなた方は、私の来訪を信じた人たちです。これらはすでに私の顕在化の最後の年であるにもかかわらず、あなた

方は私の弟子となり始めた日であるかのように、私の話を聞くために急いで来るのだ。 

2 この間、多くの者が召されたが、私に従った者はわずかであった。しかし、彼らのすべてに、わが霊の光が降り注
いだ。第二の時代、私が「見ずに信じた者は幸いである」と言ったとすれば、今、私は「見ずに信じ、私に従い、忍耐した
者は幸いである」と繰り返すのである。 

3 しかし、このような形でのわが顕現とわが存在に、誰も驚いてはならないと言わねばならない。なぜなら、それは
すでに第二の時代に私が予言し、約束したことだからだ。驚かせてしまったのは、私の本意ではありません。もし、あなた
が私の出現を知り、多くの人が驚いたとしたら、それはあなたが深い眠りの中で霊的に吸収されていたためです。それは、
あなたが目を覚ましていなかったからです。 

4 私が第二の時代に去った後、私を信じている人々 の間では、私の帰還が代々 期待されていました。親から子へ、神
の約束が伝えられ、私の言葉は、私の帰りを待ち望む気持ちを生かし続けました。 

各世代は、主の言葉が自分たちの中で成就することを期待し、自分たちが才能ある者であると信じていた。 

5 こうして時は流れ、世代も移り、私の約束は心からますます抑えられ、人は見守り、祈ることを忘れてしまったの
です。 

6 数世紀が過ぎ、人類が、人々 が真実から最も遠ざかっている時に、私が来るとはもはや思ってもみなかった時、私
は私の言葉を実現するために、私の霊的存在を感じさせました。 

7 私がこの時代の人々 に自分自身を知らせるために選んだ形は、多くの人々 を驚かせ、私の過去の啓示をまず振り返
ることなく、それを非難するようにさえしました。 

8 私がどのような形を選んでも、私を受け入れる準備ができていない人たちを混乱させることになると、私はあなた
に言います。しかし、目を覚まして準備していた者にとっては、私がどのような形で顕現しても驚かなかっただろう。なぜ
なら、彼はあらゆる形の顕現の中に私を感じたはずだからだ。 

9 この時代に私を信じた人たち、私を感じた人たち、私に従った人たちはみな--

本当に、霊的に私を待ち望んでいたのです。彼らは意識することなく、わが帰りを求め、わが言葉を待ち望んできた。 

10 そのころのわが約束は、一人の民のためではなく、全人類のためになされた。だからこそ、わが光は、声の主であ
る理解器官を通してわが声を聞くこれらの群衆に降りただけでなく、新しい時代の到来を彼らに知覚させるために、すべて
の人々 の道に千の方法でわが身を現すと、今日あなたがたに告げるのである。 

また、日ごとに、また生々 世々 に私を待ち望んでいたにもかかわらず、あなた方が持っている形で私が来たのを見たと
き、私の存在を信じることができず、去っていった人たちがいたことを伝えなければなりません。なぜかというと、彼らは
長い間、私が選んだ形とは違う顕在化の形を想像で作り上げていたからです。 

11 私の決断とインスピレーションは、人間の推測や想像を超えたものであることを理解してください。 

12 私の作品は、人間が真理として理解できるもの、また完全なものとして理解できるものの上にあることを、私は多
くの証明で示しました。 

13 ある人たちを最も混乱させたのは、私の教えが人間の限られた知性器官によって表現されていることです。しかし
、このような理由で苛立ちを感じる人々 が、わが言葉を本当に理解しようとするならば、彼らはすぐに、訓練を受けていな
い、さらには不純な人間をわが教えを聞くために選んだ理由を知ることになるだろうと私は言う。そして彼らは、私がこの
手段を選んだ理由が、わが愛、わが正義、そして永遠の掟であることを知るだろう。この掟によって、人間の魂はその父と
直接交わることができるようになり、魂の特質と肉体の能力が同時に参加する交信形態となる。 

14 自分が罪人であることを知っている者は、このような恵みを持つに値しないと考えるのは当然である。しかし、私
はあなたの存在の向こう側を見ることができ、あなたの不完全さの上にいることをあなたが知ることは正しいことです。 

15 理解しなさい--あなた方は私の一部なのだから--

私がすることは、あなた方が私の中で生きることができるように、あなた方が自らを清め、自らを完全にするのを助けるこ
とだけなのだ、と。 

16 もはや、罪人のために他人が功徳を積むことは適切ではありません。もうその時代は過ぎてしまいましたが、その
功罪はお手本として存在しています。 

17 今日、救いの功徳を積むのは、罪人自身である。私は彼のガイドであり、教師であり、救世主でありたいと思いま
す。 

18 この世の親が、いつから良い子だけを愛し、悪い子を憎むようになったのでしょうか。自分を最も傷つけ、苦しめ
る相手に対して、最も愛情を注ぎ、思いやる姿を何度見たことか。私よりも大きな愛と赦しの業を行うことが、どうしてあ
なたに可能なのでしょうか。師匠が弟子から学ばなければならないということが、いつから見られるようになったのでしょ
うか。 
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19 それゆえ、私は誰一人として私にふさわしくない者はいないと考え、それゆえ、救いへの道は、それを踏むよう永
遠にあなた方を招いていることを知りなさい。ちょうど、光と平和と善であるわが国の門が、律法と真理から遠く離れてい
た者たちの到着を待ちわびて、永遠に開いているのと同じように。 

20 だから、罪深い多くの生き物の中から、わたしの言葉を聞かせる道具として使う者を選びたかったのだ。 

21 私がこのミニストリーに選んだ人たちの中には、本当に多くの再生事例があります。改心と悔い改めの証拠がいく
つあることでしょう。 

22 私の帰りは霊でと予告したので、この時代にそれを実現したのです。私が求めたのは人間なのだから、どうして人
間ではない別の手段を選んで、わが身を知らせなければならなかったのか。これらの大勢は、自分自身を少し霊的にするの
に十分であり、彼らの感受性によって、わが存在とわが本質を知覚し、この種の顕現を正しく、自然に見出すことができた
のです。 

23 しかし、すべての人が、最初の瞬間から私の存在を感じることができるほど、感性が豊かなわけではありません。
ある者はこの光を見るために、また私の言葉の本質を理解するために、注意深い霊的なまなざしを持ってやってきたが、あ
る者は肉眼を探りながらやってきた。そのため、彼らの判断、評価、観察は表面的で、常に外面だけを気にしていた。言葉
の意味や本質を追求するのではなく、言葉の正しさの大小を判断し、声を出す人の生活、生き方、話し方、服装まで問いた
だしてきたからだ。 

24 後者はもちろん、この仕事に関して初心者でしかない人々 の不完全さを発見しなければならず、それから私の教え
の真実をすべて否定した。一方、前者は私のしもべたちの欠点、限界、貧しさを見過ごし、彼らは人間でしかないので誤り
を犯し、この言葉の意味、本質だけを追い求めていた。だからこそ彼らはこの「花束」に私の精神の存在を見出したのだ。 

25 私の言葉に注意を払わず、その内容を掘り下げない者は、決してその真理を見出すことができず、すべての疑問の
解明や解決を見出すことはできない。 

26 弟子たちの間に少しの誤りも疑いも生じないように、私の言葉そのものですべてを説明するのは私である。 

27 この言葉の本質、つまり人間的な言語の形を超えた意味を探すことを学べと、何度も言ったことを思い出してくだ
さい。そして、私が罪人や、訓練されていない心を持った人々 、教育や勉強をしていない人々 を通して、自分自身を知らせ
たことを常に考慮に入れなければならないことを忘れないでください。 

28 すべての人が私の光を求め、弟子になろうと努力する弟子ではないことを認識すること。 

なぜ多くの者が私に背を向け、私の労働者の手によって失望を味わったと主張し続けるのか、今こそ学べ！」。 

29 彼らは、無尽蔵の真理の源に行きながら、身を低くして飽きるほど飲むことができない、渇いた心なのだ。彼らは
自分の中に非常に大きな空虚さを抱えており、自分の魂が必要とするものを見つけることなく、探し求め、呼び続けるので
す。しかし、いつの日か、彼らは再びこの道に近づき、その時、その痛ましい体験は、もはや外部にではなく、より深いと
ころに私を求めるようにと教えてくれるでしょう。彼らが戻ってきたとき、あなたは、私の話を熱心に聞いた人々 の中で知
恵が輝いているのを見るでしょう ── 

マスターのもとに留まり、彼らの信仰と霊化に報いられ、彼らに降り注ぐ光によって偉大な神秘と教えを明らかにした人々
の中で──。 

30 私は、あなた方が私の顕現を目撃するために来る前に、あなた方全員をテストした。私は、わが弟子たちひとりひ
とりに賢明な証明を送り、あなたたちにわがプレゼンスを目撃する機会を与えるようにした。しかし、本当にあなたがたに
言います。ある者は、私の呼びかけに献身的に、謙虚に、そして従順であったが、ある者は、私の声を聞いたにもかかわら
ず、信仰もなく、意志もなく、しばしば高慢と嫌悪、そして不本意でさえあることにとどまっている。心が曇り、心が毒さ
れたとき、魂は何を受け取ることができるのでしょうか。そのような人は、不完全なものしか見えません。 

31 私はあなた方をテストします。その目的は、彼らの全存在が強められ、もしこの手段でわが言葉が聞けなくなった
としても、わが言葉に含まれる知恵を持ち、同時にこの教えを真の純粋さをもって広めるために必要なすべての力を持つこ
とができるようにするためだ。 

32 私の弟子たちは、今のように私の声を聞かなくなったとき、彼らの模範が非常に重要になることを確信しなければ
なりません。そうすれば、優れた弟子たちが、その働きによって他の者たちを教えることになるからです。彼らは、わが言
葉の証言は常に行いを伴うものであることを知らなければならない。 

33 もし明日、この民に証しの時が来たとき、私の民が私の言葉を生きないなら、--

彼らの行いを私の真理に合わせないなら、私の言葉をいくら完璧に繰り返しても、何の役にも立たないでしょう。 

34 私の言葉を心に響かせたいと願う者は、愛をまとい、慈悲を浸透させ、謙虚さと忍耐を身につけ、許す用意をし、
同胞の苦しみを軽減する善意であるべきである。そして、私の弟子の心に有効な私の言葉によって、最も硬く、最も消極的
な心が揺さぶられ、動かされることを経験することになる。 

35 あなたがたの仲間の多くがこの言葉を辛抱強く聞かないのは、あなたがたの不完全さを知ったからであることを知
っているので、あなたがたの手本が彼らに大きな影響を及ぼすことを知って、できる限り私の律法に違反することを思いと
どまらせるようにしなさい。 
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36 私の仕事の純粋さと真理を伝えなかったために、正しい道から外れた人がいたとしても、あなた方の良心が責める
ことがないように、自分自身に満足してほしいのです。 

37 第二の時代、私が大勢の人々 に語りかけたとき、私の言葉は--意味も形も完全なもの--

すべての人に聞かれた。私の視線は、彼らの心を貫いて、それぞれが自分の中に持っているものをすべて見出した。ある者
は疑い、ある者は信じ、またある者は恐怖に満ちた声で私に語りかけました。私が父から天の御国を人類にもたらすために
来たと言うのを聞いて、嘲りを隠そうとした人たちもいましたし、私に対する憎しみや、私を黙らせよう、排除しようとい
う意図を見出した心もありました。 

38 私の真理に心を打たれたのは、傲慢なパリサイ人たちだったのです。わが言葉がこれほど明瞭で、これほど愛に満
ち、これほど心地よいものであったにもかかわらず、 ── それは常に力強い業によって確認されていたにもかかわらず 

── 

多くの人々 が、イエスという人物に従って私を判断し、私の生活を調べ、私の衣の慎ましさと物欲の絶対的貧困に注意を向
け、私の存在の真実を発見しようとし続けていたからである。 

しかし、彼らは私を非難することに飽き足らず、私の弟子たちをも非難し、彼らが話すかどうか、道中で私に従ってい
るかどうか、食卓に座っているかどうか、じっと観察していたのです。あるとき、私の弟子たちが食卓につく前に手を洗っ
ていないのを見て、パリサイ人たちはどれほど憤慨したことか。身体の清潔さと魂の純粋さを混同していた哀れな頭脳たち
彼らは、神殿で聖なるパンに触れたとき、手はきれいでも、心は腐っていることに気づかなかったのです。 

39 私はこの世で説教する限り、私の弟子はすでに主人であるとか、言うことを聞くべきだなどと言ったことはない。
彼らはまだ、わが言葉の光に魅せられ、進んで私に従った弟子たちであった。しかし、彼らはまだ間違いを犯しており、彼
らが変わり、その後、人々 の手本となるには時間がかかるからだ。彼らは、神の愛のノミで滑らかにされた岩石であり、後
に彼らも石をダイヤモンドに変えることになる。 

40 私の弟子たちが間違いを犯したと言ったら、私が群衆に向かって話したとき、彼らの中に小さな子供を手や腕に抱
いている女性がいたので、私の弟子たちは、子供が私にいたずらするかもしれないと思い、私の言葉は大人だけのものだと
考えて、それらの母親たちに子供を連れて立ち去るようにという間違いを犯したことを思い出してください。彼らは、わが
言葉が、老人であれ、壮年であれ、青年であれ、子供であれ、霊のためにあること、また、性別は霊とは関係がないので、
男であれ女であれ同じであることを知らなかったからである。 

41 イエスが幼子を祝福してくれるようにと近づいた母親たちが、どんな苦痛を味わったことか。そして、わが弟子た
ちのその行為に、私がわが言葉で発した慈悲と愛に、どれほど疑いを抱いたことか。だから、"子供たちを私のもとに来さ
せなさい "と声を張り上げなければならなかったのです。 

42 その失敗を教訓にして、弟子たちに教えたのです。私がオリーブ園で逮捕されたとき、私の弟子の一人であるペテ
ロは、私を守ろうとして、大祭司のしもべに剣を突き立てた。そして、「もう一度剣を構えなさい」と言いました。剣を取
る者はみな剣で滅びるからである。" 

43 私は弟子たちのもとを去り、そして彼らは私のところに残って、その働きと言葉によって証しをするようになりま
した。私の霊は彼らを光で満たし、私の種を世界中に広げ、愛と謙遜と高揚の模範として存続するために役立つあらゆる仕
事をするよう鼓舞したのです。彼らはもはやか弱い子供ではなく、地上における師の代表としてふさわしい、燃えるような
弟子へと変貌を遂げていたのだ。臆面も疑いも誤りも真理に変わり、彼らはその作品のすべてでそれを公言していた。 

44 愛する人々 よ、あなたたちも、この時代に私が宣教している間、間違いを犯し、弱さを持ち、誘惑に陥り、時には
疑うこともあったでしょう。しかし、わたしはこの宣言を中断して、あなたがたに反省し、覚悟を決め、強くなる時間を与
える。あなたがたもこの地上に残り、わたしのことばのあかしをするのだ。 

45 しかし、あなたの使命が困難で悲しいものであるかどうかは考えないでください。あなたがたに言うが、霊的な装
備を整えれば、何事も難しく感じられなくなる。 

46 そして、このことは、あなたが仲間に私の真理を伝える最も明確な証となるのです。 

47 あなたの不完全さにもかかわらず、あなたはすでにしばしば奇跡を起こしていることを忘れないでください。そし
て、自分の中にあるスピリチュアリティが開花すれば、作品はより大きなものになることを忘れないでください。 

48 あなたはまだ、自分の模範が他の人に何をもたらすかをそれほど重要視していないようですね。あなたは、自分の
言葉だけでなく、祈りや働きにある力を明確にしたくなかったのでしょう。 

49 私は、あなた方の行為が心に蒔く種を知る唯一の者であり、あなた方の種が滅びないように、私の命と愛の露を降
り注がせるのだ。しかし、まだ始めて間もないのだから、自分の仕事の真実性を信じて、それを放棄しないことが必要であ
る。あなたの行動は常に監視されていることを自覚し、その目が私の教えに従順な模範を常に発見することができれば良い
のです。 

50 あなたの行く手には、多くの無知の目隠しが落ちています。あなたの言葉によって、あなたの仲間の何人かが悪の
道から外れたのです。あなたの平和主義が、不和の渦に巻き込まれた多くの家庭の調和を取り戻すのに役立っています。多
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くの病人がその苦しみの上に、あなたが浴びせたバームを感じて、苦しみから解放され、また、世の中の迫害や危険に対し
て、多くの心を強くしてくれました。 

51 では、なぜ作品に価値を与えないのでしょうか？そうではなく、私が慈悲を注いだとき、あなたは自分を通して流
れる光が仲間の人生 

に及ぼす影響の重要性を認識していることを伝えたいのです。そうすれば、もはや種を捨てることはできないからです。 

52 愛する種まき人たちよわが平和を世界に運ぶのだ、その中にわが愛、わが慈悲、わが真実、わが癒しがあるのだこ
のバームを、祈りの中で、思考の中で、言葉の中で、視線の中で、愛撫の中で、あなたの全存在の中で持っていれば、本当
にあなたに言いますが、地上でのあなたの霊的な日の仕事だけが、あなたにとって満足に富み、決して苦くはないでしょう
。 

53 もうすぐ、私はこの姿で姿を現すことはなくなる。しかし、わたしはあなたがたをわたしの力と光に満ちたままに
しておく。だから、わたしがあなたがたを狼の中の羊のように残していくことを恐れてはならない。 

54 私の言葉がないからといって、あなた方が冷めるようなことがあってはならないし、これらの示現が停止したから
といって、あなた方が互いに距離を置くようなことがあってはならない--

それどころか、そのときこそ、あなた方がさらに団結して、闘争と試練に立ち向かうことができるようにすべきである。 

55 物理的に離れている以上、霊的に近づく時期はまだ遠い。 

56 今、あなたたちはまだお互いを見たり聞いたりする必要がある」 

「今、あなたたちはまだお互いに暖かさと強さと信念と勇気を与える必要がある」。 

57 私の出発後もしばらく集まり続けるようにとのわが意志をあなた方に伝えました。そうすれば、あなた方の集まり
の懐で私の霊的存在を目撃するのにふさわしい存在となるように、あなた方の準備は整うでしょう。しかし、あなた方の信
仰が強くなり、決意が成熟し、霊から霊へ私を求め受け取ることに慣れたならば、魂を解放し高めるこの教義の種をまく者
として、様々 な道に散らせる状態になるのである。 

58 私はいつもあなたがたの集いに身を置き、その中で心のあらゆる器官に私の霊感を注ぎ込む。しかし、今でも私は
あなたがたに言います。わが言葉がもはや聞かれなくなったその日、わが光線の降臨を待ちながら、その普及に今と同じ感
動を覚え続ける心たちは幸いである。 

59 あなた方の集会が平和に包まれ、瞑想が深まり、私の言葉の本質を発見することができるように、しかし、その場
で争いや情熱が起こることがないようにしたい。そうすれば、闇を刈り取るだけだからだ。 

60 私はあなたに、あらゆる誘惑の扉をロックする、目に見えない鍵を渡します。しかし同時に、私はインスピレーシ
ョンの扉を開くつもりです。その時こそ、第三の時代の啓示があなた方に豊かに注がれることを常に意識していなさい。な
ぜなら、わが声の担い手たちによるこの告知は、あなた方を準備するためのものでしかないからだ。 

61 スピリチュアライゼーション、内なる収集、思考の高揚は、新しい啓示への扉を開く鍵であり、その光の中で、す
べての謎と解明されていないすべてのものの解明を見出すことができるだろう。 

62 あなた方は新しい教区民を引きつける努力を続け、その人たちが新しい弟子、つまり「最後の一人」となり、その
人たちに私はまた、わが霊を注ぐのである。それどころか、あなたの慈悲は、弱い者や苦しむ者、疲れ果て、霊的に飢え、
愛に渇きを覚えている者たちに対して最も強く注がれるべきなのです。 

63 この時代、私の言葉が大群衆を引きつけて集めたように、あなたがたの集会も仲間を引きつける霊的な力を持つよ
うにすることだ。 

64 そのような集まりの中で、あなたが思いを一つにして、仲間のことを自分のことのように考えるとき、あなたの祈
りは素晴らしい効果を発揮することでしょう。そのとき、あなたは慰めや、その人の身体や魂の健康が、その人の上に降り
注がれるのを感じるでしょう。 

65 私の存在を示すこれらすべての証拠に照らし合わせると、あなた方の心は今の時代の終わりを見逃すことはないだ
ろう。 

66 私の教えを解釈する者、明確なビジョンを持つ先見者、真の言葉を持つ者が現れるだろう。よりスピリチュアルな
方法で病人を癒すことになるのです。私があなたの中に置いた癒しの力は、まず病人の魂に届き、伏せた体を起こすよう鼓
舞し、魂の真の自由を取り戻すために、苦しみと情熱を克服する方法を教えてくれるだろう。 

67 あなたがたの仕事はすべて慎み深く、ひそやかに行い、だれも妬みや虚栄心を心に芽生えさせてはならない。そう
すると、霊と霊の対話という奇跡が起きないからです。今の段階が終わったら、あなた方はそれを実践し始めることになり
ます。 

68 わが顕現の最後の日々 において、啓示、本質、教えに満ちたわが言葉を、あなた方がそれを聞くためにした準備に
報いたように、霊から霊への対話の日々 において、私は世界を揺るがすインスピレーションと予言であなた方の上昇に報い
る方法を知っているだろう。 

69 私の弟子たちの熱意、尊敬、従順は、霊的な恩恵で報われるでしょう。 
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70 他の国から人々 がやってきて、私が何を教え、何を発表したかを尋ね、そして私の言葉を繰り返すのです。しかし
、もし私の教えの一部または多くがあなたの記憶から消されるようなことがあれば、あなたは現在、私の霊感が「金の羽」
と呼ばれる弟子たちに口述している書物を参照することになるでしょう。 

71 この本は、私の言葉がすべての人のためにあったように、例外も特権もなく、すべての人のためにあるものとする
。そうすれば、私の教えは一部の人の心に埋もれることなく、永遠にその光を放ち続けることができる。 

72 今もなお、私はこの民に、間もなく手にするこの書物に注意を払い、その教訓を忘却させず、そのページを閉じた
ままにしないようにと勧めている。来るべき戦いの日々 に、戦いに必要な武器、人類があなたに問いかける適切な答え、そ
して試練の解決策を、このレッスンで見つけることができることを忘れないでください。 

73 この本は、記憶力の弱い弟子を助け、言葉を失う者をも助け、その意図が慈悲と同胞への愛に触発されているため
にのみ必要とされるであろう。まことに、あなたがたに告げますが、あなたがたは、このような形で私を迎える準備をする
とき、あなたがたの証言が純粋であったので、疑い深い者、心の固い者も震え上がるでしょう。 

74 すでに、私はあなたが準備するのに役立つこれらの勧告を残します。 

75 私が去った後も団結し、私の教えを理解し、反省しなさい。そうすれば、あなたの民が戦いに立ち向かえるほど強
くなるときが来るでしょう。 

76 今、私があなたに託している使命を達成するために、あなたは誰にも時間や日を尋ねる必要はありません。あなた
方は、私が定めた時間を心の中で感じるだろう。ちょうど、神の呼びかけを内心で聞き、信仰に満ちてその衝動に従いなが
ら、わが意志を実現するために出発した過去の預言者たちのように。 

77 その時代の先覚者の仕事は、人々 を導き、目覚めさせ、励ますことで、非常に困難であり、その責任は非常に大き
くなる。私の光の明晰さが常に彼らに届くように、彼らは良い準備をし、決して虚栄心や嘘の誘惑を許さないようにしなけ
ればなりません。 

78 また、世界には、あなた方が出発する時間を知ることができるような、しるしや徴候のような出来事もあります。 

79 そのとき、何がわからなくなるのでしょうか。皆さんの心の中には、どんな疑念があるでしょうか？どのような質
問をされ、どのように答えていいかわからないのでしょうか？ 

80 私は、わが言葉とわが仕事のすべてを、あなたがたに単純な方法で説明した。 

81 そして、弱き者、光を求める者の防波堤となり、試練の時にあなたの助言を求め、あなたの祈りを乞うことであろ
う。 

82 これらは、この人々 が感謝し、利用する方法を知っていれば、この人々 にとって美しい活動の時間となり、あなた
の魂にとっては光に満ちた機会となり、そのすべての贈り物を豊かに楽しむことができるようになるでしょう。 

83 あなたはどれだけの改心例を目撃することでしょう。身体や魂の病気を癒す奇跡が、どれほどあったことでしょう
。これまで傍若無人に生きてきたあなたの仲間が、あなたが教えた才能を自分の存在の中に見出すのを見たら、あなたはど
んなに喜ぶことでしょう。あなた方の贈り物を見て相続権を失ったと思った彼らは、あなた方全員がわが相続人であること
、そして、わが完全なる愛の法則のために、私があなた方に与えるものを、時には差し控えたとしても、決してあなた方か
ら取り上げることはないことを確認することでしょう。 

84 私の言葉は、あなたが霊性と謙遜の模範を示しながら、行動の時にしっかりと入るために、どのように準備してい
るかを知ってください。 

85 人類はすでに目覚めようとしているのですから、今がその準備の時なのです。 

86 私は、あなた方が目を覚まして祈ることを残します。あなた方は、地上のすべての民族を揺るがす大きな出来事を
目撃することになるからです。あなたの世界で起こった最も恐ろしい戦争を見ることになるでしょう。あなたは、異なる宗
教団体や教義の間の争いを見るでしょう。飢饉、疫病、死が国や都市を荒廃させるのを見るでしょう。そして、これらすべ
てが時代、年齢の終わりを示すでしょう。しかし、その後、命の復活を見ることになる。 

何世紀にもわたって敵として生きてきた民族が統一されるのを見ることになるでしょう。あなたは民族と民族の和解を
目撃し、それがある者の他の者に対する愛によって封印されるのを見るでしょう。あなたは、偉大な宗教団体の地上の力が
消え、霊化の果実がいたるところに現れるのを見るでしょう。 

学者と呼ばれる多くの人々 が混乱し、偉大なスポークスマンたちが、真理の光が彼らに影響を与えるため、何を言って
いいのかわからず取り乱すのを見ることになるでしょう。一方、正義と真実を愛するがゆえに、常に迫害され、辱めを受け
てきた人々 は、地平線上に輝く自由と正義の太陽を見ることになるでしょう。 

87 これは、人間の霊的進歩が完全に現れ、人間を越えて存在する霊的生命が、人間に真に感じられるのに適切な時で
あろう。 

88 人類を苦しめるあらゆる悪の加害者が、真理を否定してきた書物を火に投じるとき、世界だけを愛してきた人間が
真の生を精神のまなざしで見つめるとき、唯物論は崩壊するだろう」。 
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89 私の光を誰にも否定できない私は、それをすべての人に与え、それによって、知恵と永遠と高揚への招待として、
インスピレーションへの心の扉を開くだろう。 

90 弟子たちよ、私の教えを調査し、その部分のいずれかが後進、後退、停滞、混乱を意味するかどうかを言いなさい
。 

91 私の言葉に対するあなたの信仰が完全であるなら、それをあなたの魂に不滅に刻み込み、あなたのあらゆる行動に
霊性が表現されるようにしなさい。 

92 私の言葉は、私の意志に従って、あなたの心の中に創造される王国をあなたに約束する。それは、あなたの人生を
照らし、その光が家庭、両親、夫婦、子供、そして仲間の中にあるように、支配者が寛大で、教師が賢く、裁判官が公正で
あるようにするためだ。 

93 これが私の教えです。人が魂の顕現と実現のみを求めるような科学と混同させてはならない。 

94 私は自分の教えをスピリチュアリズムと呼んでいますが、それは魂の上昇を教え、人間が完成するために持ってい
るすべての才能を明らかにするものだからです。 

95 この教えの真髄を疑う者は、この瞬間まで、なんと少ないことだろう。私を少しずつ理解する者は、ほんのわずか
である。私は、あなた方の多くが、魂に良い影響を与えない伝統や習慣にまだ浸っているのを目の当たりにしています。 

96 あなたが私の仕事の中で作り上げたこれらの習慣、伝統、行動を捨てることになると、多くの人の心の中にどれほ
どの恐れがあることでしょうそして、これらの伝統に従うために、わが律法の真の成就を放棄していることを理解しようと
しないまま、このように語られたとき、あなたはどれほど心を傷つけられたと感じることでしょう。 

97 人類が神を外面的に崇拝することが、いつの時代も精神的な停滞の原因であったことを自覚する。しかし、二度と
このような間違いに陥ってはなりません。霊的に進歩し、完成に至るためには、私に対する礼拝が内面的で、純粋で、深く
、霊的であることが不可欠であることを常に意識していなければなりません。 

98 わたしは知恵と正義をもってわが民を試し、彼らを無知や誤りから解き放つ。彼らが狂信に陥らないように、その
ためにも私は彼らをテストするのだ。 

99 隣人を愛し、平和を広め、わが言葉を知らせ、慈悲を示し、人類の平和のために祈ること、これが私があなたたち
に期待している霊的礼拝である。 

100 考えてみてください。本当の意味での精神統一をしない限り、あなたの祈りは仲間の心に響くような必要な力を持
ちません。 

101 この言葉のために、同胞を裁けるほど自分が純粋であると考える者が、立ち上がることのないようにしてください
。本当にあなたがたに言いますが、わたしだけが、ある人とある人のわざをさばくことができるのです。 

102 また、たとえ、彼らが私を裏切るのを見る時が来ても、あなたがたは兄弟を裁いてはならない。私だけが霊的な純
潔と不純物を判断できると言ったことを、あなたがたは覚えているはずです。 

「判断するな」と言ったが、良いアドバイスをして、仲間を誘惑しないようにしなさい。しかし、もしこれらのことが
できないのであれば、真理にとどまるよう努力しなさい。そうすれば、道を踏み外した者が、その誤りを確信して道に戻り
、あなたがたがわが戒律を守り抜いたことを信じるようになる日が来るであろう。 

103 あなた方が一致団結し、平和であるように見守り、祈る。すでにあなた方は、私の言葉の最後の日にいる。そして
、最後の日が来たとき、あなた方が霊的に結合しているのを見出したいのだ。 

104 私は、兄弟姉妹の一人が民衆から離れるのを防ぐ方法を知るために、あなた方に多くの教訓を与えました。私の声
をほとんど聞くことができなかった人たちが、弱音を吐くことがあることを理解してください。強さと信念を与えてくださ
い。 

私の話をよく聞いている人の中にも、心の固まらない人がいるかもしれませんので、その人たちを温かく励まし、人生
の道を歩ませてあげてください。 

105 人々 よ、ひとたび団結すれば、世界の平和を祈るために集まり、思考の翼で平和の鳩に変身したあなたの魂を、国
へ々送り出すことができるのです。 

106 祈りの結果がすぐに出るとは決して思わないでください。時には少し待たされ、時には長く待たされ、時には私に
求めたことの実現を経験することさえできないでしょう。しかし、それでもあなたの使命は達成されたのです。 

107 あなたがたは平和の種をまく者であるが、もう一度言っておくが、時前に刈り取ることを期待してはならない。こ
の種が発芽し、芽を出し、成長し、実を結び、初めて収穫を得ることができ、あなたの魂が満足感で満たされるのです。 

108 弟子たちよ、あなたたちが、不器用な生き物をすべての人のために霊的に役立つ存在に変え、罪人をわが言葉を伝
える心清い存在に変えることによって、わが力が行っているわざの証人となるように、私が私の道具に変えた兄弟姉妹の一
人を通して、このすべてを学んでいることに驚きを覚えなさい。 

109 そして今、私の宣言の最後の日に、その声帯を昇格させることができた共同体は、忍耐と愛情をもって世話をした
熟した果実の霊的「味」を楽しんでいるのです。 
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すべての人がその方法を知っていたわけではなく、多くの人が声を出す人たちを軽視し、見捨ててきたからです。ある者は
容赦なく血を奪われ、またある者は命の木の青枝を切り落とされた。そして、このことから、声を持つ者の側では不完全で
しかなかったものを完全であると見なしたり、声を持つ者の不純物、物質化、不完全性を私に帰するなどの多くの誤りが生
じています。 

私の出発後、あなた方は麦と籾殻を分けなければならない、つまり、私の言葉に加えられるべき不純物をすべて取り除
き、この教えを世界に伝えることができるようにしなければならないのだ。 

111.もし誰かが、わたしはなぜこんなに多くの声の担い手を通して自分を知らせたのかと尋ねるなら、その時イエスに
おいて行ったように、わたしの言葉を伝えるために来たのなら、一人で十分だっただろうと答えるべきだ。しかし、わが顕
現は単純で訓練を受けていない人間を通して行われ、同時にわがメッセージは非常に偉大であったので、人間の知性の器官
は一つでは十分ではなく、必要なだけの数が必要であった。 

112.エリヤが語ったわが宣言の先駆者ロケ・ロハスから、この時代にわが最初の言葉を与えたダミアナ・オビエドから
、最後の声の担い手まで、それぞれがわが業の一部のみを知らせたが、わがメッセージのすべてではない。 

113 

例えば、私はロケ・ロハスを通じて、人類に第三の時代が到来していることを知らせた。私はあなたに第六の封印の開放を
明らかにした。その封印には、その知恵、その判断、その賜物、そしてすべての霊とすべての肉体にその光を注ぐための多
くの古代の予言の成就が含まれているのである。 

114.あの男から「特性」「マーク」の秘密が知らされ、第三の時代の選民の象徴的な数を思い知らされた。 

115.その後、ダミアナを通して、私が来た目的が明らかにされた ── 

弟子たちが自分の中に持っている贈り物と、私の示現が終わる日が明らかにされた。その唇から、私の霊がその時もたらし
た言葉が生まれ、最初の弟子たちのために簡単な教えと小さなたとえ話を通して表現されたのです。 

しかし、この霊的な言葉はまた、マリアから、あらゆる苦悩する心に対する限りない優しさと言い表し難い慰めのメッ
セージとして発せられたのです。 

116 

ロケとダミアナとは、すべてが始まりに過ぎず、約束に過ぎなかった。しかし、年月が経つにつれて、後に続く声の担い手
が、声の担い手の仕事の謎をどんどん突き詰めていき、私の言葉がより広く、私の仕事が明確な形となり、謎が解き明かさ
れることが可能になったのです。 

117.わが選ばれし者の心の器官を通してわが言葉を聞いたとき、どれほど多くの心が励まされ、慰められたことだろう
。調停によってわたしの声を聞いたために、どれだけの魂が暗闇から救われたことでしょう。 

118 準備の仕方を知り、私の奉仕に身を捧げた私の声の担い手を祝福します。 

119.しかし、私はまた、多くのわが子たちが、声の主が霊化されていないために、私に背を向け、私を否定しているこ
とを告げます。そのような人には、私は許し、自分で汚れを落とす機会を与えます。 

120 

愛する人々 ：私の顕現の最後の瞬間まで見守り、祈りなさい。そうすれば、私の顕現の新たな段階を、霊から霊へとしっか
りと歩み出すことができますから。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 357 
1 この日、一人の青年と一人の処女が私の前に立ち、彼らの結合が私の愛によって祝福され確認されるよう、私に願

い出る。 

2 そして、私の子供たちよ、私はあなたたちを受け入れる。 

3 あなた方は結婚を祝いに来たのでしょうが、私はあなたに言います。あなた方は長い間、運命によって結ばれてい
たのです。しかし、二人の結婚が霊的にも人間的にも認められ、尊重されるように、人々 が交わりを証しする行為を祝うこ
とは依然として必要なことなのです。 

4 あなたは儀式に出席するのではなく、愛撫を受け、父から助言を受け、師から指導を受けるために来ているのです
。 

5 あなた方は2つの魂、2つの心が1つの存在、1つの意志を形成するために一体となっているのです。あなたたちは
、異なる世界で互いに遠く離れていたのに、地上に出てきた。あなたは、愛と信念をもって、あらゆる障害を克服し、約束
を守ってきました。 

6 あなたは主の前にいる。主はあなたの魂を飾り、私が指摘するこの困難な課題によって、私が人間の中で人間に与
えた最も崇高なものを果たすことができるように、それを励ましてくださるのだ。 

7 あなたは今、理想を実現するために、愛と犠牲と生命──放棄と運命への従順──の制度に参加するのです。新し
い道への一歩を確かなものにするために、あなたがたは光を求めてやってくる。 

8 あなた方：私が地上の最初の人間に与えた能力は、あなた方にも与えている。才能、意志、エネルギー ── 

強さ、生命、種も。右手に剣、左手に盾を象徴的に持っていますね。地上での生活は、あなた方男性が平和、正義、美徳の
番人、人類の守護者となる戦いに挑むものだからです。 

私はあなた方をこの戦いの兵士とし、あなた方の左側、心臓の近くに処女を配置する。彼女は、霊的にも、道徳的にも
、肉体的にも、美しい庭に私が手入れをした花であり、人間の情熱が望む快楽の庭であり、神の母マリアは常にその処女性
と貞節の澄んだ純粋な水で守り、水を与えている。 

9 あなたは謙虚にこの花を私に求め、私は愛情を込めてこの花をあなたに与えました。これこそ、人間がこの世で持
ち得る最大のものである。 

親に縛られることはない。この運命を全うするためには、彼らから離れ、人生の闘いの道にとどまるからだ。そして、
人生の伴侶だけが、男が選んだ女、男の喜びと苦しみを分かち合った女、そして死だけが男との絆を断ち切ることができる
女として、男の心の近くに残るのです。 

10 私の愛の言葉が、あなた方を結びつけ、あなた方の事業に力を与えるのです。 

11 顔を上げ、しっかりとした足取りで歩き、杖のように互いのためになりましょう。涙を乾かす愛のマントとなれ、
私は二人に言う。霊的には二人とも同じであり、霊には性別も違いもないからです。どちらが上ということはありません。
しかし、いったん受肉すると、私は女より男を優先させた。 

12 男であることは、私が受ける魂の試練である。女性であることも同様に、魂の償いです。 

13 人間には力があるのだから、常に理解して使わなければならない。優しさと繊細さをもって創造された女性には、
愛と犠牲が宿り、両者は互いに補い合う。この結合から、魂と肉体の交わりから、生命は無尽蔵に湧き出る。この種とこの
肥沃な大地から、終わりのない種が芽吹く。 

14 私はあなたを祝福し、私のマスターの腕であなたを結合し、私の神聖なキスで。私は、この民の中の模範として、
あなたを残します。なぜなら、あなたは精神的な準備をし、敬意をもってここに来たからです。 

15 民衆は証人としてあなたに仕え、私は彼らに責任を負わせる。今この瞬間に昇天した彼らが、あなたの道を幸せで
埋め尽くし、あなたの笑顔と平和を見ていつも喜び、私があなたを祝福するように、あなたの掛け算を祝福してほしいので
す。これは私の意志である。 

16 あなたの誓いを確認したのは聖職者の手ではなく、私の永遠の掟、私の愛である。私はあなたを成就の道に導いて
いる。あなたの人生の旅が終わったとき、あなたは主に対して責任を果たすことになるのだ。そしてそのとき、あなたは再
びこの言葉の響きを聞くだろう--ただし、もはや人間の声ではなく、あなたの良心の奥底で聞く言葉だ。 

そこで私は、山の頂上にある私の住処で、あなたがたを待っている。私はこの瞬間、あなたを迎え入れ、私の恩恵を授
け、あなたを祝福する。 

17 今日、私はあなたに種を与える、たった1つだけだが、明日、あなたはそれを増やして私に返すだろう。しかし、
自分の仕事がわたしに喜ばれているかどうかを知りたければ、自分の心が喜び、満足感を与えているかどうかを見分けるこ
とができるようになる。 

マリアはあなた方を同様に祝福し、温もりと至福を与え、あなた方が徳の道を一歩一歩歩み、常にマリアが模範を示し
てくださったその徳と忍耐をもって歩むよう招いてくださいます。 

18 私はあなた方を祝福し、あなた方を団結させる。 
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19 人々 よ、これが人間の代理人による私の最後の宣言である。愛する弟子たちよ、「将来、この結婚という行為をど
のように祝うのか」と私に尋ねると、私は「あなた方の共同体の懐で行いなさい」と答えます。この教義の使徒として覚悟
を決めた者の前で、一致団結せよ。しかし、彼らはあなた方を束ねることはできない。私はこの任務を誰にも託していない
のだから。私はあなたの運命の主である。そうすれば、あなたがたの命の契約は、永遠の書物の中に、消えることなく書き
残されるであろう。 

20 二つの存在が一つになり、愛と自己犠牲の道を歩むこの厳粛な瞬間に、もしあなたが私の教えを読みたいと望むな
ら、そうすることができます - 

これらのことについて述べたもの。そうすれば、私の言葉によって、あなたがたの心は励まされ、あなたがたの歩みは確か
なものとなる。 

21 このようにシンプルに生き、満足と喜びをもって結婚を祝う人たちを幸せと呼んでほしいのです。なぜなら、彼ら
は人生の旅路において、恵みと祝福を受けることができるからです。 

22 さまざまな宗教団体の仲間がやってきますが、この精神的な行為の真実性を理解する人もいれば、憤慨する人もい
ることでしょう。しかし、あなた方は、私によって祝福されたことを、その徳の高い行いで証明し、あなた方の結合は不可
分なものとなるのです。 

23 私はこの日、この行為が祝われる瞬間は、あなた方の契約の確認に過ぎないことを告げました。なぜなら、あなた
たちは以前から出会うべき運命にあり、あなたたちの間にはすでに魅力と愛が存在していたからです。私は、あなた方の結
婚が認められ、尊重されるように、あなた方の親族、友人、両親の前でこの行為を行うことを許可し、告発する。 

24 まだ、人間の高揚と直感は、たとえ登記官や聖職者によって結ばれていなくても、二人の人間が私の名によって聖
なる契約に結ばれていることを認識できるほどには大きくないのです。しかし、その時は必ず来る。その時は、男も女も、
会う時に迷うことはないだろう。そして、祭壇の前で聖職者によって確認されていないからといって、社会が彼らを非難す
ることはない。その時は来るだろうが、まずは世界が魂的に上向きになるように、今日私が指示したように行動しなさい。 

25 第二時代、私はモーセの律法に従って結婚した多くの夫婦の家に入ったが、どうやって多くの夫婦を見つけたか知
っているか？言い争って、平和、愛、信頼の種を破壊する。私は彼らの心の中に、彼らの食卓に、彼らの陣営に、敵意と不
和を見た。 

私はまた、法律で結婚が認められていないにもかかわらず、ヒバリが巣の中で愛情を注いで暮らすように、小さな愛児
を守って暮らす多くの人々 の家にも入りました」。 

26 同じ屋根の下に住んでいながら、互いに愛し合っていない人が何と多いことか。愛し合っていないのだから、結ば
れているのではなく、霊的に分離しているのだ。しかし、神罰や人間の法律や社会の審判を恐れて、自分たちの分裂を知ら
せない。これは結婚ではない。この人たちとは、交わりも真実もない。 

しかし、彼らは偽りの共通点をパレードし、家族や教会を訪れ、散歩に出かけ、世間から非難されることはない。彼ら
は愛の欠如を隠す方法を知っているからである。一方、愛し合う多くの人々 が、本当の結束を隠し、理解されず、不公平に
耐えなければならないのでしょうか。 

27 人間は、隣人の人生を見抜き、正しく判断できるほど高度に進化していないのです。精神的、世俗的な法律を手に
している人々 は、このようなケースを罰するために真の正義を適用しないのです。 

しかし、私があなた方に告げる理解と洞察の時代、つまり人類が完成する時代は必ずやってきます。そして、モーセ以
前の家父長たちの時代のように、恋人たちの結合が、私が今日、私の子供たちに行ったように、霊的な方法で行われること
を経験することになるのです。これから来る時代にも、あなた方はそうすることでしょう。これから結ばれる人々 の両親、
友人や親戚の前で、最高の霊性、兄弟愛、喜びの中で。 

28 平和と親善の人間が地上に溢れれば、私の神聖な制度が栄え、私の法律があなた方の生活をより美しくするのを見
ることになるでしょう。平和、調和、幸福の時代は、あなた方の文明や科学が衰えることなく、戻ってくるでしょう。むし
ろ、あなたがたに告げますが、もし人間が、自分自身に対する努力の不足にもかかわらず、高揚と愛と慈悲の不足のために
多くのことを発見し、自然の秘密の多くを奪い取ったのであれば、--

もし彼が私のもとに立ち上がり、私が彼に秘密を明かし、偉大で有益な業を行うために彼の存在を啓発するように頼むなら
ば、どれほど多くのことを達成できるでしょうか？私はこの世界を、すべてのわが子たちのための光と救いと幸福の領域と
するために、人を授ける。なぜなら、あなたたちがわが知恵と平和を持つことを望むからである。 

29 私は、私のユニバーサル・レイの光であなたを包みます。この光は、あなたのハートに降り注ぎ、そこにその家、
その神殿を設立します。その中で私は、私を愛するあなた方からの貢ぎ物であるあなたの供物を受け取り、同時に私の意志
に対する要求であり従順であるあなたの声を聞くのです。 

30 災難に見舞われたとしても、あなた方は自分が高められたことで強い自分を示し、私の弟子であることに喜びを感
じるのです。あなた方は、精神的にも地上的にも大きな闘争に巻き込まれている。私が与えた時間を活用し、この闘争の中
で、やがて実を結ぶことを期待しなさい。 
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あなたの地上での仕事は、あなたが休息に入るとき、日ごとに収穫を与え、あなたの精神的な仕事は、あなたが私の法
律を満たすためにあなたの使命の終わりを迎えたときに完全に花開くでしょう。 

31 あなたの魂からは、あなたよりはるかに苦しんでいる他の人々 のために、平和と救済を求める祈りが絶え間なく出
てきます。 

破壊、絶望、死の報告があなたの国に届き、あなたを苦痛と恐怖で満たします ── 

自分や家族の命ではなく、遠く離れた場所で苦しんでいる人々 、あなたの隣人たちのために。私は、あなた方の懇願を聞き
、あなた方の平和と慈悲のメッセージをこれらの国々 に伝えるとき、憐れみを感じます。 

32 愛する弟子たちよ、君たちはこの大陸の中心に住んでいる。この豊かで肥沃な土地、輝く太陽、緑に覆われた谷と
山、美しく水をたたえた川、素晴らしい花々 ──あなたの地上生活を爽やかに、美しくしてくれるものすべて──に、あな
たのイスラエル人の魂を送ることは、私を喜ばせた。しかし、この華やかさと優美さの中で、無慈悲な戦争が環境を脅かし
ています。 

     

苦痛の叫び、嘆き、冒涜、侮辱があなたに届きます。しかし、私はあなた方の中に戦争的なムードを見いだすことができま
せん。私は、この国に、正義への降伏と人間の邪悪さへの嫌悪感しか感じません。しかし、それ以上のものを私はあなたに
求めます。私は、あなたが私を信頼し、隣人の試練を助けるためにあなたの霊的な準備をするのを見たいのです。 

33 今も昔も、人類は戦争に巻き込まれながら生きています。しかし、その種は砂漠のマナのように、平和を求めるす
べての人の心に必ず降り注ぐのです。 

34 この天使たちは、幼い頃から、異なる人種や信条の人々 の心を曲げ、愛するようにする 

任務を担っている。しかし、人類はこの使者たちに何をしたのか。彼らのメッセージを疑い、迫害し、殺してしまったのだ
。 

35 太古の昔に、人が人を殺すような戦争をするのを見たことがある。古代フェニキアやシリア、そしてローマ人やギ
リシャ人の間では尊敬も、愛も、正義もなかった──自分たちの間にも、ある民族から別の民族にも。強者が弱者を持ち上
げたり、強者が乏しい者に手を差し伸べたりすることはなかった。文明の光を示した彼は、愛と真の理想主義をもって、闇
の中にいる民衆にその光を届けたのではない。彼の征服は、常に力によって、敵意によって、権力欲によって、あるいは不
正によって行われた。 

父であるわたしは、ある者にもある者にも無知がまかり通っているのを見て、世界観や習慣が異なる民の懐にわたしの
預言者と道案内人を送り、彼らが唯一の真実を語り、一つの目標に導くようにした。 

     

彼らは、今あなた方が第二の時代と呼んでいるその時代に私が来るために、人々 の心に語りかけ、準備をさせたのです。そ
して、私が来る時が来て、あの忠実な預言者たちの言葉を確かめたところ、すべてが彼らの言ったとおりになった。 

36 私の教えは、ユダヤ人だけを対象としたものではありません。たとえそれが、メシアをその胸に迎え入れるために
、太古の昔にすでに大きな試練によって清められた、霊的に準備された人々 であったとしてもです。しかし、私が彼に託し
た遺言は、すべての人種に向けたものである。 

その人々 の中には、使徒や殉教者、そして愛の種を蒔く術を知り、模範的な生き方をした多くの男女がいたのです。し
かし、他の故郷やユダヤから遠く離れた土地でも、私の最初の弟子たちによって、私の言葉が花開くようになった。 

37 しかし、私を熱烈に愛し、私を求めて贈り物と犠牲を捧げる人々 が住むこの『新世界』で、光が明けること、私の
愛のメッセージ、私の教えが届くこと、それはただ、あなた方が私の中で互いに愛し合うことを必要とすることが必要だっ
たのだ。 

38 私を愛する被造物の不完全な礼拝を、無知なまま捧げたので、私はそれを受け入れた。その後、二つの大陸の距離
を克服して、種がこの新世界に撒かれ、そこに住む人々 の愛の心に置かれたとき、私の弟子と呼ばれる人々 は、単純な心と
高揚した魂を持つ人々 に対してどれほどの不公平と暴力を行使したことか。 

39 彼らの純粋で誠実な儀式や習慣は、自分たちが優れていると思いながら、最大の後進性の兆候を示す人々 から非難
と厳しさを受けるだけであった。この人々 は、忠実な弟子たちを通して私の遺産を少しずつ受け取り、その神の純粋さと起
源を理解するようになったのです。 

40 今日、私は、あなたの遺産をねたみ、あなたの魂を乱す強力な民族に囲まれ、あなたがあらためて脅かされている
のを見る。あなたはまだその輝きの頂点に達していませんが、それでも霊的にも地上的にも輝いていることでしょう。私は
、あなた方が無気力に陥らないように、祈り、遺産を守るように警告します。 

41 私はこの時代にやってきて、私の愛の遺産を再びあなたに贈ります。私の種は滅びない。強い嵐に揉まれることも
ある。しかし、その穂が風雨にさらされても、粒は土に落ち、再び発芽して絶え間なく増殖する。 

42 あなたがあらゆる形の平和と善を愛する限り、あなたはこの世界の光となり、あなたの国は他の国々 の前の松明と
なるでしょう。すでにあなた方の中には、平和の使徒となる人たちがいます。彼らの言葉や指示の中に、この光を咲かせる
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ために、私は彼らの魂を準備した。そして、霊的に働くあなた方は、この民の福祉に関心を持つあなた方の支配者とともに
、平和と真実と正義を渇望する人々 にあなた方の利益を拡大することに成功するのです。 

43 光は東から西へと象徴的にやってきましたが、今、私が皆さんにお届けするこのメッセージは、西から東へと移動
し、真理の知識、文明、民族と同様に、両者は一つに統合されることになるでしょう。そうして一つになった時、光は人か
ら人へではなく、神の霊から神の子へ来たのだということに気づくでしょう。 

44 今日、多くの人が私を拒絶し、否定し、新しい方法を生み出そうとしています。しかし、律法のまっすぐで狭い道
は、人がいるところならどこにでもある。この法は、すべての人の心の中、才能の中、精神の中にあるのだから。--

あなたがたが私に到達するための一つの道は、常に善意と慈悲と思慮深さを求めている。大きな試練に重くのしかかり、そ
の重さに倒れることができるようになるのです。しかし、もしあなたが義を愛するならば、あなたは前よりも強く立ち上が
り、勝利することができるでしょう。 

45 もし、あなたがある民族の平和を願うなら、あなたがその民族のところに行く必要はない。心や家庭を平和にする
。これだけで、その民族の精神に調和と統一がもたらされるだろう。 

46 善も悪も遠距離で伝わります。それゆえ、私はあなた方に、自分の助けを必要としている人が近くにいても遠くに
いても、覚悟を決めて助けに来るように教えてきたのです。しかし、戦争を煽るような考えを送ってはいけない。一国の敗
北と他国の勝利を望むな。この影響がやってきて、動乱を引き起こすだろう。何にもまして愛し、すべての仲間に甘えなさ
い。 

47 戦争の無慈悲を被った負傷者の痛みに震え、彼らに少しでも平和と慰めを送りたいと思うなら、近くの病人を探し
出し、彼を不在者の代理とし、私の名によって彼の中にあなたの慈悲を置けば、私はその痛みに満ちた国々 の多くの病人を
撫で、癒すだろう。 

48 あなたの家は、あなたを取り囲む人々 を包み込む光を放つ神殿であり、その境界を越えて他の人々 が幸福を感じ、
あなたの準備を共有することができるようにします。 

49 もうすぐ、メシアの誕生を記念する。人類がこの出来事を記憶する日が近づいているのです。まだ平和に暮らして
いる民族は、喜びをもってそれを祝うだろう。しかし、遠い国の多くの人々 が、艱難辛苦の時を迎え、不安、恐怖を一瞬で
も忘れようと、私の霊を呼び、この出来事の記憶を呼び起こそうとする。また、戦争によって孤児となり、悲惨な状況に陥
り、あらゆる形の痛みを知らなければならなくなった人たちも、すでに苦しんでいます。 

50 私はすべてを私の愛で包み、彼らの祈りに応え、この人類に光の流れが降り注ぐだろう。 

51 あなた方が自らを準備し、私が二度の機会であなた方に明らかにしたすべての愛を心に留めることが必要である。
そうすれば、あなた方は完全な愛で互いに愛し合い、常に真の正義のとりなし手、調停者となれる。わたしがあなたを選ん
で、あなたの仲介によってすべての人と契約を結んだからである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 358 
1 この場所だけでなく、あなたがたが父と共に集うすべての場所で、その言葉を一つの魂として聞く者たちは、みな

幸いである。 

2 私の声を伝える者たちの口を通して私の教えを受け取るために、あなたたちに残された時間はごくわずかです。で
も、本当に言っておきますが、私は決してあなたの元を去りませんし、この瞬間と同じようにいつもあなたの近くにいます
。 

3 私は全宇宙に、そして私の子どもたち一人ひとりに存在しているのです。しかし、あなた方全員が、あなたの父の
近さ、あなたの神の存在を感じているわけではありません。 

4 私はあなたの心に私の聖域を持っている。あなたがそれを開くことができるように、私はあなたに鍵を与えている
。しかし、これは自分の意志から生まれたものでなければならない、これは自分の義務である。 

5 私はあなた方に、私自身の一部である霊と、地上に住むための物質的な殻を与えたのだ。しかし、もしあなたが、
この人生で経験しなければならない試練を克服する方法を知っているならば、あなたは精神的な解放を得ることができると
、私は本当に言っています。 

6 最初の時』において、私は悟りを開いた霊的存在に、この惑星に転生し、預言者として人類に語りかける使命を与
えたのです。二度目に、私の大いなる慈悲から、私の神聖な言葉は、あなたがたが自分の神をよりよく理解できるように、
人間となりました。私は愛について話すために、イエスとして来たのです。そして今、第三の時代、私はもう一度──霊に
よって──あなた方に教えを伝えに来たのだ。 

7 人類が精神的な成熟を遂げるには、多くの時間が必要だったのです。一つは物質主義で、世俗的な快楽を求めます
が、これは精神がその使命を果たせなくなるため、実は有害なのです。しかし、もう一つの極限も避けなければなりません
。「肉」を死滅させること、つまり現世に属するすべてのものを完全に否定することです。私は、人間として、人間らしく
生きるためにあなた方をこの地上に送り、あなた方が「カイザルのものはカイザルに、神のものは神に与える」ように生き
るために、正しい道を示したのです。 

8 私はあなたのために、この世界を創ったのだ。私はあなたに人間の体を与え、それによって私が与えたすべての能
力を発展させ、完全な状態に到達させた。 

9 父なる神さまは、あなたがたがこの世で得られるすべての善を否定することを望んでおられないのです。しかし、
肉体を魂の上に置いてはいけません。肉体ははかないものですが、魂は永遠に属するものだからです。 

10 魂の完成のために闘え、闘え。この目標に到達するための道を示したのです。私は、人生の道で裏切りからあなた
を守るために、どんな物質的な武器にも勝る「武器」として、あなたに祈りを託しました。しかし、あなたが私の掟を果た
すとき、最高の武器を手にすることができる。 

11 祈りとは、どのようなものでしょうか。祈りとは、願い事、執り成し、礼拝、霊的な観想のことです。そのすべて
のパーツは必要であり、一方は他方から生まれるものです。真実、私はあなたがたに言います。祈りとは、人間が自分の欲
望を満たし、切望を満たしてくれるよう、私に求めることである--

自分の人生において最も重要で最も救いになると考えること。そして、わが子たちよ、本当に言っておくが、父はその願い
を聞き入れ、その人のためになることならいつでも、その人が最も必要とするものをひとりひとりに与えてくださるのであ
る。しかし、魂の救済に反することを求めるのは要注意です。物質的な財、肉体的な快楽や一過性の権力だけを求める者は
、自分の魂を鎖につなぐように求めます。 

12 肉体の喜びは苦しみをもたらすだけだ--

この世だけでなく、霊界に移っても、肉体の欲望の影響は届く。だから、私の子供たちよ、あなたの魂のために本当に必要
なものだけを求めなさい。 

13 第二の祈り、とりなしは、隣人への愛、すなわち、私がこの世に来たときに師としてあなたがたに教えたその愛か
ら生まれるのである。近くて遠い兄弟姉妹のために、さまざまな国の戦争の結果に苦しんでいる人々 のために、この世の一
過性の支配者の暴虐に耐えている人々 のために祈りなさい。 

14 わが子たちよ、覚悟を決めて、同胞のために祈りなさい。しかし、この執り成しにおいても、どのように頼むかを
知らなければならない。大切なのは、魂なのだから。兄弟、両親、子供たちが病気であれば、彼らのために祈るが、魂が必
要としていないのであれば、現世にとどまることを主張してはならない。むしろ、この魂が解放されるように、苦しみの中
で浄化されるように、苦しみが魂の上昇を促進するように、お願いしてください。だから、師はすでに第二の時代に、"父
よ、御心のままに 

"と言いなさいと教えたのです。父は、魂が何を必要としているかを、どの子よりもよく知っておられるからです。 

15 第三の祈り、すなわち、神の霊への崇拝は、完全なものすべてへの崇拝を意味し、この種の祈りを通じて、完全な
もの、全宇宙を包含する愛と一体化することができるからです。そして、崇拝はさらに霊的な黙想へとあなたを導く。黙想
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は崇拝とともに、永遠の命の源である神の霊との合一をもたらし、御父の国に到達するための力を日々 与えてくれる源であ
る。 

16 このように、祈りから始まり、霊的な思索で終わるのがよいのです。これが力になる。 

17 そして、十分な準備ができたら、自分のために苦労するだけでなく、仲間がこの道を歩むのを助けることです。な
ぜなら、あなた方は自分だけのために救いを得ることはできず、全人類の救いを得るために奮闘しなければならないからで
す。 

18 もし慈悲と愛の神がいるならば、なぜ善人は悪人の手によって、正義の人は罪人の手によって苦しまなければなら
ないのか」と人々 は叫びます。私の子供たちよ、本当に言いますが、人は自分の救いのためだけにこの世に生まれてきたの
ではありません。彼は孤独な個人ではなく、全体の一部なのです。 

19 人間の体で、健康で完璧な臓器は、他の臓器が病気になっても苦しまないのでしょうか？ 

これは、それぞれの人と人との関係を理解するための材料比較です。善人は悪人の手によって苦しまなければならない
が、善人も兄弟姉妹の精神的進歩のために働かなければ、全く罪がないとは言えないのである。しかし、個人としては、そ
れぞれが自分の責任を持っており、わが霊の一部であり、わが霊と類似しているので、すべての人の進歩に貢献する意志と
知性を有している。 

20 最初の時代から、私は預言者を通してあなた方に語りかけ、あなた方を導いてきたが、あなた方にわが律法の遂行
を強制するためではない。 

しかし、時は流れ、人間の霊魂は進化し、成熟を遂げ、霊魂としての使命を理解することができるようになったのです
。奈落の底、滅亡に近い人類は、あなたの霊的な助けを必要としているのです。 

21 それは戦いであり、最終的な戦いであり、闇と光との最も恐ろしい、ひどい戦いである。この時、すべての闇の精
霊が団結しており、すべての光の精霊がその力に立ち向かわなければならないのです。 

22 私の声を聞いた者、聖霊の光を内に宿す者よ、目覚めよ。もう、地上の楽しみや一時的な目標で時間を浪費するこ
とはありません。人類のために闘い、父の王国がこの世界に来るために闘いなさい。それは、最も教養のない人から最も教
養のある人まで、すべての人に与える使命である。 

霊界はあなたたちとともにあり、とりわけ愛と慈悲に満ちた御父は、人々 が互いに与え合う苦しみを無限の苦痛をもっ
て見ておられるのです」。 

23 これは光と闇の戦いであり、勝利するまで各自が戦わなければならない。 

子供たちよ、誠心誠意、祈りなさい。恵みの朝、祈りについて語られたとき、御父が示された道に従いなさい。これが
あなた方の使命であり、あなた方自身の霊化と、あなた方が祈っている人たちの救済を実現する方法なのです。 

24 人間の楽器を通して、最後に私の声を聞く時は、もう間近に迫っているのです。しかし、父は再びあなたがたに告
げます、あなたがたは愛で結ばれていれば、1950年以降何も恐れることはない。 

25 私が求めるのは純粋な心の持ち主だけだとは思わないでほしい。そうではなく、失われた者、汚れた者、つまり私
の慈悲を最も必要とする者を求めるのだ。また、贅沢な暮らしをしている人にも、貧しい暮らしをしている人にも、好みが
あるとも思わない。私は光を必要とする魂、すなわち病める者、苦しむ者、飢える者を求め、富める者にも貧しい者にも、
これらの必要を満たすのだ。 

26 私は、愛に満ちた正義の教えによって、光と慰めと希望のメッセージを届けるために、すべての人のもとにやって
きました。この水源に近づいて飲む者は、決して失望することはないだろう。 

その中に自分のためになるものを探す人は、それを見つけることができる。私があなたに提供するものはすべて真実であり
、私があなたに約束したことはすべて実現する。わが言葉には嘘はない。今、あなた方の世界はそれに満ちている。 

27 あなた方が地上で疑心暗鬼になったのは、仲間があなた方に多くのことを約束しながら何も果たさなかったからだ
と、私は同意します。だからこそ、何も信じず、何も期待しない人々 が何百万人もいるのです。彼らは、ある失望から別の
失望へと犠牲になってきたのです。しかし、私はあなたに尋ねます。物質主義的で利己的で非人間的な世界に何を期待する
のでしょうか。世界を支配し、真の道へと導く唯一の光である良心に支配されない者たちに何を期待するのか。 

28 私のもとに戻ってきなさい。しかし、同胞に対して不平や恨みを抱くことなく近づきなさい。私のもとに来て、私
の言葉をあなたの魂に再び信仰の光を灯しなさい。そうすれば、あなたはもはや弱くなくなり、苦い思いはあなたから去り
、人に対する不信と恐れの代わりに、生きる勇気と希望と隣人愛を持つようになるからです。 

29 私の光がすべての心を貫き、国々 を導く人々 、彼らを指導する人々 、そして最も重要な任務を遂行するすべての人
が々、良心であるその高い光に導かれ、鼓舞されることを許すとき、あなた方は互いに信頼し、兄弟を信頼することができ
る。私の光がすべての中にあり、私の光の中で私の存在と私の愛の正義が優勢になるからである。 

30 あなた方は今、悪を善と呼び、闇の中に光を見出すと信じ、本質的なものよりも余分なものを好む、精神的な混乱
の時代に生きているのです。しかし、私のいつでも用意周到で親切な慈悲は、やがてあなたを救い、光り輝く真理の道──

あなたが離れてしまった道──を示すために介入してくるでしょう。 
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31 民族は進歩し、科学的知識も増えている。しかし、私はあなたに尋ねます。人が突き詰めれば突き詰めるほど、生
命の根源と原点がある霊的真理から遠ざかっていく「知恵」とは、一体何なのだろうか。 

32 それは人間の科学であり、エゴイズムと唯物論に冒された人類が考えた学問である。 

33 そうすると、その知識は偽りであり、その科学は悪いものである。なぜなら、あなたはその知識で苦痛の世界を作
り出してしまったからだ。光の代わりに闇が支配し、あなた方は民衆をますます破滅に追い込んでいる。 

34 科学は光であり、光は生命であり、強さであり、健康であり、平和である。これがあなたの科学の成果ですか？い
や、人類よ!ですから、あなたがたに言いますが、霊の光があなたがたの心の闇に入り込まない限り、あなたがたの作品は
決して高い霊的起源を持つことができず、人間の作品以上のものになることはできません。 

35 真の知識、善の知識は私の中にあり、私の啓示の預かり所としてその心を私に提供した者にそれを与えるのは私で
ある。自己犠牲のもとに、人類のためになる発見、啓示のために自分の存在を捧げている人たちです。この人たちは、本当
に光の道を開き、本当に平和、健康、安らぎのメッセージを同胞に届けてきたのです。ある者は完璧な仕事を成し遂げ、あ
る者は道しるべとなった。しかし、ある者は、他の者と同様、善良さ、愛、魂の高揚が勝利の鍵であったことを作品を通じ
てあなたに教えてくれました。 

36 まことにあなたがたに言うが、善を行い、平和を必要とする人々 に平和をもたらすという理想をもってすれば、あ
なたがたはわが宝庫の最も秘密の扉を開くことができるであろう。 

愛の呼び声に抗う扉一方、利己的で傲慢な目的に感化されて、学問、知識、権力を求める者は、自分に啓示されることを望
むものを所有するために、盗まなければならず、掠め取らなければならないのです。 

37 これらのことから、もしあなた方の科学が人類の福祉とより高い発展を目的とするならば、宝庫の扉は開かれ、生
命の無限の秘密が人間に明らかになると結論づけることができるだろう。 

38 あなたがたは、自分のために得たものがいかに少なく、また、あなたがたを害するために、これに対していかに多
く盗んだことでしょう。 

39 イスラエルの祝福された人々 よ、私の臨在を感じることができるように、祈りのうちに立ち上がりなさい。祈りに
よって、わが神聖なる霊の影響を感じる者は幸いである。なぜなら、わが言葉が声なき声の担い手を通して知られなくなっ
たとき、彼らは孤児であると感じることはないからだ。 

40 愛と清らかさをもって祈りを実践し、私に近づくために立ち上がる者は幸いである。本当にわたしは、あなたがた
の祈りが優れているか、劣っているかを判断しない。私はすべての要求に気を配るが、私は師であり、祈ることを教えてい
る。私は完璧であり、あなたが不完全なことをしないように、あなたを修正します。 

41 愛する人々 ：父は、地上の人間が人間の中で完全な仕事をするのを何度見たことか、そして、それは私に喜ばれた
。というのも、あなた方は物質化をすべて捨てなければ、霊的な完全性を得ることはできないからです。そして、人々 よ、
あなたの霊はより高い生命を見よ、私の顔を見、私の愛の声を聞くだろう。私の法を真に理解し、それが誰であるか、誰で
あったか、そして永遠の命において誰であるかを知ることになるのです。 

42 今、イスラエルの民は、私が生まれ変わらせたこの体の殻の中では、子供のようなものです。しかし、心配するこ
とはありません。完璧を夢見て、それを求め、努力することです。あなた方の運命は、人類のために、平和の道、美徳の道
、指導の道、啓示の道を切り開くことだからです。 

43 選ばれし者たちよ、あなた方の使命は、人間の魂が自らの存在の中に創造主を見出すための裂け目を作ることであ
る。 

44 あなたの良心は、燃える松明がある輝く灯台のようなものだからです。しかし、あなたは虚弱で、この道では霊的
な栄光を感知することができませんでした。虚栄と傲慢があなたがたの魂を支配し、あなたがたの賜物は、この世に王国を
--あなたがたの属しない王国を創るためにのみ使われた。 

しかし、その後、世界までもがあなたに立ち向かい、あなたを辱め、服従させたのです。しかし、イスラエルよ、あな
たがたの陥ったその束縛の中で、あなたがたはわたしを忘れず、準備の時を利用して、わたしのもとに導く道にもう一度入
り、良心の声に耳を傾けてきたのである。 

45 なぜ、父はこのような転落を許したのでしょうか。なぜ父は、あなたがこの世のすべての虚栄、すべての苦難、偽
りの栄光を知ることを許されたのでしょうか？父は本当にそれを許したのだろうか？ 

そう、わが選ばれし民よ、われは堕落の塔、人間の罪がわが前に立ち上がることを許したのだ。私は、わが被造物に七
つの大罪を生じさせたが、これは他のすべての罪のせいである。しかし、本当にあなたがたに言います。罪は私に由来する
ものではないのです。あなたの魂が経験を積んで、あなたの神の偉大さ、神の完全さ、神の正義、神の愛、神の真実性を理
解できるようにするために、私はこの存在を許しただけなのです。 

46 しかし、父はあなたがたに言う。これで十分です!私は、あなたが鎖につながれ、苦難と病気にさいなまれ、幽閉
されているのを発見しました。しかし、あなたがたは牢獄の中で、わたしを忘れてはいない。私を、そしてイスラエルであ
るあなたを信じるのだ！私はあなたを自由にする。 
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47 あなたの発達は偉大であり、あなたの魂は偉大であり、私を知っている。あなたはその中に真理、誠実、慈悲、愛
を蓄積し、これらの賜物によって、世界に平和、調和、光、救いをもたらすことができるようになるのです。 

48 誰がこの世界に平和を与え、国々 を襲う戦争を抑制することができるのか。これがあなたの持つ能力であり、これ
こそが真の偉大さであり、謙虚さ、柔和さに基づくものなのです。祝福された人々 よ、地の金のために愛の言葉や真理を決
して与えてはならない。慈悲の行為をお世辞で汚してはならない。 

49 この第三の時代のイスラエルの民は、謙虚さ、柔和さ、霊性の模範となるべきものです。完璧な道を歩んでくださ
い。祝福された人々 よ、私があなた方の魂に注ぐ平和、知恵、教えは、あなた方が蓄積するためだけでなく、分配し、伝達
し、人類に広めるためにあることを、あなた方は今知っているのです。あなた方は、これを依頼された人たちです。 

50 マスターはあなたに言います：悪を行わないだけでは、あなたは満足しないでしょう。あなた方は、私の天の御国
にふさわしい者となるために、善を行うべきである。わたしは、あなたのすべての過ち、すべての転びを赦し、わたしのこ
とばと、わたしの血と涙とで、あなたのすべての汚れをきよめたのだ。だから、私のように人生の旅路の果てにたどり着け
るよう、戦ってください、努力してくださいということです。 

51 人々 よ、父なる神が創造のまさにその瞬間に託された偉大な使命を自覚しなさい。それが地球に住む最後の機会で
ないかどうか、あなたは知らないのです。ある者は収穫を得るために、またある者は始めた使命を完成させるために、私は
あなた方を再び世に送り出す。しかし、他の人たちは地球に戻ってこない。私は彼らに使命を与え、霊的な働きと戦いがで
きるようにする。 

52 高次の彼方の偉大な教訓を明らかにしよう。私は今、あなたがたを霊的生活、真の生活--

始まりも終わりもない生活--

のために整えようとしているのです」。なぜなら、あなたがたは長子であり、わたしがいつも道を教えてきた者であり、あ
なたがたもまた他の者に教えなければならないからである。そして、私がこの世で道を示したように、あなた方もまた、高
次の彼方で道を認識しなければならないのです。そうすれば、あなたは真の平和へと導く道を、魂を導き続けることができ
るでしょう。 

53 民衆：あなた方に祈りの方法を知る時が来たのです。今日、私はあなた方に地に伏せなさいとは言わない。唇で祈
りなさいとも、美しい祈りの中で選ばれた言葉で私を呼び起こしなさいとも教えない。今日、私はあなたに伝えます。精神
的に私に向き合い、魂を高揚させなさい。そうすれば、私はいつでも降りてきて、あなたに私のプレゼンスを感じさせる。
もし、あなたが自分の神と話す方法を知らないなら、あなたの悔い改め、あなたの思い、あなたの痛みで、あなたの愛で、
わたしは十分です。 

54 これは私が聞いた言葉、私が理解した言葉、言葉のない言葉、真実と誠の言葉です。これは、この第三の時代に私
が教えた祈りである。 

55 あなたが良い仕事をしたときはいつも、私の平安と安心と希望を感じたことでしょう、そのとき父はあなたのすぐ
近くにおられるのですから。 

56 わたしのことばの中には火があり、この火で鋤を滅ぼす。 

57 "互いに愛し合う 

"こと同胞が拝んでいる偽りの神を馬鹿にしてはならない。同胞の教えがいかに誤りであっても、それを偽りと断定しては
ならない。人に尊敬され、ついてきてほしいと思うなら、まず自分が尊敬の念を示さなければならない。しかし、だれにも
恐れられてはならない。立ち上がり、語り、仲間を納得させる。言葉には、癒し、愛、力、命があります。言葉には、あな
た方が自らを開くための力があるのです。 

58 私の言葉は永遠に書き留められ、そこからあなた方は第三の時代の書、第三の遺言、父の最後のメッセージを編纂
することになる。 

* 神のお告げに参加した者のうち、主の言葉を速記する役割を担った者の呼称。 

59 モーセは、父なる神が第一時代の出来事を巻物に消えない文字で書き記すために使われた最初の「金のペン」であ
った。モーセはエホバの「金のペン」であった。 

60 第二時代の私の使徒や従者たちの中で、イエスには4つの「羽」があり、それはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで
あった。これが、神主の「金の羽」である。しかし、愛と知識と精神的進歩の絆によって、第一の聖書と第二の聖書が一つ
になる時が来たとき、それは一つの書物となったのである。 

61 さて、第三の時に、あなた方が私の言葉を新たに持つとき、私は「金の羽」をも任命し、それが文字として保存さ
れるようにしたのである。 

時が来れば、あなた方は一冊の本を編纂し、この本、第三の時代の本は、──時が来れば──同様に、第二の時代と第
一の時代の本と統合され、三つの時代の啓示、予言、言葉から、すべての魂の啓発のための『生命の大書』*が生まれるの
だ。 
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そうすれば、すべての言葉 ── 最初のものから最後のものまで ── 

真理と霊において成就したこと、すべての予言は御父が人類に明らかにした歴史の進路を予期していたことを知ることにな
るでしょう」。神だけが、実現する出来事を書き留めさせることができるからだ。  

* 

真の生命の書』第85訓24節の説明文：「あなた方は、この（現在出現している）遺言や書物を以前のものと統合するために悩む必要はない
。なぜなら、この書物に三時代の啓示と教えを統合し、それらの中から本質を引き出して一つのメッセージを作り出したのは私だからだ」。 

62 預言者たちが語ったとき、それを行ったのは彼らではなく、彼らの仲介によって行われた神であった。 

63 わが新しい選ばれし者は、モーセや第二時代の四人の弟子のように、わが言葉が完全に完全な形で、完全な明瞭さ
と真実さで書かれるように、十分な準備をさせた。 

64 さて、私の愛する子供たちよ、あなた方が編纂しようとしている本を誰が大切に思っているのか？本当は......誰も
いないんだ。しかし、欲望に満ち、好奇心に満ちた人類が、あなたの本を求め、そして目覚め、私の言葉を探求し、議論す
る時が来るでしょう。その中で、科学者、神学者、哲学者というように、それぞれの思惑が交錯する。国々 には、あなたの
御言葉と知恵の書の証がもたらされ、すべての人が私の教義を語るでしょう。これは新しい戦い、言葉の戦争、思想やイデ
オロギーの戦争の始まりである。しかし最後には、すべての人が真理と精神において、主によって書かれた大いなる生命の
書を知るとき、彼らは兄弟として互いに抱き合い、私の意志のように互いに愛し合うだろう。 

65 なぜ第一時代にはエホバの言葉が世界を一つにするのに十分でなく，第二時代にはイエスの教えがそうすることが
できなかったのでしょうか？1866年以来、私がわが言葉を伝えてきたこの時代、なぜ、国々 が互いに愛し合い、平和に暮
らすことができなかったのだろう。 

66 三冊の本が一つになって、この言葉が全世界を啓発することが必要なのだ。そうすれば、人類はその光に従い、バ
ビロンの呪いは解かれるでしょう。すべての人が「真のいのちの大いなる書」を読み、同じ教えに従い、神の子として霊と
真理で互いに愛し合うようになるからです。 

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 359 
1 愛する弟子たちよ、師匠の最後の顕現を喜び、この後、私と話をするために祈りの道へ来なさい。平穏な日にも、

試練の日にも、常に祈りなさい。そうすれば、試練に立ち向かう強さと勇気が生まれるでしょう。 

2 この時間は、精神的な視野を広げるものであり、私の教えの解釈の仕方を理解した人々 にとって幸せな時間であっ
た。子供は父に会い、受けた教えによって、その胸に安心感を覚え、自分の信念を強く持ち、また愛されていることを実感
し、その宝を守り、自分に与えられた特権を忘れないためにのみ生きる。しかし、私はすべての子どもを同じ愛で愛してい
ることに気づいてください。あなた方は皆、私の家族を形成しており、たとえ人間を通して私の顕現を直接目撃した者は少
数であったとしても、あなた方は皆、私から光とインスピレーションを受けているのです。 

3 すべての人は私とランデブーしているのだ。道は用意されている。最もシンプルなマインドが先に呼ばれ、その後
に他のマインドが来るのです。彼らは謙虚に、魂をひそめて、反逆や偽りの誇示から解放されて到着するのです。そしてそ
の時、私は彼らの謙遜と自己認識のために彼らを許し、彼らを待ち受けている大きな使命の遂行のために大きな使命を与え
るだろう。 

4 そのとき、わたしはすべての者を呼び集める。首のこわい者は献身的になり、心のかたい者はやさしい者になり、
高慢な者は真の服従を知るようになる。私の霊はすべてを教え、私の愛する子供たちを啓発し、祝福する。そして彼らの魂
から祈りが、彼らの父と創造主への一つの愛の歌が湧き上がるだろう。その時代には、偉大な徳のある魂がこの惑星に入り
、ここですでに改心した人々 は、完全なものを求める大きな願望を持って他の霊的な家に行くでしょう。 

5 私の教えに従ってきたあなた方に、本当に言いますが、これらの声の主が沈黙し、私の言葉を伝えなくなったとき
、あなた方は私があなた方から離れていると感じることはないでしょう。あなたは私を近くに感じ、あなたの内なる神殿に
私を宿し、その中で私の声を聞き、それとともに私の導きと慰めを聞き続けることができる。 

6 1950年以降にこの世界に何が起こるか、あなたはほとんど知らない。しかし、今人類が飲んでいるその苦い杯の
中には、まだその底に酵母が残っていて、痛みが増してくることを警告し、告げます。しかし、その後、贖罪が終わると、
それは彼女から取り除かれ、新たな喜びの杯が捧げられるのです。 

7 霊界はこれからも、人々 の生活と完成を見守る気配り上手な守護者として、私から受けた使命を果たしていくこと
でしょう。 

8 私の最後のレッスンの後、あなた方は私の言葉を勉強し続け、何をすべきかを知るようになり、そうなれば、私と
共に人類を助け、保護する一つの霊を形成することになるのです。 

9 母なる神は、その最も優しい愛をすべての子供たちに注いでいるのです。彼女は、貧しい人や孤児を守るマントで
あり、病人や無力な人を優しく見守る存在なのです。すべての人のために立ち上がる彼女の精神は、試練の時を迎えたこの
世界を救う。 

10 あなたの思考の世界を通り抜け、あなたの仲間に慰めと兄弟愛のメッセージを届けてください。私の顕現の最後の
日に、私はすべての国々 に語りかけ、私の言葉は私の弟子たちの中に消えないように書き残されるであろう。私はあなた方
を使徒として残し、あなた方を必要としている人たちのところへ行くようにします。 

11 私の胸に抱かれ、あなたの苦難を忘れてください。わが顕現の最後の日に、私はあなた方のために、あなた方が私
の前に持ち込む大問題を解決するのだから。 

12 覚悟を決めろ、試練の時はすでに近づいているのだ。最後の瞬間まで、自分の使命を自覚し、献身的に私のインス
ピレーションを伝えてくれた声の主たちに祝福を捧げます。 

13 私の霊は、人々 への愛ゆえに、彼の受難を果てしなく繰り返すので、先見者たちは、新しい犠牲の死が私の中で起
こっているという印象を持つだろう。これらの愛の証しをすべて覚えて、救いを得るようにしましょう。 

14 マリアはあなたの長旅を見守り、第二の時代の私の弟子たちと同じように、あなたのそばにいてくれるでしょう。
彼女は、その優しさで魂に勇気を与え、心を喜びで満たし、苦痛の時間を共にした慈愛に満ちた母であったのです。そして
、彼女が祈るとき、母の思いもまた立ち上がり、父の意志を待ち望んだのです。 

15 今この時、マリアは、あなたが近づいてくる試練に驚かないように、その霊的なマントであなたを覆ってくれます
。 

16 あなた方の魂と心で、聖霊がご自分を知らせる神殿を形成し、あなた方が従順と霊化の痕跡を世界に残すことがで
きるようにするのです。 

17 私の言葉は、新しい夜明けの光のように、すべての国の住民を徐々 に照らし、目覚めさせるだろう。 

18 私は、あなたを約束の地へ導く星です。ここに愛に満ちた私の言葉のコンサートがあり、あなたの魂の旅路を励ま
してくれるでしょう。 

19 痛みがあなたを私に近づけるとき、私はあなたを愛で迎え入れ、私を信頼する。私はあなたと共にありたいし、あ
なたは私と共にありたい。そうすれば、あなたと私はこの調和の中で一つになれるのです。私は、あなたの発展の道を示す
伴走者でありたいと思います。 
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20 私は、あなたを変え、精神化し、あなたの心を優しさで満たし、それがあなたの言葉、あなたの外見、あなたの作
品に表現されるようにする主人である。 

21 世界を動かす普遍的な力である愛と同調すること。そうすれば、あなたはわが言葉の真髄を受け、わが愛の大きさ
を感じ、あなた自身も苦しんでいる者を励まし、泣いている者の涙を乾かすことができるだろう。 

22 私はあなたの苦しみの中で慰めを与え、あなたの傷を癒し、あなたの中に経験の光だけを残し、あなたの魂が私に
近づくよう反映させ、確実にします。 

23 もし、あなた方が自らを霊化するならば、あなた方の働きは私の前で香しいバラのようになるであろう。あなたが
祈るとき、私は声もなく、文章もなく、甘い慰めの振動であなたに答えよう。私の愛撫に応える瞬間は、どんなに高揚する
ことだろう。 

24 人類よ、聞け。私は、あなた方の一人も滅びさせたくはないのだ。羊飼いが羊を呼ぶように、呼びかけに応じなさ
い。多くの人が苦痛の道に散らされたままになっています。しかし、あなた方は皆、私の愛があなた方を贖うために待って
いるハードルに到達するのです。 

25 愛する人々 よ、兄弟たちと団結しなさい。そうすれば、わたしと交わるとき、わたしがあなたがたに与えた愛によ
って、最も悲しむべき罪さえも赦すことができるようになる。なぜ、自分のしていることを知らない者を許してはならない
のか。彼は、自分がこのような悪事を働いていることに気づいていないため、知らないのです。 

26 第二の時代、メシアは人々 の間に住み、愛情をもって彼らを導き、苦しみを和らげ、人々 が互いに愛し合うことが
できるように教えを授けられたのです。 

27 その頃、私は人々 が深い眠りの中に沈んでいて、世の中の富と財産によってのみ偉大にされているのを発見した。
そのため、約束のメシアが目立たない生まれ故郷に生まれたと知った時の戸惑いは大変なものであった。 

28 私は、自分の国民が天皇の臣下になっているのを発見しました。しかし、私は彼らに光と平和と慰めを与えた。父
の言葉が来て人々 に語りかけ、律法に従うことを教え、滅びから救うと書かれていた。救いの道を示すために、苦しみの杯
を飲むことが必要だったのです。 

29 私は幼い頃から律法学者に語りかけ、救いの星のように迷える人々 を救いの境地へ導いていました。 

30 愛する人々 ：私の使徒たちは、私の教義で人類を準備するために、大変な苦労をしました。私が去った後、彼らは
仲間の邪悪な行為にひるむことなく、迷うことなく戦いに出発しました。彼らは私を信頼し、毎日毎日、私の愛と慈悲の教
えを広めてくれたのです。しかし、人類は彼らに何をしたのでしょうか？拒絶し、血塗られた足場へと引きずり込む。迫害
され、嘲笑されながら、最後の瞬間まで私の使命を果たしてくれたのです。 

31 このとき、私は人々 に告げます：あなた方はもはや殉教者ではありません。今日、私があなた方に求めるのは、あ
なた方が人類にパンと水をもたらすための準備だけなのです。しかし、この時代にも、あなたの前に立ちはだかる人たちが
います。 

32 あなたは、私が同胞の支えとして任命した人類の強者、イスラエルである。あなたを通して、彼らはあなたの神の
慈悲、許し、愛、憐れみを得るでしょう。 

33 第二紀、あなた方が "マギ 

"と呼んでいた人たちは、知識の証として黄金、乳香、没薬を私に差し出しました。素朴な羊飼いたちも、私の足元に供え
物を置いた。しかし、今日、私は愛の犠牲として、あなた方の魂から、あなた方の仰ぎ、あなた方の祈りを受け取ります。 

34 愛する人々 ：私はすべての時代においてあなた方に語りかけ、この第三の時代には多くのことをあなた方に教えて
きた。あなたがたの中には、わたしを少ししか聞いていない者もいる。しかし、私の偉大な教えは、私の「金の羽」によっ
て書き留められ、あなたが声帯を通じて私の声を聞かなくなったとしても、それらはあなたを導き、励まし続けるでしょう
。わたしの食卓で与える食べ物はおいしく、あなたの魂を強くしてくれるからだ。 

35 私の言葉を受け取った瞬間に、あなたの痛みを忘れてください。この世の誘惑から離れ、この霊の食卓で敬虔な心
を持ちなさい。この覚悟をもって私の言葉を聞く者は幸いである、それはあなたの魂のいのちである。 

36 誘惑は、純粋な衣を奪う。しかし、あなたの中に悲しみや深い痛みを見るとき、私は再び私の霊のマントであなた
を覆います。 

37 現世の試練に強くなり、私が託した光で問題を解決してください。あなたの成長を止める可能性のある、すべての
障害をあなたの道から取り除いてください。あなたの心から狂信と偽善を取り除き、この世界で強い心を持ち、愛と兄弟愛
の連鎖を築きなさい。 

38 あなた方は霊能者です。ブロンズの鐘がある物質的な教会を建てるのではなく、魂の中に、心の中に教会を建てる
のです。そして、この教会に父が来て、永遠にあなた方と一緒にいるのです。私自身がこの教会の光となるのです。 

39 私がこの時代に来たのは、あなたがたを死の眠りから覚まし、新しい日を示し、あなたがたに私の声を聞かせ、私
を見るようにするためであることを理解しなさい。 
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40 あなた方は光の子であり、人々 が私の仕事の中で発見した謎を啓発し、すべての人が私を理解できるようにするこ
とを使命としている。 

41 あなた方が私の作品に加えた以前の習慣はすべて捨て去り、一つの目的、一つの意志をもって自らを霊化するのだ
。 

42 あなたがたは邪悪に圧迫され、物質主義に縛られ、人間が作った石の教会の屋根の下で私を待っていたのです。こ
の時、私が霊でやってきて、あなた方に私の教えを伝えたことを、あなた方は理解していなかった。しかし、私はここにい
る。彼らが人類を霊的に解放するメッセージを世界に伝えることができるように、謙虚な人々 の間で自分を知らしめるのだ
。 

43 私は愛する父として、私の愛を示すためにあなたのもとにやってきました。裁きの前でも、わたしはあなたがたの
父であり、あなたがたを赦し、その外套であなたがたの霊的な裸を覆ってくれるからである。しかし、完全な裁判官として
、私はあなたに私の言葉を与え、あなたの魂を元の純粋さに戻す機会を与える。 

44 今こそ、わが掟を全うする時だ。あなたが私を理解していなかったために、私に再び責任を問われたいのですか？
あなた方は第三の時代の忠実な弟子でなければならないのです。私の傷はまだ神の血を流していることを忘れないでくださ
い。 

45 私の正義があなた方の間で感じられるのを待たないでください。人々 よ、立ち上がり、私が託した種の増殖を私に
見せてください。しかし、もしあなたがまだ世の中の転換を経験していないとすれば、それはあなた方自身の準備と霊化が
なされていないからです。 

46 イスラエルよ、覚悟を決めろ。人類が理解できるように、私の教えを広めるのだ。そうすれば、私の言葉を聞かな
くなったとき、お前たちの中に痛みはなくなるのだ。 

47 選ばれし者たち：スピリチュアルになり、時の流れに乗り遅れないよう前進してください。あの世で待っている報
酬に見合うだけの実力をつけてください。 

48 もう、主は声の主を通しては言葉をくれない時代が来たのです。しかし、私の教えを実践することによって得た装
備を失うかもしれない方法に戻ることは、私の意志ではない。私の力を使えば、あなた方の心に光が差すでしょう。 

49 私があなたの道を照らしたのは、私があなたの魂の導き手であるからです。私はあなたを救うために働いているの
です。私はあなたの父であり、父として、あなたがもはや道を踏み外すことがないように、私の言葉をあなたに授けた。 

50 わが子たちよ、心の中で私を求めよ、そこに私は宿る。約束の地に住むために、悔い改める気持ちを持ちましょう
。 

51 私は、絶え間なく降り注ぐ光です。 

52 私は「永遠の言葉」であり、あなたに尋ねます：いつ私のもとに戻るのか？ 

53 祝福された人々 よ、元気でいてください。私の平和、私の光、私の愛があなた方と共にあります。 

54 私の人々 ：今日は、全人類がイエスの誕生を祝う準備をする記念すべき日です。人々 は霊的に団結し、世界の平和
を願いながら、願いを捧げてきたのです。しかし、この祈りが心の底から湧いてくる人もいれば、言葉だけで成り立ってい
る人もいる。霊性化から生まれた真の祈りは、ごく少数の人しか実践していない。しかし、地球のすべての民衆の準備は、
霊能者の人々 の準備と一体となって、私に届く一つの祈り、一つの願いを形成しています。 

55 私が師として世に説いた愛が理解されていないから、人間は敵意をもって殺伐とした戦争を引き起こすのです。そ
の後に刈り取る果実を実らせるのは、あなたの作品なのです。正義を貫こうと思えば、善を行うチャンスはいくらでもある
。 

私は、あなたが自分の使命を完璧に果たすことができるように、私の恵みを注ぎます。しかし、もしあなたが自分の意
志とエゴイズムを押し付けようとし、私の法律に従わないなら、あなたが引き起こした悪に責任を負うことになるのです。 

56 霊能者：宇宙で活動する霊的な力と一体となって、世界を助けることがあなた方の課題です。平和と静寂、愛と幸
福の世界を考える人たちとも団結してください。 

57 愛する人々 ：私の言葉は、あなただけでなく、あなたを養う。私の言葉は、人間の痛みを感じるすべての人々 にイ
ンスピレーションとして発せられ、人類のための善と慈悲を望む人々 に発せられる。赦し、懺悔し、自らを清め、己に打ち
勝ち、霊的に高め、人類に奉仕する者は幸いである。彼らには、私の恵み、私の霊感、私の赦しを与える。 

58 諸国が平和に暮らす唯一の方法は、イエスが第二の時代に世界に教え、私が現在思い起こさせているキリスト教の
原則に従うことです。 

59 平和に暮らすために人類が実践しなければならないのは、愛、理解、慈悲の原則です。しかし、私はまた、自分の
負債に注意を払わず、精神の発達を欠く人々 にも、私の愛と慈悲を与える。私はあなた方全員を私の群れと考え、平等に愛
している。だから、私はあなたがたに言う。わたしから遠い者はいない。わたしの赦しは全世界を含む。たとえ、わが掟に
反抗し、敵意を育んだとしても、あなた方が自らを刷新し、永遠の完成に至る機会が平等に得られるよう、一度だけでなく
千度までも赦す。 
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60 スピリチュアリズムは宗教ではなく、私が世界のあらゆる時代のあらゆる人々 の導きのために、イエスという人物
に託して広めた教えと同じものです。それは、愛、正義、理解、許しという私の教えです。 

61 この「第三の時」において、私は、あなた方の精神的、肉体的、知的発達のために、より明瞭に話しかけたに過ぎ
ません。 

62 スピリチュアリズムは、すべての人、すべての人の中にあるものとする。私が魂に語るのは、魂がその肉体ととも
に上昇し、後者が自らの魂から啓示とインスピレーションを受け、それを自分自身と一般善に適用し、人類の善のために働
くという普遍的法則を実現できるようにするためです。 

63 私の霊的な仕事は、永遠の完成に向かって目覚め、進化してきたすべての人々 に、いつの時代も理解されてきまし
た。彼らは、私の無尽蔵の恩寵と神の叡智を受け、霊界からインスピレーションを得て、人類のためにより良い未来を準備
したのです。人類のための科学的で有益な展開はすべて、高位の霊的存在に触発されたものです。彼らは教師として、共通
の利益のために働く準備をしている頭脳を絶え間なく指導しているのです。 

64 こうして脳は、私の教えの意味、私の知恵のひらめきを受け取るのです。しかし、人間の精神的な準備、その傾向
や思考の自由によって、彼はこれらの考えを自分の利益のために受け取ることも、自分の破滅のために受け取ることもでき
るのです。 

65 もし科学者がその知的能力をもって人類の破滅と破壊のために働くとしたら、それを高次の霊的存在の霊感による
ものだと言ってはならない。 

66 これらの霊的存在は、彼が自然を理解し、自然を探求し、その偉大な秘密を発見し、そのすべての顕現を理解でき
るように、彼の頭脳にインスピレーションを与えた。しかし、人間にはこのインスピレーション、この恵みを自分の望むよ
うに適用する自由がある。しかし、もし彼の感情が高貴さに欠けていたり、堕落した本能や精神性の欠如のために、このイ
ンスピレーションを悪に利用しようと思えば、そうすることもできるだろう。 

67 これは、私が人間に与えた意志の自由であり、人間が自分の行為に責任を持ち、それによって功徳を積み、不完全
な行為がもたらす浄化を受けることができるようにするためである。 

68 人間は、神の霊と同じ能力を与えられているので、その霊的な部分に関しては、神の「かたちと似姿」に創造され
たのである。あなたの肉体は地上に属しているが、あなたの霊魂は私から出たものであり、純粋かつ完璧に私のもとに戻ら
なければならない。したがって、魂の道は長い進化の道である。 

69 永遠の存在である魂は、この世での生活において一枚の衣服では不十分であるように、一枚の身体では不十分なの
です。だからこそ、魂の成長のために輪廻転生が必要なのです。それぞれのステージで、富と貧困、健康と人間を苦しめる
あらゆる病気について学びます。エゴイズム、プライド、悲しみ、慈悲のなさだけでなく、許しや愛、気高さ、寛容さにつ
いても学ぶことができるのです。 

70 あなた方は、さまざまな身体に転生して、この時代までやってきました。あなたの魂は、徐々 にその汚れを浄化し
てきました。というのも、最初から肉体の衝動に打ち勝つことを許し、その結果、私から出てきたときに持っていた純粋さ
と完全性から遠ざかってしまったからです。 

71 あなたは「第三の時間」に到達し、魂は進化しましたが、肉体の本能を完全にマスターし、完全にスピリチュアル
なステージで生きることができるほどには、十分ではありません。 

72 この「第三の時」において、私は、あなた方の魂の進化の道において新たな機会を与えるために、人間の理解器を
通して私の教えを説明したのです。 

73 祝福された人々 ：第二時代の私の弟子たちが、私の話を聞き、私の偉大な働きの証人である限り、私の教えの偉大
さを理解しなかったように、私がもはや彼らとともにいなくなるまで、そしてその時初めて、自分の行動をできるだけ私の
教えに合わせようと決意したように、人々 の皆さんも同じことが起こるのです。私はあなたがたに霊的な知恵を残すので、
あなたがたの行いはわが業にふさわしく、また、同じものがあなたがたの基礎となりインスピレーションとなり、あなたが
たは、キリストが霊的にご自身を現し、恵みと知恵の無尽蔵の源として、主の無限の慈悲によって用意された知性によって
インスピレーションを注いでいることをそれぞれの業をもって世界に伝えることができるのです。 

74 私はあなた方に、神は唯一無二の存在であり、あなたの霊的想像力に限界のない奇跡であり、宇宙全体に運動と行
動を引き起こす力であり、最も単純な植物の中にも、宇宙に何百万とある世界の中にも、それらを支配する法則に一人とし
て逆らわずに姿を現す生命であると教えることができました。 

75 その法則とは、私、あなたの神であり、人間を驚かせ、自然の秘密にますます入り込むことを可能にする広大な研
究分野を彼に開く、絶え間ない進化の法則である。 

76 このように、人と神との交わりも、神の偉大さと力が明らかにされるこの性質を知ることによって、確認されるこ
とになるのです。 

77 そのとき、神は図でもなく、象徴でもなく、現象でもない。 

78 生命の始まりから、つまり私が生命を原子に現した瞬間から、その原子は分子に、分子は元素に進化し、その元素
から世界が生まれ、論理と自然進化の同じ法則に従って自らを住処としたのです。 



U 359 

116 

79 私の教えは、すべての知識、すべての活動の基礎となるものです。 

80 精神的な進歩を阻むのは人間である。神は罰しないし、処刑者でもない。神は全能であり、力であり、光であり、
命であり、愛である。そして、その「ことば」を、あなたと同じように地上で生き、同じ誘惑にさらされるように受肉させ
、そのことによって、あなたをさらに愛されたのです。神は知恵と理解、普遍的な平和であるのだから、私があなたを愛し
ているというのに、 ── 人間にこれほど多くの恵みと贈り物を与えるのに、 ── 

永遠の霊的生活のために彼を用意するのに、 ── 彼を罰するとどうして信じられるだろうか？ 

いや、人類よ、あなたを襲う苦痛の試練はすべてあなた自身なのだ。仲間を傷つける槍を投げ、自分を邪魔する者を排
除するために殺気を帯びた手を上げる。だから、私の神の正義によって浄化されるのは、あなた方だと言っているのです。
もし、あなたの仕事がすべてを網羅する完全なものに向けられているならば、あなたはその功績によって報酬を得ているの
です。しかし、もしあなたの行いが悪いなら、体でも霊的なものでも、浄化が必要です。 

81 悪の象徴である権力者は、次第に強力な核を形成し、世界をその戦争に巻き込み、人々 は互いに拒絶し合い、あら
ゆる場所で 

破壊は。 

82 人間の理解という器官を通して、キリスト教の愛と赦しの原則を思い出すのは、今年が最後となります。 

83 隣人を愛し、自分自身と平和に暮らし、あなたを害する者を赦しなさい。キリストはあなたを許し、この第三の時
代に聖霊の光として啓示されたあなたのマスターも同様に人類を許してくれるからです。 

84 私の民：あなたの唇を開いて、慰め、励まし、助言を与えなさい。あなたがたの行いの一つひとつが、愛の模範と
なるようにしなさい。 

85 そうすれば、キリストがこの地上に再び歩まれたことを、世界は理解できるだろう──イエスが33年間持っていた
肉体の姿ではなく、弟子たち一人ひとりに注がれた光と霊的な知恵を通して、だ。 

86 愛する人々 よ、あなたがたの魂にある尊いもの、寛大なもののために、私はあなたがたに言う。私の教えを生かし
、善いことを行い、誰も非難してはならない。肉体は、自分を退化させ不潔にする道具ではなく、魂を高め、たとえ誘惑に
さらされても、そこから勝利することができるように気をつけましょう。 

87 自分の身体は、魂が成長するために与えられたか弱いものだと理解すること。 

88 他の教えを不完全だと非難せず、善く働くことだけに専念せよ。 

89 私は私の純粋でピュアな作品をあなた方の手に委ね、あなた方はスピリチュアリズムの展開に責任を持つことにな
るのです。 

90 私はあなた方に、決まった儀式も、ある儀式を行う義務も残さない。あなたが再び狂信に陥ることは、私の意志で
はないのです。あなた方は集まって私の言葉を学び、他の者にもその知識を共有させるようにしなければならない。 

91 スピリチュアライゼーションは、すべての民族が同じ世界観を持ったときに、具体的なものとなる。そうすれば、
キリストの王国が実現する。 

92 キリスト教の原理が優先され、霊性は人類を支配すべき公正な法律を導入するための人々 のガイドとして機能する
でしょう。そうすることで、初めて世界に平和が訪れるのです。 

93 皆さんは、私の御言葉を学び、問題を共有し、一般の利益のために何かをし、霊的な助けを求め、霊的に祈るため
に、どれだけの頻度で集まっていますか？自分のことに集中し、そのうえで各自が発言し、アドバイスする。その人の中で
、主が声を伝える人たちを通して与えた言葉が繰り返されるのです。しかし、彼が歓喜に浸る必要はなく、インスピレーシ
ョンのみによって、彼は慈悲を行使し、私の仕事を認識させ、実感させる機会を持つことになるでしょう。 

94 人々 よ、人々 のもとに行き、キリストがあなたに語りかけたように、同じ慈しみと目的と希望をもって語りかける
のです。 

95 地上の財よりも大きな満足を与える昇華の方法があることを認識させる。触れることのできるもの以上のものを信
じ、期待させる信仰があることを認識させる。魂は永遠に生き続けるのだから、この永遠の至福を味わうために準備しなけ
ればならないことを伝える。 

96 このようにして、あなたの任務を果たし、あなたの仕事の真実と寛大さをもって出発しなさい、そして、あなたが
私に到達したならば、私はあなたに言うだろう：祝福され、私自身の一部を形成し、私の神性の言葉に尽くせない幸福を享
受しなさい。問題を忘れ、この世に苦しみがあったことを忘れ、再び痛みを感じる理由も、無数の誘惑にさらされる理由も
なくなるのです。 

97 あなた方は、自分の功績によって、完全への梯子-

ヤコブの天国への梯子、地上から始まって無限に広がる発展の梯子-

を登った霊的存在に過ぎないでしょう。一歩一歩登ってきて、最後に永遠の命、光の国へと導いてくれるのです。 

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 360 
私の平和があなたとともにありますように 

1 神聖なる師の愛する弟子たちよ、もう一度私のもとに来れば、私の食卓に場所を与える。 

愛情を込めた話し方ができるようになったんですね。最も苦しい日でも、希望と信念を持って微笑むことができるのは
、私の教えに励まされたからだ。 

2 いつも平和と勇気と信頼に満ちたあなたに、私はこうありたいと思います。あなたは、あなたの存在の内と外にあ
る私を完全に感じ、あらゆる瞬間にあなたの近くにいる時に到達したのです。あなたはもう、"父よ、なぜ試練の中で私を
忘れ、なぜ私の声を聞いてくださらないのですか 

"と言った人たちではありません。今日、あなたは試練の中で祈る方法を知り、祈った後、私の平和の到来を謙虚に待ち望
んでいます。あなたは、マスターがあなたをテストするのを素直に受け入れます。 

3 これで、あなた方は本当に私の弟子です。自分の長所の価値を知り、欠点を発見し判断する方法を知っているので
す。今日、あなたの魂は、あなたがいつ父を喜ばせ、いつ父を怒らせたかを知ることができるように、大きな輝きで照らさ
れています。 

冷静さを失ったり、落ち込んだりすることがありますよね。しかし、この瞬間が終わると、あなたたちの心の中に愛と
信仰の炎が再び燃え上がり、内なる神への礼拝の祭壇が再び灯り、あなたの聖域の中に父の存在を感じるのです--

あの父は、あなたが準備できていようといまいと、いつもあなたの中におられます--。 

4 私は自分の子供たちを非難することはできない。それは彼らの命を奪うことになるからだ。私はあなたを死のため
でなく、生のために創った。 

5 弟子よ。7日目には、この時代の人は休息し、感謝の気持ちや助けを求めて、一瞬だけ父に魂を捧げるのです。し
かし、すべての人が目覚めているわけではなく、すべての人が祈っているわけでもありません。しかし、目覚めて生きる者
のために、平和のために働く者のために、人々 の幸福のために、私は世界に私の平和のマントの一片を、私の神聖なバーム
の一滴を、私の愛のキスの中に私の許しと、それぞれの魂の救済のために私が与える機会を得させるのです」。 

6 今は魂の決戦の時、まさに闘いの時です。すべては争いであり、闘争である。この戦争は、すべての人間の心の中
で、家族の懐で、すべての組織の中で、すべての民族の中で、すべての人種の中で起こっているのです。 

地上だけでなく、精神の谷間にも戦いがある。それは、他の時代の預言者が象徴的に見たものであり、この時代の預言
者あるいは先見者の幻影にも見られる「大いなる戦い」である。 

しかし、すべてを揺るがすこの戦いは、人類がまさにその一部であり目撃者であるにもかかわらず、理解されていない
。 

人類の歩みは最近加速している ── 

しかし、どこへ向かっているのか？人間はそんなに急いでどこへ行くのだろう。彼はこの目まぐるしい道のりの中で幸福を
見いだし、憧れの平和、すべての心が勝手に望む輝かしい人生に到達するのだろうか。 

7 人間が実際に突進して達成するのは、完全な疲労だと言っているのです。人間の精神的な魂や心は、人生の疲れや
疲労に向かっていくものであり、この深淵は人間自身が作り出したものである。 

8 この奈落の底に落ち、この完全な消耗の中で、敵意、快楽、権力への満たされない欲望、罪と姦淫、精神と人間の
法の冒涜の混沌の中で、魂には明白な死が、心には一時的な死が訪れるのです。しかし、私は人をこの死から生へとよみが
えらせる。私は彼に復活をさせ、この新しい人生において、すべての理想の再生のために、すべての原理とすべての美徳の
復活のために戦わせる。魂はわたしから生まれ、わたしから命を受け、わたしの完全から飲み、わたしの恩寵から満たされ
たからである。 

9 この大きな精神的葛藤の時に、あなたの祈りとともに人々 に寄り添ってください。彼らが泣いているのを見たら、
自分の泣きを彼らを泣かせる原因と関連付けるのではなく、彼らのために泣くのです。彼らはあなたの同胞であり、あなた
の愛の涙は癒しと慰めになるでしょう。もし、平和ボケしている彼らを見たら、彼らの平和ボケに加担してはいけません。
しかし、彼らのために祈れば、全員が平和の天使になる。あなたの魂から、全地球への愛の実である露のように、平和が降
り注ぐように。 

10 もし、彼らが他人の意見に反対する議論や審議を始めたとしたら、このすべてを乗り越えてください。この時、私
の仕事、私の言葉を考え、聖霊の光で、あなたの祈り、あなたの模範、あなたの言葉で、人々 を闘争と戦争に励ます理由を
克服してください。彼らが武器を肩に担いで出発し、自分の兄弟に対して情け容赦なく裁くのを見たとき、あなたも愛と情
けと赦しと永遠の命の武器を手に取るのです。 

11 平和の王国のために魂を勝ち取ろう罪人を恵みの生活に改心させる。このようにして、父のしもべは増え、罪と破
壊と死の王国は、あなたがたの闘いによって壊滅させられるのです 
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12 このような大きな暗闇の中で、それでもなお、私を求める力を心の中に見出す人、あるいは、少しの間、心を聖域
に変えるために、心の中に少しの純度を保ち、自分の良心に、私について、自分自身について、隣人について語らせる人は
、幸いである。 

13 私はあなた方に、人間の霊が過去の時代にはなかったような神への礼拝を行い、その中で、私が私の完全な教えを
通して太古の昔から人間に教えてきた霊的礼拝をその父に捧げるときを告げました。私は常に偉大な啓示を行い、常に教師
であった。そしてまた、父として、被造物が私をよりよく認識できるように、そしてこのようにして私がより完全な形で愛
されるように、私の秘密のベールを引きはがした。しかし、人間にとって地上の存在はあまりにも素晴らしく、この世の宝
があまりにも豊かであるように思えたため、霊的生活について語りかける教えを常に忘れてしまっていたのです。彼は、父
の作品であり、高き彼方の生命をかすかに映し出す鏡である、輝かしい物質的創造物にのみ目を向けてきたのです。そして
、目を、心を、感覚を開いて、この世の品物を見、触れ、憧れる一方で、精神の目を閉じ、この上に別の素晴らしい存在、
さらに豊かな人生、その他の本当に大きな富があることを忘れてしまったのである。この愛の中で、人間の地上財への傾斜
の中で、彼は自分自身を実体化したのです。 

それでも、彼の魂は私を忘れておらず、私の存在の気配を保ち、さらに、地上が提供できない滋養への欲求を感じ、私
を求めるのです。しかし、それは中途半端で、必ずしも良い方法で私を求めているわけではありません。 

14 人間は物質化されているので、感性的な崇拝によって私を求めなければならないし、精神の目が開いていないので
、私を見るために私のイメージを作らなければならない。彼は魂において敏感になっていないので、私の存在を信じるため
に、常に物質的な奇跡や証明を要求し、私に仕え、私に従い、私を愛し、私が彼に与えるものに対して私に何かを返すため
に、私に条件を課している。私は、地球上にあるすべての教会、すべての宗教団体、すべての宗派を、このように考えてい
ます。彼らは物質主義、狂信と偶像崇拝、秘密主義、欺瞞と冒涜に染まっている。 

15 そこから何を感じ取るか。意思だけ。この中から、何が私に届くのでしょうか。私の子供たちの精神的、肉体的な
必要性、小さな愛、光を求める気持ち。これは私に届くものであり、私はすべてとともにある。私は、教会や形式や儀式に
目を向けることはありません。私はすべての子供たちに等しくやって来る。私は祈りの中で彼らの魂を受け止めます。私の
温もりを感じられるように、そしてこの温もりが彼女の訪問と試練の道への刺激となるように、私は彼女を胸に引き寄せて
抱きしめます。しかし、私は人間の善意を受け入れるからこそ、偶像崇拝と狂信に包まれたまま永遠に暗闇の中にいること
を許す必要はないのだ。 

16 私は人間が目覚めることを望む。魂が私のもとに上昇し、その上昇の中で、父の真の栄光を見、典礼や儀式の偽り
の輝きを忘れてほしいのだ。真の上昇に達したとき、自らを更新し、人間の必要から解放し、官能、情熱、悪徳を克服して
、自らを見出すことができるように、父に対して自分はミミズだと言うことがないように、父がその姿と似姿に創造したこ
とを知ることができるように。 

17 イスラエルの人々 よ、これがこの第三の時代におけるあなた方の責任の理由である。 

18 人類は私が実らせた畑のようなものであり、その実りの中で、才能や潜在能力が目覚めるのだと、私は言ってきま
した。人類は今、直感を通して、スピリチュアルな夢を通して、その他さまざまな形で私のメッセージを受け取っています
。私の霊界も人々 を目覚めさせ、準備しているのです。 

     

出来事、ハプニングは心と魂にはっきりと語りかけ、その中で人類は少しずつ装備を整えてきました。岐路に立たされてい
ることを自覚し、意義と精神的な充足感を得る時代に入ったと感じるのです。それは、神の正義がすべての被造物に不可避
の重荷を負わせていると感じているからです。しかし、その目の前には生きている御言葉と決定的な証拠がないのです。し
かし、この証拠、この言葉を持っているのは、皆さんです。この啓示は、私の完全な知恵によってすでに肥沃な畑に蒔かれ
る神の愛の種である。 

19 そうすれば、私はあなた方を形成し続け、やがてあなた方を、霊能者、三位一体、マリアと呼んできたこの仕事の
奉仕者、使徒に変容させることができるだろう。なぜなら、あなた方は皆、自分の存在の中に、いわば霊的な石を持ち、そ
れが他のすべての石と一緒になって、あなた方の父であり創造主が住まう真の神殿、真の聖域を形成するからである。 

20 人類全体が三位一体なのか？いいえ、弟子です。すべての人が3回の遺産を魂に刻んでいるわけではありません。
過去二回の証も守らない者が多く、初代の証も守らない者がいる。しかし、あなたは三位一体の種--

私の律法、私の教義、あるいは指示、あなたがどう呼ぼうとも、私が三度にわたってあなたに託したものを、種としてすべ
ての民族とすべての人の心にもたらすことになるのです」。 

私の教えを、呪い、脅し、痛みで押し付けてはならない。ただ、それを提示し、純粋に、ありのままの声を出して提示
する。この永遠の知恵の泉を捧げ、渇いた者にその水晶の水を飲ませるのだ。本当にあなたに言う。渇きを癒したと感じる
者は、その時あなた方と一緒にいるのだ。飲んでも飲んでも渇きを癒せない人は、拒絶反応を起こしたままです。しかし、
この件は私に任せなさい。また、飲むことを拒む者もあろうが、源は永遠であるから、待つがよい。 
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今日拒んだ者がこの水を飲まなければ、明日の渇きはもっと大きくなる。その渇きに苦しめられ、泉にたどり着き、近
くに泉がなければ、砂漠や長い道のりを探し、泉を見つけるまで、新鮮でさわやかだったことを思い出すのである。私は水
を拒否されたが、あなた方には決して拒否しない。 

21 人類はまだ精神主義的ではありませんが、すでに魂は目覚め、偶像の聴覚障害と盲目に気づき、偽りの犠牲と苦行
が役に立たないことに気づきつつあり、多くの人が狂信に疲れて疲れているのに会いました。甘く、精神的な味覚に心地よ
い食べ物を求め、真に魂を活性化させるワインを待ち望んでいるのです。 

22 私は、霊性化を熱望し、霊的な聖域、魂の故郷に入る人々 の集会、小さな宗派、大きな協会を見ます。そして、真
の精神主義、教えと啓示に満ちた深遠な教義、慰め、聖霊の霊的滋養が、すべての人--

憧れる人、渇く人、そして冷淡な人、無関心な人に明らかにされるでしょう。 

23 全人類がマリアンなのか？本当にあなたがたに言う。いや、多くの人はマリア様すら知らない。私は、彼女の名前
さえ知らない人類の一部と、あなたを通して、大きな狂信、最大の偶像崇拝、冒涜、利益への貪欲に陥っている別の大きな
部分を見ます。そして、あなたを人類の霊的母として認めない人類と宗教団体の別の一部です。 

24 私はあなた方を「マリア的人々 」と呼びましたが、それはあなた方がマリアが誰であるかを人類に教えるからです
。 

25 人々 よ、マリアは第二の時代に救い主を受け入れた女性であるだけではありません。私は、今述べた人類のすべて
の部分、すべての宗派や宗教団体、すべての人種、すべての人々 に、マリアは常に存在していた母性的で神聖な本質である
ことを伝えます。彼女は女性的で普遍的な本質であり、あなたはすべての創造物の中に発見し、見ることができます。彼女
は優しさであり、執り成しであり、滋養を与える懐である。 

すでに過去の時代に、マリアの存在とその地上での来訪が明らかにされています。本当に、最初の者から最後の者まで
、わたしは父として、裁判官として、また主人として、すべての人に話してきたのです」。 

26 すでに第一時代には、家父長や預言者たちがメシアの到来を語り始めていた。しかし、メシアは霊だけでなく、女
から生まれ、人間となり、女から体を授かるために来られたのです。 

母なる神の霊も、人間、女性、純潔の花となり、その花冠からイエスという神の「ことば」の香りが流れ出るようにし
なければならなかったのである。 

27 その女性が初老になったとき、婚約をしたのです。父は彼女に天使を送り、その使命を告げました。しかし、天使
はどのように彼女と出会ったのか、婚約中の処女をどのように驚かせたのか。祈ることです。そして、彼女の準備が整った
のを見計らって、こう言った。「神の目にかなったマリアよ、万歳。恐れることはない、汝の胎はヤコブの家を治める者を
受け入れ、その治世は終わりがないのだから。" 

28 マリアは、地上のすべての王たちよりも強力で偉大な王を迎えることを知っていました。しかし、そのために彼女
は男の中の女王になったのだろうか？ 

29 彼女の唇は、広場や通りで、簡素な小屋や宮殿で、彼女がメシアの母となり、父の「独り子」が彼女の胎内から生
まれると宣言したのだろうか。確かにそうだ、私の民よ。最高の謙遜と柔和と恵みが彼女の中にあり、約束は実現された。
人間の母としての彼女の心は幸せなものとなり、出産前から──当時もその後も、御子の生涯を通じて──イエスの運命、
彼が人間の間で果たすべき使命、彼が何をしに来たのかを霊的に知っている、最も愛情深い母であったのです。彼女はこの
運命に反対することはなく、同じ仕事を分かち合っていたからです。 

30 もし彼女が時に涙を流したとしても、それは人間の母親の涙であり、自分の肉である息子の痛みを感じる肉体の性
質であった。 

しかし、彼女は師である息子の弟子だったのだろうか？いいえ、マリアはイエスから何も学ぶ必要はありませんでした
。彼女は父なる神様の中にいて、その美しく困難な任務を果たすために受肉したに過ぎないのです。 

その優れた母の心は、最も愛する息子だけを愛することに限られていたのだろうか。その小さな人間の心を通して、母
なる心は、慰めと崇高な言葉、助言と恩恵、奇跡、光と真実の中に姿を現したのです。 

彼女は決して自分を誇示することなく、マスターの言葉を誤解することもなかった。しかし、彼女が揺りかごの役割を
果たした飼い葉桶の足元にいたように、すべての被造物の父である御子、師が人間として死に、息を引き取った十字架の足
元にもいたのである。 

31 こうして、彼女は人間の母としての運命を全うし、すべての母親とすべての人々 のために崇高な模範を示したので
す。 

そして、彼女が人類に耳を傾けられるように、彼女もまた愛されるように、そして彼女の模範が人々 の心から消されな
いように、十字架上の血を流した主は、十字架上の七つの言葉の一つを母に捧げ、母に向かって言った。"母よ、これはあ
なたの子です！" そしてその時、主の使徒だった子に向かって言った、"子よ、これはあなたの母です！"。 

32 これによって、師はヨハネを人類の代表として、人々 の心の中に母なる神への愛と尊敬の祠を残そうとしたのであ
る。 
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33 使徒ヨハネは、その母性を自分だけに主張したのだろうか。いや、実際、彼は自分のところへ、戦いと教えの仲間
のところへ、他の弟子たちのところへ行き、「師は亡くなる前にこう言われました」と告げ、そこで弟子たちは、マリアが
無限の世界へ引き上げられるまでマリアとともにいたのです。 

34 ペンテコステの日、つまり人々 が過越の祭りとして初めてから祝ってきたその祝日に、弟子たちが集まっていて、
その中にマリアがいたのである。そして、白い鳩に象徴される聖霊が近づいてきて、その光で彼らを溢れさせ、その恵みで
彼らを満たしたのです。 

35 弟子たちは、マリアに対して深い尊敬と愛を感じていたのです。そして、種をまく人たち、魂の博士たちが、一人
の人間として贖罪の母に対する崇敬の念を感じていたのだから、彼らに続く時代の世代はどうしてそれを感じないのだろう
。私はマリアが永遠であることを告げました。そして、本当に告げますが、もしあなたがマリアの方を向くなら、あなた方
の多くはマリアを見出すでしょう。 

36 私の弟子ヨハネが一人でパトモス島の隠遁所にいたとき、そこで来るべき時代の偉大な啓示を受け、高き彼方に霊
的に入り込み、寓話に包まれ図形で表された主の偉大な秘儀を見たが、彼はそこでマリアの姿も見たのだ。 

来るべき時代の人々 のために父からヨハネに託されたこの偉大な啓示の中で、彼はそこで、大きなしるしの後に、太陽
と月を足元にまとい、額には十二の星を持つ冠をかぶった女を見た。その女性は産みの苦しみを感じ、その痛みが最も大き
いとき、ヨハネは龍の形をした悪が彼女につきまとい、ただ子供の誕生を待ってそれを食い尽くすのを見たのです。 

     

しかし、師は告げる。父からヨハネに与えられたこの啓示は、来るべき時代について語ったものであるから、私はあなた方
に告げる。ヨハネは第三紀のマリアを見た。マリアがマリアの民を生む直前、そして主の民を待ち受けていた悪を見たのだ
。 

それは、マリア人が生まれ、すでに地上に現れ、今日、愛の盾と剣を受け取って、偉大な最後の戦いに出て行くからで
す。 

37 愛する人々 よ、この啓示が意味するものはこれである。マリアを知る者は、その真理においてマリアを知らないの
です。彼らは彼女を女性としてしか見ず、人間の母親としてしか考えず、彼女の周りにカルト、儀式、祭り、歓喜を作り出
しました。この偶像崇拝によって、彼らは主の掟の実現、主人の言葉、そして自分たちの間の愛を忘れてしまったのです。 

38 御父は、このようにマリアを世に知らしめることを望んでおられませんし、私も、このようにマリアを愛すること
を望んでいません。マリアは単なる女性ではありません、私はすでにお話ししました：マリアは神の 

中に存在し、創造されたすべてのものの中にその姿を現す母性的な本質なのです。 

39 夜の孤独の中で、何にも邪魔されない静寂の中で、そこにある宇宙の中で彼女を求めれば、彼女の姿に出会うこと
ができ、花の香りの中で彼女を求めれば、また彼女に出会うことができ、あなたの母の心の中で彼女を求めれば、彼女を得
ることができるのです。もしあなたが聖母の純潔の中で彼女に会うことを望むなら、そこでも彼女を見るでしょうし、彼女
の中の無数の作品のように、そこには神の中に存在し、神のすべての被造物の中に存在する永遠の女性性が映し出されるで
しょう。 

40 ひとたび、あなたが物理的に使命を果たし、教えを説く道を歩めば、硬い心、つまり、マリアの愛とその名の本質
を入れないように閉じた扉を作った人々 とぶつかることになります。 

多くの人にとって、このエッセンスは存在しないのです。それでは、人々 よ、あなた方はどうするのですか。その壁、
その扉を壊して、その人々 、その国にマリアの教えを浸透させるために、力を使うのか？いいえ。私はあなた方に、私の仕
事を紹介し、私の教えを指摘するだけでよい、しかし、多くの魂、多くの心、真実味をもって話すべきであり、そうすれば
、首をかしげる者の多くが改心して、「本当に、ユニバーサルマザーの本質は地球の輪全体に溢れている、この教えは明確
で理解できる」と言うだろうと伝えました。飲むことを誘うが、使うことを強要しない命の泉のようなものだ。" 

41 本当に言っておくが、もしそうなるなら、私はとっくにすべての魂を私の力でこの水を浴びさせ、飲ませ、あなた
方全員が運命づけられているゴールへと導いているのだ。しかし、あなた方は私を通してだけでなく、あなた方自身を通し
ても私に到達することができるのです。 

だから、わたしはあなたがたに精神、意志、知性、能力、感覚を与えたのだ。だからこそ、私はわが律法をあなたがた
に明らかにし、必要な時間を与え、あなたがたの魂を同じように発展、進歩、救済の道に置いたのである。 

あなたの心とあなたの言葉が泉のように、人の間で無尽蔵に湧き出る泉のように、あなたの声が、あなたが広めるべき
私の言葉を飲むように謙虚に誘うことを望む。 

42 この水が澄んだとき、私があなたに託したように曇りのないとき、本当にあなたに言います、人々 はこの水の中に
健康と救いを見出すでしょう。そして彼らは大声で叫び、あなたとともにわが真理を見出したと告白するのです。 

43 あなたの穏やかで謙虚な歩みは、宗教界を揺るがし、基礎と原則を揺るがすでしょう。あなたの言葉は常に私のも
のであり、偽りの聖域を引き裂き、それらの石は他の石の上に一つも残らないでしょう。それは、あなた方が神への崇拝の
周りに、同様にマリアとその名の周りに、最大限の誇張に達するまで作り上げた偶像、すべての偶像崇拝を打ち倒すでしょ
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う。私があなたの中に置いた、そしてこれからも置くであろう聖霊の言葉の火で焼かれて、これらすべてが消え去らねばな
らない。 

44 私のこの言葉が、声の主たちを通してそれ自身を知らせるのを止めた後、私は、第二時代の私の弟子たちが過越祭
に集まったように、あなたたちが集まっているのを見つけるだろう。そして、私の聖霊が豊かにやってきて、この第三時代
の先駆者たち、聖霊と人間の霊との間の完全な交わりの先駆者たちと霊と霊とを結び合わせるだろう」。 

45 その時、父はあなたに何を明らかにしてくれるのでしょうか。人間の知性という器官を通して、あなたに伝えてい
ないこと。しかし、真の聖別と霊性を持たなければならないことを理解しなさい」 

「この準備を達成するためには、狂信と物質主義の痕跡をすべて取り除かなければならない ことを理解しなさい。 

この大きな装備をどのように実現するのでしょうか。今日の勉強を通して、その後の展開を通して、後にあなたの真の
愛を通して。私の言葉はまだ終わっていないのだから。私の言葉は1950年では終わらない。私の宣言はこれからも続きま
す。しかし、もはや声の担い手を通してではなく、このような告知の仕方でもなく、あなたの携挙は一九五〇年以降、ます
ます完全なものになるからです。あなたの霊的な高揚はより大きくなり、私の宣教は霊によってのみ行われるのです。 

46 私の声の担い手になった人たちは、ずいぶん遠くまで来たものだ。私の光線をよく受けた人は、これからも素晴ら
しいインスピレーションや啓示を繰り広げ、伝えていくことでしょう。私の光線を数回しか受けていない人、私の言葉が希
薄な人には、私のインスピレーションは大きく、非常に大きくなるでしょう。彼らがこの道を歩むことを阻害しないように
。この時代に人間の知性で到達できなかったものを、霊から霊へ受け取ることができ、そのとき魂に喜びと感謝が生まれる
からです。 

47 しかし、私は、聖別された声の主たちを通して、輝かしく自分自身を現すだけではありません。私の神霊は、贈り
物をする人たちの上でも輝いていることでしょう。この恵みは、彼らによって少なくなることはなく、すべての人に同じで
ある。 

私の霊的世界も同様に輝き、インスピレーションと思考に変換されたその流れる光線は、主の弟子の上にあるものとし
ます。そうすれば、これらの光の存在が、コミュニティのリーダー、「基礎石」、先見者、「金の羽」、印をつけられた者
とつけられない者、印という象徴的行為を経験した者、さらには、自分が私の人々 の一部を形成するには役に立たないと考
えるすべての者を通して、この惑星の存在に自身を知らしめるようにし続けるでしょう。 

そうすれば、明日、それも非常に近い "明日 

"に、あなたがたは自分の言葉を話す人々 だけでなく、今日まだ知らない言葉を話す人々 にも、私の言葉を伝えることがで
きるようになるでしょう。 

48 どのようにコミュニケーションをとっていくのか？あなたの善意によって、あなたの努力によって、あなたの熱意
と愛によって。私はあなたを助けると、父は言われる。私はあなた方の間で奇跡を起こします。私は、あなた方の中から、
あなた方の共同体の中から、他の民族、他の人々 、他の人種に神のグッドニュース、第3のメッセージをもたらすために他
の言語を話す先駆者、メッセンジャー、私の意志によって準備された人々 が現れるのを見届けるだろう。このように、物質
界では人の手によって時間の経過とともに破壊されてきたバベルの塔も、霊界では次第に破壊され、その上には聖霊の塔、
真の教会、真の礼拝所、聖域が立ち、そこではすべての人が手をつなぎ、すべての言語が融合し、すべての民族と世代が父
の愛のうちに融合するのである。 

49 この恵みの朝、あなた方が多くの集会所で私の言葉を受けたが、それは一つの民を構成しているとき、主人はあな
た方に世界のための執り成し、慈悲、祈りを求めているのだ。心の中から不和や偏見を取り除き、霊的に近づいて、霊的に
強い民を形成し、この霊的な強さが民を助けることになります。 

なぜ、あなたはまだ、あなたの魂で、あなたの思考で、偉大な奇跡を行うことができないのですか？私があなたがたに
明らかにした祈りの武器が、なぜこの時代にまだ栄光をもって現れないのでしょうか。 

50 あなた方の準備の欠如によって、あなた方の団結の欠如によって、あなた方を分裂させ、弱めるために、常に待ち
伏せしている誘惑である猛禽類があなた方に入り込むことを許したのです：誘惑の巧妙な動きは、あなた方が団結すること
を決して許しません。 

私の愛の言葉はいつもあなた方とともにあるのに、あなた方の心はいまだに邪悪な囁きに傾き、意志を持った者たちの
見せかけや偽りに誘惑されることを許しているのです。しかし、警戒せよ、人々 よ、警戒せよ、霊能者、三位一体のマリア
ンの弟子たちよ。そうすれば、あなた方のためのこの準備の時代において、--

今また苦悩の聖杯を飲んでいる人類のためのこの試練の時代において、--

多くの武器ではなく、光の剣一本を握って、その力を証明し、それによって誘惑の紐、束縛の鎖を切り、壁を壊し、魂を解
放する扉を開けて第三紀の光に昇らせてくれるでしょう。 

51 皆さん、思考力、祈りによってできるのです。しかし、それは今、私があなたを鼓舞する真の愛から生まれるもの
でなければなりません。団結し、互いに認め合い、許し合い、愛し合えば、地球全体に奇跡が起こり、私が話す奈落の底に
向かって猛スピードで走っているこの人類が、どのように動いているかを目撃することができるでしょう。は、ごく近いう
ちに堕落を経験し、また「ここまではいい、これ以上はダメ」という嫌悪感、倦怠感、憎悪、物質主義、官能、快楽におけ
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る魂の消耗を経験することになる。だから、兄弟としての手をそれに伸ばし、愛情を持ってそれに触れ、それを伝えるため
に目覚めさせることができるのだ。 

52 「見よ、もう自己中心的な宮殿はない。支配者は玉座を離れ、強欲な帝国は消滅し、戦争の武器はもはやその口か
ら死を吐き出すことはない。軍の指導者と兵士は敗北する。顔を上げて地平線上に新しい日の光を見よ、新しい人生を照ら
す新しい夜明けだ。" 

53 私は今、あなたの魂をその祈りの中で受け入れます。そこに感謝の気持ちを見出したいから、私はもう一度この世
界に自分を現し、さまざまな形で人類に私の霊を注いでいるのだ。あなたの仲介がなくてもできることだが、それを通して
私の慈悲を示そう。 

54 同胞に対する愛と慈愛に満たされ、霊的に高揚し、父の祝福を自分の存在の中で感じることができるようになるの
です。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 361 
1 私は祈るあなたに会い、私の霊はあなたと共に落ち着く。私はあなたの愛と信仰を糧にしています。私はあなたが

たの実を味わったが、それは私に喜ばれるものである。それゆえ、私はあなたを祝福し、平和を与える。 

2 あなたの魂は、様々 な形で私によって試されてきた。しかし、あなたが悲しみの瞬間を生き抜いたとき、あなたは
舞い上がり、私があなたを見捨てたのかと私に尋ねると、すぐにあなたは私と一緒にいたことになるのです。本当に言いま
すが、あなたは一人ではありません。あなたの信仰が、この時代の苦難と大きな試練を乗り越えさせたのです。 

3 私を求めて長い距離を旅してきたあなたたちは、ついに私を見つけ、私の言葉を聞いたとき、あなたの疑念は払拭
され、あなたの要求に対する明確な答えを受け取りました。あなたがたは、いたるところで、わが霊を求める祈りと祈願を
聞いた。たとえ、あなたがたが私を呼ばなかったとしても、私は約束どおりあなたがたのところに来ただろう。私は、この
苦しい日々 の中で、あなたがたの苦難に寄り添うと言ったからです。 

4 私はあなたに感性を授け、これから起こることを感じ取り、あらゆる霊的な現れに注意を払い、私の言葉の到来を
認識できるようにしたのです。 

5 私は、過去に話したのと同じ愛と知恵をもってあなたがたに話し、過去の私の言葉を確認し、予言が実現すること
を証明するのだ。 

6 ヨハネはその偉大な啓示の中で、私の霊がこの時代にどのように現われるか、第六の封印が解かれたとき、知恵の
書がどのように魂を照らすかを見たのである。彼は人の間の大きな戦いとその苦難を見たのです。彼は本が閉じられ、最後
に無原罪の小羊によって開かれるのを見たのです。そして、あなたとともに、あなたの精神のために、この本のページを次
と々開いてきたのです。そこには、私が太古の昔からあなたがたに与えてきた律法が記されている。 

7 私の作品を判断し、初めから終わりまで理解する。すべての過去を思い出し、この啓示と一体化させることで、す
べてがあなたの魂の中で生きているのです。私は、人間の物質的な生活のために法律と法令を定め、道徳的、精神的な生活
のために指示を与えた。私はあなた方を霊の領域に置き、あなた方がその家の平和と至福を呼吸することで、それを完全に
知り、私の法則の知識を得ることができるようにした。 

8 高い理想のために生き、魂が使命を果たすための勇気とエネルギーを取り戻すように。あなたの人生の道に平和を
広げ、私が教えたその祈りで人々 を招き、彼らが再び創造主にふさわしいと感じることができるようにしなさい。彼らの心
は、私の教えのための肥沃な土地であり、未開拓の土地です。 

9 私の教えに従えば、人類のために働きながら、あなたの魂は強くなり、喜び、また苦しみ、信仰と愛の価値を悟る
ことができるのです。そして、様々 な信条によって、闘争の中で自分自身を混乱させてはならない。私の教えは、あらゆる
宗教、あらゆる宗派の上にある。私の愛の表現である私の言葉を持参し、それを武器として仲間と争ってはならない。なぜ
なら、それは気分を害することもなく、傷つけることもなく、ただ魂のための命だからである。 

10 私が与えるエッセンスを入れることができるように、器の内側と外側をきれいにしてください。あなたのミッショ
ンは素晴らしい。勝利のためには、力を合わせなければならない。すべての民族と交わり、すべての人種と融合し、私の平
和のメッセージをすべての人に伝えてください。その後、私はあなた方を、人間の不幸や人間のエゴイズムが消えて霊的存
在だけになる、全員が平等になる「谷間」にお連れします。 

11 一時は不和の償いをするのでしょうけど。しかし、いつか弱さに疲れたあなた方が、団結と和合によって強くなる
日が来るでしょう。 

12 私はあなたに純粋であってほしい。だから、あなた方は今、苦しみの中で自らを清め、魂を本来の純粋さ、美徳に
戻そうとしているのです。今、あなたが受けている試練は、あなたを死に至らしめるものではありません。それは、あなた
が魂の完成を目指すために、深い眠りからあなたを目覚めさせるだけなのです。 

13 あなたがたは、まだその働きによって立派になったわけではありませんが、この民の謙遜と忍耐と愛と信仰が正し
く賞賛される日が来るでしょう。そして、多くの人が、あなたの中にあるこれらの美徳を認めると、あなたに名前や称号を
与えたり、あなたの頭に冠をかぶせたいと思うようになるのです。しかし、その時、あなた方はイエスを思い出し、謙虚に
身を隠すでしょう。私が言ったように、あなた方の国はこの世にはないのです。 

14 人の心をつかみたいのなら、誠実に、最大限の真実を語れ。謙虚な者の中に謙虚であれ。そうすれば、あなたの言
葉と働きの中に信仰を見出すことができる。 

15 人類の道徳的、精神的な瓦礫の下からあなたの作品が現れるのを見たら、私の精神はどれほど喜ぶことでしょう。
あなたの仕事は、もう始まっているのです。見よ、回復した病人、信仰に生まれた不信心者、新たに生まれ変わった罪人た
ちよ。あなたの仕事はまだ小さいですが、私はそれを良しとし、その実を倍加させます。 

16 イスラエル：主は愛と慈しみに満ちて、あなた方とともにおられる。何度も何度も、私の愛の証しとして、あなた
がたに道を示してきたのです。 

17 私の神聖な言葉は人々 に語りかけ、この言葉は、私があなた方の手に委ねた仕事をあなた方が知ることができるよ
うに、父からあなた方に送られたものである。 
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18 私の使徒たちをあなたがたの模範として示す。だから、今この時、私はあなたの魂に我が身を注ぎ、あなたの肉体
を征服するのだ。硬い岩に触れて、澄んだ水を湧き出させたこともある。 

19 あなたがたは、すでに使命の成就を終えたと考えないでください。また、1950年以降も、私は人間の理解器官を
通して話し続けるでしょう。愛する人々 よ、私が告げたことはすべて実現したし、実現する。 

20 三度目の正直で、あなたの魂は転生し、私の神聖なスピリットの存在を利用して、あなたの使命を果たす新たな機
会を得るために送り出されたのです。 

21 私は偉大な愛のゆえにあなたと共にあり、あなたが弱くなるのを見たくないので、あなたに力を与える。 

22 私は、恵みと愛の源である。飲んで、心と魂に活を入れる。私があなた方に与えた使命の偉大さを理解するために
、あなた方は物質主義から脱却しなさい。 

23 あなたがたの心が苦しみに満ちたとき、わたしのもとに来なさい。わたしが苦しみを喜びに変え、霊的にも肉体的
にも強くして、満足と希望に満ちた道を歩み続けられるようにするからだ。 

24 私は、自分の痛みに気づかせるために、大勢で私を求める群衆を受け取ります。彼らは、さまざまな宗派や教会か
ら、わが言葉を聞き、わが平和と希望のメッセージを魂と心に受け取るために、この謙虚な集会所にやってくる大勢の人た
ちである。 

25 この木に着くと、木陰の涼しさを感じて休み、私の鴬の鳴き声を聞いて喜ぶのです。そして、私の存在とこの木の
実の甘さを感じてくれるのです。 

26 この第三の時代に、私は霊に包まれてやって来て、大きな鐘のように、人類に慰めとパンと霊の水を与えるために
呼びかけると書かれています。私は、子供たちの心と魂で教会を作りました。この教会の厳粛さと静寂の中で、あなたは私
の存在を感じ、そこであなたが瞑想と祈りの中で私の心に置いたものを受け取ることができるでしょう。この教会の中では
、聖霊の光に照らされているのを感じることができます。 

27 そうすれば、ラッパの音によって眠っている者たちを目覚めさせ、彼らは視線を天に向け、その霊の目で私を見る
ことができるだろう。 

28 人類は混乱している。しかし、私は聖霊の光によって人類を導き、わが言葉をその意味によって認識できるように
するために来たのだ。 

29 私の弟子たちが残した文章が、いつの間にか人の手で変えられてしまったから、宗派間の不一致が起きているのだ
。しかし、人類を一つの光と一つの意志で結びつけるために、私のすべての教えを説明します。 

30 1950年も間もなく終わろうとしている。しかし、私は、新しい世代が魂の安らぎと生命を見出すことができるよ
うに、あなたに詳細な指示を残しています。 

31 あなたがたの手に第三の書を委ねる。これによって、あなたがたは人類に福音をもたらすことができる。 

32 あなたの心はすでに、この形で私の声が聞こえなくなったときに感じるであろうホームシックを予期しています。
だから、あなたがたに言ったのだ、わが教えを実行しなさい。明日、立ち上がって、私がまだ彼らの知性の器官を通してわ
が身を現していると欺く者たちに惑わされないでくれ、と。 

33 あなたがたは、わたしがみことばで告げたことがすべて実現したことの証人である。私の教えをまだ理解していな
い弱者の痛みを感じることでしょう。しかし、あなたは彼らに私の真理を説明し、私の言葉を通して彼らを導くでしょう。
私は、準備された者たちを通して自らを知らしめ、「最後の者」であっても、光とインスピレーションとして自らを輝かせ
ていくのだ。 

34 私は人類を孤児にしない。失われた者を救い、この形で私の言葉を聞かなかった者を私の食卓に呼び起こす。 

イライジャは、あなたがわが言葉を記した書物を彼らに見せることができるよう、大勢を団結させ続けるだろう。あな
たの仲介で、眠っている魂を目覚めさせ、偶像崇拝を取り去ります。しかし、もしあなたが人類に話す用意をしていないは
ずなら、石が話し、最も無知な者がわが真の弟子となり、わが真理を話すのを見ることになるであろう。 

35 あなた方は、私の仕事を歪めることなく、人類に良き知らせを伝えなければならない。あなた方の師のように謙虚
であり、仲間の注意を引くために立派な衣を着せてはならないのだ。 

36 明日から私の教えを偽ってはならない、私が託したものだけを教えなさい。私は、あなた方が人類の導き手となり
、大使となるように、私の教えをふんだんに与えているのです。あなた方が声なき声で私の言葉を聞かなくなったら、あな
た方は互いに助け合い、愛し合い、あなた方の道に生じる問題を解決することができるであろう。 

37 あなた方は、人類があなた方の仲介によって私を知ることができるように、私が今結束させている人々 なのだ。私
は最高の慈悲であり、最高の食物であなた方を養った。偉大なるは、あなたが持つ葛藤である。それゆえ、私は愛情を込め
てあなた方に語りかけ、あなた方がわが作品に帰する誤りを取り除き、時が来れば、あなた方が世の光となるようにするの
です。 
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38 霊的なホストたちがあなた方の魂を取り囲み、戦いを挑んでいます。この世界観の戦いにおいて、あなた方は一人
ではないのです。私の霊界もあなたと共にあります。これらの霊は、あなた方が人類の前に姿を現すことができるよう、平
和と調和を鼓舞しています。 

39 素晴らしい闘いになることでしょう。あなたは従順の模範を示し、あなたの主人の掟を心に示すべきです。あなた
は人を励ますでしょうが、私のユニバーサル・レイはもはや姿を現すことはなく、私の霊界もあなたの心を通して姿を現す
ことはないでしょう。それでも、主人はより高い形で、聖霊として、力、祝福、慈悲として、その教えを与えてくださる。 

40 1950年の年末が近づいてきた。眠っている人類は、メを感じなかった。しかし、私は彼らを揺り動かして、私を
見るようにする。 

41 これらのイベントはいつ行われるのですか？その時は近い。まもなく、人間の理解器官を通したわが顕現の終わり
がやってくる。この終わりの日に自分自身を準備する方法を知っている声の担い手の仲介を通して、私はあなた方に偉大で
明確な指示、愛に満ちた命令を与えました、あなた方がもはやこの形で私の言葉を聞かなくなった後にそれを実行するよう
に。 

42 私はあなたがたの前に私の知恵の書を開き、あなたがたの使命をどのように果たすか、私の道をどのように歩むか
を指示した。私はあなたに危険を示し、障害を克服し、障壁を打破する力を与えたのです。 

43 私がこの形であなた方に話すのをやめる前に、明日あなた方が新しい弟子たちに私の教えを伝える教師となるよう
に準備しなければなりません。 

44 この教えを奪われたと感じても、そのことで私を責めてはならない。私は、あなたの魂に永遠の命のパンであるわ
が言葉を豊かに与えたのだから。 

45 私の教えを完璧な形であなたに伝えた。しかし、もしあなたがそれに属さないものを加えるなら、あなたの良心は
、明日の人類が私の完全な教えだけを受け取ることができるように、あなたが何を取り除くべきかを教えてくれるでしょう
。 

46 全能の神である私は、いつもあなた方と共にある、と人類に伝えてください。あなたには何一つ欠けているものは
ない。なぜなら、私はあなたの魂を、成長のどの段階においても、恵みと力で満たしてきたからだ。 

47 人びとよ、あなたがたは、わが神聖な光の前で、わが身を愛することを誓ったのだ。しかし、あなた方の物質主義
は、常に霊の使命の遂行を妨げてきました。なぜなら、あなた方は自分自身を知らないし、自分の目的と理想が何であるか
も知らないからです。しかし、私の慈悲は、あなたが私の愛の炎を感じ、私の聖霊の平安を知ることができるように、ハー
ドルの高いところであなたを結びつけました。 

48 私は与える者、あなたが私に求める以上のものをあなたに与えることができる。私は体の必要を知り、魂を知り、
あなたの苦難と悲しみを知っています。 

49 ルカ、マルコ、ヨハネ、マタイは、わたしの意志によって選ばれた。私はそれぞれの魂に使命と責任を与え、彼ら
は忍耐と決意と愛を持って私の教義を広め、第二の時代の証書を作り上げた。そして、彼らと同じように、今日も私はあな
たの魂を目覚めさせ、時を認識し、私の神性の前に立てた誓いを感じ、理解し、その使命を果たそうとするのです。 

50 イエスは神の力を証しされたのです。イエスの中には神ご自身がおられ、世が神を知るようにと、この地上で御自
身を示されたからです。それは、御父ご自身が、みことばと愛と真理と光のうちに、人々 にご自身をお与えになったのです
。 

51 金の想起の書に書かれたことは、必ず実現し、実現される。時が経てば、すべてが実現する。 

52 イスラエル：私は今回、あなた方にだけ話をしたのではない。しかし、あなたの魂は縛られ、私が最初の時に与え
たもの、2番目の時に与えたもの、そして今日3番目の時に与えたものを使っていない。しかし、この時、あなたは主に何
を期待しているのでしょうか？あなたの決断と願いは何ですか？ 

私は今、私の神聖な言葉を注いであなた方に語りかけているのだ。しかし、声の担い手を通して我が身を顕現させるた
めに、これ以上の時間は与えない。魂が抵抗し、肉体が我が戒めに従おうとしないならば、あなた方は長きにわたって私に
答えなければならないだろう。私は裁判官として、呼びかけを行い、あなたがたの運命の書に書かれていることを理解させ
るからである。 

魂は最高の裁判官の前に立つと、自分の犯した罪を認識し、悲しみに満ちて、その償いのためにもう一度、輪廻転生を
するよう私に頼むでしょう。 

53 私は、あなたの魂だけでなく、あなたの体にも語りかけました。魂が使命を果たせるように、さらなる生命と力と
慈悲を与えた。 

54 私は愛情を込めて私の神聖な言葉を注ぎ、私の霊と最も愛する父の心があなたのために意図したすべてをあなたに
授けました。あなたは私の神性の中で最も尊い存在です。 

55 あなたは、声帯の心の器官を通した私の宣教の末端にいます。しかし、もしあなたがたが私の教えに耳を傾けなく
なったとしても、私はあなたがたを導き続けるであろう。 
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56 わたしの教えであなたがたを準備し、わたしのことばであなたがたの心に与えたものを研究しなさい。 

57 私の光の波動を受け取るために、あなたの脳を準備するのです。自然の力を止めるために、あなたの才能を開花さ
せてください。 

58 私の最も愛する父の心は、最後の一人でさえ私の神聖な愛の暖かさをその魂に感じることができるように開かれま
す。私は開かれた本であり、真理であり、法である。 

59 私は人類に、精神の教え、愛の教え、調和の教えを与えてきました。私があなたがたに教えたのは、この時代だけ
ではありません。私の神霊があなた方の魂に地球を与えた最初の瞬間から、私は私の選ばれた者たちを通してあなた方に語
りかけ、決してあなた方を暗闇、狂信、偶像崇拝に導いたことはないのです。これらの行いは、わたしの目には喜ばしくな
い。なぜなら、これらの行いは、あなたの魂を光から、わたしの愛から遠ざけ、鈍らせ、その救いの時を長引かせ、大きな
苦痛を与えるからである」。 

60 人々 が私を認識し、私を理解し、彼らの心が私を感じるようにするには、どうしたらよいのでしょうか。魂が物質
主義に縛られている鎖を断ち切るためにはどうしたらよいのか、もう一度時間を与え、イスラエルの選ばれし民の魂に呼び
かけ、人類の先頭に立つ良き兵士、労働者として、迫り来る戦いの指導者となるようにすることである。 

61 神の主は、人間の頭脳によってご自分を知らせるために降りてこられますが、あなたの心の底に私を求めなさい、
そこに私はいるのです。 

62 深い瞑想に身を沈めるのだ、みんな。目を閉じて、私の存在について彼らに語りかける証言を求めてあなたに近づ
いてくる大勢の人々 を霊的な視線で見てみてください。 

63 慈愛に満ちた心で彼らを待ち望むことを忘れないでください。あなたがたが渇きをいやすために私を求めて来たよ
うに、愛を求めて飢え渇く者たちがやって来るからだ。 

64 準備もなしに大きな仕事をすることを前提にしてはならない。そうすれば、言葉や祈りや愛の業は、あなたが虚栄
心で行おうとしていたものより、もっと大きな奇跡を起こすことができるようになるからです。 

65 慈悲、また慈悲こそ、私があなたの中に発動させたものです。慈悲は、私の教えによって最も活性化された感情で
す。慈悲は、愛と知恵の表現だからです。まことに、あなたがたに告げます、あなたがたは、これから来る同胞を慈悲をも
って迎える準備をするならば、最高の歓迎をもって、わが真理の最も雄弁な証言をもって彼らを迎えたことになるのであり
ます。この愛の証に抵抗する人はほとんどいないでしょう。 

しかし、他の手段で私のメッセージを理解してもらおうとすると、かなり苦労することになる。なぜなら、世界はもう
言葉や教えや哲学にうんざりしているからだ。世界が恐ろしく飢え、死に至るまで渇望するもの、それは愛である。ですか
ら、たとえ小さくても、誠実で、実感があり、真実である慈悲のわざは、世界の人々 がその言葉を実践することなく毎日毎
日聞いているような、内容も真実もない美しい言葉による千回の説教や講演よりも、もっと力強いものになると、私は繰り
返し言います。 

66 流暢に話すことも助けになるし、聖句も記憶の杖や支えになりますが、これから話すことのためにさらに準備をし
てください。しかし、あなたの魂が悟ったもの、あなたの存在の奥底から湧き出るものは、あなたの種の中で最も実りある
ものになることを忘れてはならない--

それによってあなたは仲間のために最大の恩恵を受け、同時に、報酬を受ける時が来たら最大の幸福を受け取ることになる
。 

67 愛する人々 よ、私のもとに来なさい。私の平和を感じることができるように、思考と良心を一致させなさい。 

68 私の言葉であなた方に与えるものは、明日、あなた方の防御、剣、盾となる。そして、あなた方が霊化で団結した
とき、異なる宗教団体があなた方のもとにやってきて、あなた方が互いに愛し合うことができるようになるのだ。 

69 私は、人間の理解力を通して私が現れる時が間もなく終わることを、私の御言葉であなたがたに告げた。しかし、
あなたは、あなたの存在の最も奥深い部分で私の神の声の音を受信し続けるでしょう。 

70 この新しい日の光が現れたとき、あなたは人類の間に聞こえる大きな鐘の呼び声を感知しました。あなた方は、こ
の光の輝きを見た盲人であり、私の慈悲によってこの道に導かれたと感じているのです。 

71 あなた方は私の弟子であり、明日私のもとにやってくる大勢の人々 の先駆者であり、メッセンジャーとしてこの平
和、生命、愛、光のメッセージを運ぶ人たちです。あなた方の実例によって、あなた方の説く真理の証人となるのです。 

72 あなたが経験した試練や転倒は、あなたとともに経験の光となり、明日、あなたが義をもって私の道を歩むことが
できるようになる。 

73 人類のあらゆる出来事とあらゆる苦痛に満ちた試練の理由を、私はあなたがたに明らかにした。 

74 第一時代にカナンの地に来たように、今日も真の約束の地に向かって出発してほしい。その頂上には大きな都市が
待っているのです。 

75 私や私の霊界は、あなたが人類に私の教えの書を一ページずつ知らせるという使命を果たせるよう、あなたのため
に立ち上がるので、あなたは明日も孤児とは思わないでください。 
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76 あなた方の仕事は1950年に終わるのではなく、多くの人が道を踏み外すことになる。しかし、堅忍不抜の者は良
い。彼らは私の神殿の柱のようになるのだ。 

77 父の『言葉』が去り、その愛を感じられなくなるのだろうか」と自問するのです。主が去り、私たちの魂の喜びで
あり、励みであったあの御言葉が聞けなくなるのでしょうか」。いや、私の民よ、父は去らない、マスターは光の使命を続
けるのだ。今日、あなた方は心の器官の一つまたは二つを通して、私の声を聞いた。しかし、明日になれば、あなた方の準
備に限界はない。その時には、あなた方は皆、霊から霊へと私と交わることができるのだ。そして、備えているすべての人
を通して、わたしの霊感を注ぎます。そうすれば、真の歓喜を知ることができ、その時、マスターの顕現は無限となるので
す。同じように、高い霊的レベルの霊の顕現を得ることができます。 

78 あなたは黙って祈りなさい。私はあなたの供物を受け入れ、あなたに答えて、私の祝福であなたを飾り立てるでし
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 362 
1 主人は無限の慈悲で、その言葉を聞くためにあなたを受け入れているのです。 

2 父はあなたに言う。私があなた方に託したものを霊的に理解し、このメッセージを人類に広めるための準備をしな
さい。もうすぐ、私の指示を声帯で聞くことができなくなる時が来るからです。私はそれをあなたに告げた。私の言葉は王
のものであり、必ず実現される。 

3 1866年以来、私はわが言葉を伝えるために人の心を整えてきたが、この顕現は今、終わりを告げようとしている
。 

4 私の仕事は、新しいものではありません。あなた方はすでに人類が進化した「第三の時間」にいるのです。 

5 愛する人々 よ、私の言葉があなたを混乱させたか？さまざまな形であなたに出会いました。ある者は狂信的に、あ
る者は偶像崇拝的に、人間の運命を星に帰するように、さらにある者はこの時代のわが現存を否定したために、私は弱いあ
なた方に会ったのです。私はこの第三の時代に霊的にやってきて、あなた方に私の言葉を養うことにした。 

6 三度にわたって私はあなたがたに教えましたが、この三度目の時に、わが三位一体のマリア的霊的業の真実性を否
定し、わが意志を実現しようと考えて、再び偶像崇拝と混乱に陥った者がいます。 

7 すでに「最初の時」に、私の仕事は、あなたが唯一の真の神を認識することによって、その姿を現し始めたのです
。 

8 この時代、私は訓練されていない頭脳を用意し、その頭脳を通してあなたがたにわが言葉を伝えてきた。私は常に
シンプルさを求めてきましたから。 

9 同じように、私はモーゼの知性を鍛えた。モーゼは素朴な男で、美徳に満ち、偉大な精神を持っていた。私は彼を
通して、わが民イスラエルに律法を与え、40年間砂漠の中を導いて、約束の地に連れてきたのだ。 

10 二度目は、預言者たちが見ていたように、エホバの「ことば」が人となった。しかし、その前にエリヤがやってき
て、道を切り開いた。 

11 今、あなた方は第3の時間、聖霊の時間に入っているのです。1866年以来、私は人間の理解器官を、わが神聖な
る光線の足台として使えるように準備してきた。その時から、私は男性と女性を通してあなた方に語りかけてきたのだ。 

12 魂が愛情をもって肉体を曲げ、肉体が魂の命令に従うべき時代である。 

13 魂は梯子から梯子へと進化し、地上の肉体では果たせなかった使命を果たすことになるのです。 

14 どこにごまかしがあるのか？私の仕事がどこでビジネスにされたのか、常に与えられている私のことばがどこで誤
解されたのか。私はいつも、あなたの魂に私の神殿をお願いしてきました。しかし、その代わりに花崗岩の教会を建て、人
間の手で作った石の装飾品や像でふんだんに飾ったために、あなた方は大きな混乱に陥ったのです。 

15 人類：私は、あなた方が偶像崇拝者となって、限られた数字で私の霊を求めることを発見しました。第二の時代、
わたしはあなたがたを川のほとりに導き、わたしの教えを伝えたことを、あなたがたは覚えていないのか。その時、偶像崇
拝を教えたか？いいえ。 

今、私はあなたの心の中にある神殿を求める。こうして、狂信と偶像崇拝は滅ぼされる。 

16 あなたの心の神殿に私が住めるように、いつも整えておいてほしいのです。野の花で飾るのではなく、心の善行と
祈りとで飾りなさい。この寺院には、決して消えることのない光を放つ松明、すなわち信仰を見たいのです。そうすること
で、元素が解き放たれたとき、仲間のための救命ボートになるのです。 

17 愛する民よ、わたしのもとに来なさい、わたしのことばのマナがあなたがたのうちにあるように。そのエッセンス
をあなたの魂に命として吹き込んでください。私は、この時代に、もう一度、私の法と真実と愛を与えるために来たのだ。 

18 罪のために苦境に立たされている人類を考えてみてください。あなたは、私の教えを与えてそれを助け、祈りの中
で立ち上がるようにしなければなりません。 

19 イスラエル：あなた方にはすでに戦いの時が来ており、人類が非常に苦い杯を飲む瞬間もそう遠くはないのです。
そして、祈りのうちに立ち上がり、同胞の大きな痛みを感じることでしょう。しかし、あなた方と全人類への愛のために、
私は最後の一滴まで私の血を流すことで使命を果たす道を示し、これを通じて、あなた方自身を通じて、私の言葉で世界を
準備するために来たのだということを理解してください。 

20 私は悩む者の慰め主であり、あなたの道を励ます愛に満ちた父である。国々 は嘆き、わが言葉を必要とし、わが身
を求め、わが身を見つける方法を知らない。彼らはつむじ風に打たれ、その悪の海で死を見出すのです。しかし、人々 よ、
人類がこの時代に私とともにあるために、勇敢な兵士として立ち上がるのだ。 

21 イスラエルよ、私は私の力であなたを準備する。私の律法に寄りかかり、悔い改めよ、罪の世界があなたの足元に
あるように。 

22 私の言葉は、あなたに真理の光を与えます。 

23 この地球が死体で埋め尽くされるのを見たくはない。私は人類が新しいラザロのように墓からよみがえることを望
み、あなたは私が与えた力で、同じように永遠の命を見出すことを助けてください。 
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24 人びとよ、あなたがたに何が足りなかったのか、私の意志を実現するために出発したのか。義務を果たすという十
字架を背負って立ち上がる。自分の義務を果たす者は幸いである。私が約束したものをすべて与えよう。そして、あなた方
がわが王国に来たとき、私はあなた方に言うだろう。"歓迎せよ、愛する人々 よ。心を開いた本のように整えて、そこにわ
が神聖なる教えを記せ "と。 

25 私があなた方の中にいるのは、あなた方が私の光を必要としているからです。この第三の時代、あなた方の心はま
だ霊化されていませんが、私は愛情を込めてそれを準備するためにやってきました。 

26 私はあなた方に慰めを与え、あなた方が私の言葉を使ったかどうかを自覚するために、あなた方をテストしたのだ
。私の法則を満たせば、真の幸福を得ることができる。しかし、背くたびに苦痛を感じるだけであった。 

27 多くの人が私を認め、私の声を聞き、私によって自らを高めたのです。世界もまた、物質主義に疲れて、父を求め
る。しかし、あなたがたは、わたしが選んだ者であり、わたしのことばによって養われ、わたしがあなたがたに与えた光を
受けるよう、同胞に呼びかけることができるのである。 

28 私のような真の愛のわざを行うために、私はあなたがたを準備したのだ。 

29 人々 は混乱し、苦しみの杯を空け、私が「わが業」で多くの愛情を込めて与えたものを知らないのです。彼らは心
の誘惑に負け、雑草を増殖させてしまったのです。 

30 第三の時代には、私は善意ある人々 を利用した。ある者は善意で、ある者はインスピレーションで、またある者は
従順で私の指示に従うことを発見した。 

31 しかし、本当にあなたがたに言う。誘惑は、わが民からわが恩寵とわが光を奪おうとするものである。主人の闘争
は大きいが、わが選ばれし民にわが慈悲を注ぐ。 

32 あなたの魂に欠けていたものを、私はすべて与えました。私は、あなたの心を霊的にするために、私の言葉を与え
たのだ。 

33 覚悟を決めろ、我が民よ、世界は君たちを必要としている。いかに戦争をあおり、いかに誘惑に苦しめられ、それ
ゆえいかに人が立ち上がれないかを悟るのだ。しかし、私は現在、人類がわが平和を受け取ることができるように啓蒙して
いるのだ。 

34 私の王国は平和と愛で構成されています。我が国民である諸君には、少しの善意と、確固たる決意と、人類に奉仕
する無限の願望を求めます。彼らの痛みを心の底から感じ、私の言葉を聞かず、苦しみにあえぐだけの人々 を憐れんでほし
いのです。私の子供たちよ、痛みの叫びがすべての場所で聞かれ、人類が揺さぶられ、罪を犯した者が自らを浄化している
ことを悟るのだ。 

35 あなたの仲間に愛の種を増やし、彼らが救われるように、あなたの賜物を使ってください。なぜなら、私はあなた
方の手に、人類に対する私の新しい啓示の扉を開くための鍵を置いたからです。 

36 あなたが使命を果たしたとき、私はあなたの増やした種を受け取ります。あなたがたは、国々 の闇を照らす灯火で
ある。 

37 私があなたに与えたものは、あなたの魂の中に置いたのだから、永遠であることを理解しなさい。私は、あなたが
人類の救済のために働くことができるように、私の仕事をあなたの手に委ねました。私はあなたがたに、国々 が支配される
ための律法を授けたのだ。しかし、道を踏み外してはならない。この霊的な仕事で父と協力するとき、儀式を行ったり、偶
像崇拝を養ったりしてはならない。私の神聖な指示を調査し、私の神聖な目的を理解しなさい。私があなたの魂と一体化す
るように、私はインスピレーションによってあなたに与える。 

38 私はあなた方をこの世に送り出した、あなた方は私のしもべである。ある者は受肉し、ある者は霊に宿り、これら
は準備された頭脳によって自らを知らしめたのである。彼らは償いをするためにやってきたのです。この私のしもべたちの
中に愛があるのは、彼らが私から生まれたからです。彼らは悟りを開いている。私が彼らにわが神聖な光を注ぎ込み、彼ら
全員にそれを授けたからである。しかし、彼らは謙虚に、人類の主人ではなく、しもべとなるのです。 

39 エリヤは、第二の時代におけるわが来臨の先駆者として世に出たのである。彼は、人類が偽りの弟子に導かれてい
るため、私が送った真実の預言者であり、すべての人が天の御国に到達しなければならないので、ハードルに戻ることが必
要であった。 

40 第三の時、私は再びエリアスを送ったが、それは霊であり、ロケ・ロハスを通して自分自身を知らしめるためであ
った。 

41 救命ボートを発見できなかった人類、新しい夜明けの光を見ることができなかった人類の苦しみを感じてください
。 

42 過去の予言の成就として、私はこの第三の時代に霊としてやってきて、人間の理解力によって自己を知らしめたの
です。私のスピリットは「雲」から人類を啓発する。 

43 私は真理であり、人々 が私の道を知り、私がこの世を見捨てなかったことを悟ることができるように、心を整える
ために来たのだ。 
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44 私は、開かれた存在としてあなたと共にあります。私は今、あなたの魂が前の時代に受けたのと同じ指示を与えて
います。しかし、今、あなた方は進化している。だから、私の神聖な言葉は、人間の心を通して自らを知らしめたのだ。 

45 私はあなたの魂に教え、目覚めさせ、その償いが何から成っているか、どのように使命を果たさなければならない
かを悟らせるために、私のユニバーサルレイを送ります。なぜなら、時代はあまりにも早く過ぎ去り、様々 な生まれ変わり
を経て、必要な進化を遂げる術を知らなかったからだ。 

46 あなたは自分の体をコントロールして、私の掟に喜んで従わせる方法を知らなかったのです。あなた方が弱気にな
り、誘惑に陥ったのは、私の神聖な言葉の本質であなた方を固めなかったからだ。 

47 私は裁き主であり全能者であるが、あなたがたが私を犯し、私の律法を破ったとしても、私はあなたを見捨てず、
非難もしなかった。 

48 私はもう一度、あなた方が御霊のいのちを見出すために、私があなた方のために示した完全な道に来なければなら
ないことを、あなた方に知らせた。 

49 皆さんは、私が与えた使命を果たすために、今ここに来ているのです。しかし、あなたが眠っているのを見て、私
はあなたに話しかけ、良心の声に耳を傾けなかったことの責任を問いました。 

50 私は、私の神聖な言葉を、澄んだ水のようにあなたに注いだ。私は、私の愛と私の言葉の真髄を、完全でユニーク
な指示としてあなた方の心の中に置いた。しかし、仲間に与えた手本は何だったのでしょうか。 

51 世間は、あなたの準備不足のために、私があなたの手に託した仕事の偉大さを認めていない。 

人々 は私の神霊の平和を心に感じることなく、分裂し、異なる理想を養い、新しい神や新しい法律を求め、この世界におけ
る神の代表を自称しています。 

52 私は、あなたが自分の欠点を認識し、他の人の模範となるように、正義をもってあなたに話したのです。あなたが
たは光の子であり、世の塩であり、霊的なイスラエルの民として認められているからです。 

53 私はあなたの師であり、私の光を送ってあなたからすべての闇を取り除き、私の教えに従って仲間を改心させる良
い弟子に変身させるのだ。 

54 第二の時代、わが慈愛が選んだ使徒たちについて、私はあなたがたに話したことがある。私は、彼らが私を信じ、
私に従うように、彼らに証拠を与えたのだ。彼らは、自分が本当にマスターと一緒にいることを理解すると、ひざまずいて
、私の弟子、私の律法、私の仕事の伝道者になるために、私についていきたいと申し出たのです。 

55 彼らの心はあなたと同じようにか弱いものでした。良い弟子にするためには、師匠が次々 と五十音を心に刻み込む
ことが必要だったのです。 

彼らが私の教えと、私が彼らに与えたすべての愛の証明を受けた後、彼らが私から聞いたことを話すように彼らを送り
出すことは、私の意志であった。 

56 しかし、主人が出発する前に、彼らの心を試す必要があった。そこで、私は彼らをさまざまな方法で送り出し、彼
らの自信と勇気とわが真理への確信を確かめようとした。しかし、師匠のいないところでは、幼子のような気持ちで、勇気
がなくなり、意志も弱くなった。自分たちに対する高揚感や信頼感がまだ少なかったのです。だから、彼らは苦い経験をし
、涙を流した。しかし、マスターは自信と愛を植え付けるために、彼らを再会させた。 

57 私はこの世に生を受けたとき、人間的な理想を抱いたわけでもなく、宗教や科学の教えを受け入れたわけでもない
。私自身は知識であり、完全であり、神そのものであり、誤解されていたモザイク法を忠実に履行するためにこの世で人間
となったのです。 

58 イエスの教えを聞こうと群衆が集まってくると、私の使徒たちはそこに目を向け、恭しく私の言葉に耳を傾けてい
た。その一文で、彼らはすでに「神の言葉」の無限の慈悲を認識したのである。その一言で、私が広めている教義に関する
膨大な知恵と知識が詰まった本が出来上がったのです。それは、わが選ばれし者が人類と向き合い、愛と平和と理解の道へ
と導くことができるように、私が彼らに完璧な指示を与えたからである。 

59 私は決してあなた方を見捨てず、あなた方と全人類のために常にとりなしてきた。そして、あなた方の魂が強化さ
れ、物質化に縛られている絆を自ら断ち切ることができるように、各人に欠けているものを与えてきたのだ。 

60 自然の力が解き放たれ、試練と病がこの地を苦しめ、家は喪に包まれる中、心は嘆き悲しみ、苦しめられた体はあ
てもなく道を歩み、糧と力と助けを与えてくれる手も見いだせない。 

61 愛に満ちた御父は、不安の中にある人類、苦悩の中にある人類、苦難の中にある人類を見捨てることはできません
。私があなた方に伝えた予言は、今、実現しつつある。 

62 私が与えた神と霊の法則を実現するために、あなた方は物質化から身を引いてください。それは完璧で、純粋で、
光に満ちています。あなた方が生命と慈悲を見出し、愛と理解と道徳の道へ自分たちを導く方法を知ることができるように
。 
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63 あなたの心はわが愛に屈しなかった。あなたの闇と理解の欠如は、私があなたの魂に注ぐ完全な光の中でわが教え
の意味を発見することを許さず、あなたの聴覚はわが声に耳を傾けなかった。イエスが人間になって降りてきて、イエスと
一緒に感じ、手でイエスの傷や衣服に触れることを望みますか？いや、もうその時代は終わったのだ。 

64 愛する弟子たちよ、まことにあなたがたに告げよう、私は今、あなたがたにわが聖霊を注ぎ、あなたがたの心にわ
が言葉の真髄を注ぎ込んでいるのである。 

65 私は父として、わが言葉を聞く者、そしてわが意志が示すすべての道を進んで行く者をすべて受け入れる。 

66 私がこの時代に来たのは、あなたがたが新たに信仰と信頼と私の愛の暖かさを感じるためだ。 

67 私の神聖なスピリットは、今この時、あなたの魂の前に輝く星のようなものです。私の光と愛を与え、あなたがい
つも父であり創造主であることに確信を持てるように。魂に装備を施したあなた方に会いたい時が来たからです。もう、あ
なたがたは、父があなたがたのもとを去ったとは言って欲しくない。いいえ、わが子たちよ、あなたたちは一人ではありま
せん。 

68 昼の光があなたの心を照らすのだから、あなたの魂が苦悩する道を歩むのを見たくはない。 

69 私はこの時、わが宝庫にあなたがたのために蓄えておいたものを与える。そのためには、あなたが心の奥底で私を
求めることが必要なのです。あなた方が誤り、仲間に混乱をもたらすことなく、わが教えを理解し、理解し、それに従う真
の弟子となるために、わが神聖なる法則を果たすことが必要なのだ。こうして、あなたの霊の目には二度と盲点がなくなり
、あなたの耳には私の声が聞こえるようになり、世界の救い主である主人があなたの心に定着してそこから自分を知らせて
くれていると、心から感じるようになるのです。そうすれば、人の前で証人になることができる。 

70 この世界が浄化されるためには、自分の生活を霊化し、生きた聖域となり、自分に合わないものから遠ざかり、ハ
ンセン病や汚物から魂を浄化することが必要なのです。 

71 何のために来たのか、なぜ父なる神があなたを呼んだのかもわからないまま、あなたはやってきて、私はあなたを
受け入れ、愛情を込めて準備しました。もし、痛みが短期間でもあなたを苦しめたなら、私はその後あなたを慰め、命を与
え、あなたが悪い行いを悔い改めることができるように、私の慈悲であなたを励ましたのだ。わたしは、あなた方がわたし
の前に清く清められた姿を現すことを心から望んでいるからです。 

72 そうでなければ、この第三の時に私の食卓につくこともなく、自分を清める水を利用することに同意することもな
く、道を踏み外すことになるのです。しかし、父の声があなたの心に響き、感性を取り戻したので、あなたは主の前に現れ
ることができたのです。 

73 あなたの信仰が消えそうになったとき、私はあなたを装備し、強くします。私が火をつけたのは、あなたがそれを
養うためであり、私はそれを消したくないからです。準備を通して、汚れを落としてほしい。君たちは本当に選ばれし者た
ちだ。いつか君たちに、仲間を闇から解放してもらいたいのだ。そのためには、あなた方は心の底から自分の神を知り、す
べての心に松明を灯して、わが教えの知識を世界中に広めていかなければならないのです。これこそ、あなたの神、主があ
なたに期待する奉仕であり、人類もまた期待する奉仕なのです。 

74 私は、あなたの魂を高め、神霊と一体化させることを教えました。私はあなたがたに刷新を求め、あなたがたに告
げる。あなたがたの父は愛と慈しみに満ちておられ、私はわが創造の全容の中に自らを現すのだ。私はあなたたちに私の愛
の伝え方を教え、あなたたちを解放し、もはや束縛の中にいない。なぜなら、私はあなたたちの中の不純なものをすべて焼
き払い、この火によってあなたたちの業と思考を清めたからだ。あなたをこの世に縛り付けていた絆を断ち切ったのです。 

75 あなたは迷い、死に至る道を歩んできたのです。それゆえ、私の言葉は、あなたを深い眠りから正し、目覚めさせ
る声として、あなたを指導したのである。忘れていたことを思い出させてあげました。私はあなたを高貴にし、あなたの心
を聖域に変えました。 

76 これは、あなたを救うための私の戦いであり、あなたの目を覆っていた目隠しを取り去り、私の真理において私を
認識することをあなたに教えるためです。以前の君たちは亡者だったが、私は君たちを光の子、つまり転生しながらも最高
の服を着る選ばれし子どもたちに変えたのだ。あなた方がわが存在に気づき、自らを整え、わが王国に住めるようにするこ
とが、わが意志であった。 

私は、あなた方が最初に私を霊的に見、私を感じるように、そして、あなた方が同胞にこのことを証しするようにと、
遺言したのである。不信心者に信仰を持たせるために、自分たちが準備すべき時が来たことを伝えなさい。私の王国が自分
の魂に存在していることを人々 に伝えてください。一軒一軒、心を叩いて眠っている者を呼び起こせ、彼らの間では死が支
配している。 

77 人は、はかない王位と財産を守るために戦争を解き放ちました。行って、平和の王子は悪と戦うために来たのだと
伝えてください。しかし、この戦いは愛と光の武器で行われるのです。私はやもめの嘆きと泣き声、孤児の嘆きを聞き、人
の落ち着きのなさと敵意を見たからです。 

78 生ける神が来られたこと、自分たちの手で作った偶像も、物質的な神殿も必要ないこと、愛と光と平和の神は、す
べての子どもたちに、自分を新しくして良心の声に耳を傾けるよう呼びかけていることを、彼らのところに行って伝えるの
です」。 
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79 私はあなたに言います。ようこそ「放蕩息子」へ。あなたがたは、悪に出会い、私の永遠の慈悲から遠ざかったた
めに、多くの涙を流したのです。あなたは深淵や砂漠しか見たことがないのです。しかし、今、あなたの渇きを永遠にいや
す生ける水の泉を見よ。見よ、命の木を。その実を与え、その葉の下に日陰を作る。私はあなたに住居と栄養を提供し、過
去の物質主義を取り除くでしょう。 

80 人類が私を認識し、私の愛を求めて立ち上がることができるように、私は福音を宣べ伝えるようあなた方に委ねま
す。私は愛に満ちた父として両手を広げて彼らを待っていると、あなたの同胞に伝えてください。今、二人の精神的な結合
のときが来たのです」 

「二人の境界を取り払い、二人の間の疎外感を取り除くのです」。私にとってあなた方は皆、私の子供であり、皆を平等に
愛しているからです。これらのメッセージを彼らに伝え、私の代表として彼らのもとへ行き、私をあなたの道の模範とし、
あなたの言葉が励ましと慰めと生命に満ちたものになるように。 

81 自分の生き方で戦い、世界の闇を打ち破れ。心から偶像崇拝を取り除き、すべての人が私のもとに来ることができ
るように道を整えなさい。あなたがどこで呼びかけようとも、その声を聞かせるのはあなたではなく私であり、あなたがど
こへ行こうとも、そこに私はいるのです。 

82 父はあなたに言う。私はあなた方の心に住まうから、あなた方は準備しなさい。もし、あなた方がそれにふさわし
く、魂が強ければ、人類に贈るのはあなた方ではなく、無限の愛を持つ私である。 

83 私はあなたを利用することを理解しなさい。あなた方は、私の証人となり、難破した人々 のための救いの港として
、平和と法の基準を人類に示すために、自らを準備しなければならないのです。スピリチュアライゼーションの理論や間違
った教えを恐れずに話すことです。父なる神は人類の破滅を望まず、すべての子らの救いを望んでおられることを伝えてく
ださい。 

84 あなた方も、何一つ良いものを持たずに私のところに来た、真理に対して耳が聞こえず、盲目であったと言いなさ
い。信仰を失った確定した罪人が自分を救うことができるようになるように、その魂を清め、浄化する方法を私は知ってい
ると言ってください。だから、仲間を救うために奈落の底に落ちることを恐れてはならない。山に登り、そこでも与える。
しかし、謙虚な心、柔和な心、徳の高い心を持ちなさい。私はあなたの導き手として、宇宙全体に注がれる聖霊の光を授け
ます。 

85 もし、仲間の間違った解釈があなたの歩みに反対するならば、健康な人は医者を必要としないことを教えてあげな
さい。見て、祈って、あなたがたの霊魂をわたしのもとに引き上げてください。わたしはバベルの塔を倒し、偶像を滅ぼし
、学問のある者を惑わし、わたしの光を示し、人から盲目を除き、敵意と悪意を根絶やしにするからだ。私は死者をよみが
えらせ、自分を偉いと思っていた者にその小ささを見せ、高慢な者を私の前にひれ伏させる。 

86 私は魂の救済を求めている。この大きな闘いの時代に、私を新たに十字架につけようとする者たちに、あなたは語
りかけなければならない。 

87 父はあなたに言う。私を愛するなら、私の掟を全うし、自分自身に働きかけなさい。もしあなたが弱く感じたり、
何かが足りないと感じたら、父なる神様に尋ねなさい。しかし、正しいことを求めなさい。そうすれば、私はあなたを私の
恵みで満たすだろう。 

88 もしあなた方が準備するなら、私はあなた方を、私の愛を現す私の使徒とする。しかし、道を踏み外さないように
、自慢したり、巨大なステップを踏んだりしないように。時が来れば、エリヤは聖霊の光であなたを装備する。 

89 私があなたに与えた贈り物は、取り戻さないし、変えることもない。それらは永遠にあなたの魂に残り、あなたが
山の頂上に到達したとき、あなたの闘争の実を見るでしょう。 

90 私の最も完全な指示によってあなた自身を導き、平和と静寂を心に抱いて、それを他の人に与えることができます
。 

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 363 
1 愛する弟子たちよ、あなたがたを強くすることばを聞きなさい。私の仕事の真理を確信し、それを実践し、あなた

の模範によって仲間に示すことができるようになるのです。 

2 人間が新しく生まれ変わるとき、私の真理が彼の中に君臨し、彼の霊的な能力がこの世の情念に打ち勝つとき、彼
は私の仕事を理解したことになる。 

3 私の労働者の労苦は大きく、通らねばならない道は非常に長い。彼の仕事は始まり、種が蒔かれたのです。しかし
、やがてその実を収穫し、再び種を蒔くために、他の働き手がやってくるでしょう。この時代に私の仕事を認識させ、人類
がこれまで感じることができなかった私の無限の叡智の恵みを受けるようにすることが、私の民であるあなた方の仕事です
。 

4 私の光は世界中に広がり、あらゆる教えの中に私の真理が求められるようになりました。これが、人々 の異なる信
念に基づいた行動の理由です。 

5 予言されたことが実現するのです。どちらが真実を表しているのでしょうか？羊の皮を被った飢えた狼を隠すのは
誰か？誰が純粋な衣服で、自分の内なる絶対的な誠意を保証するのか。 

6 私の真理を発見するためには、精神主義を持ち込まなければなりません。人類は、人類の思想の発展に対応して、
多くの信条と世界観に分かれてきました。 

7 このように、宗派や教団が増え、それぞれに含まれる真理内容を判断することは非常に難しいでしょう。 

8 私の教えは、人々 の考えや思いを啓発し、誰もが少しずつ、作品を完成させるための基本を理解し、より完璧で高
い道へと舵を切っていきます。 

9 スピリチュアリズムは、過去の時代の信仰の教義を発展させようとする新しい教義ではありません──いえ、それ
は第一、第二の時代のそれと同じ啓示なのです」。それは、すべての宗教の基礎であり、この分離の時代に、人類がその起
源を忘れないようにと、私が思い出させたいものです。 

人間の作品、習慣、そして自分をおだてたり、様々 な宗教を誇ったりするために感覚を印象づける方法は、私の作品が
世界に望むものとは相反するものです。 

10 私は、人の間に愛の理解が生まれるようにと、イエス様を通して完璧な教えを残しました。その効果は、世界中に
恵みをもたらしています。今、人はキリスト教の原理を改めて考える。しかし、世界はそれらからあまりにもかけ離れてい
るため、人類が現在経験している試練だけが、師がその模範によって教えた愛を思い起こさせるのです。 

11 私の教えは、人類が常に平和に暮らせるように、あなた方が求めるべき光なのです。 

12 善意が込められた行動のすべてに、私の仕事が表れているのです。それは、慈善的な目的、人類を支援する誠実な
意図、人々 をより親密にし、より高い発展と気品への道へ人々 を導くことによって、人間が築き上げることのできるすべて
のものの本質的な部分である。 

13 私が再び教える霊化は、非常に偉大でありながら、愛の行為に自らを限定して明らかにすることができる神聖な仕
事です。しかし、誤って、いかなる宗教団体の礼拝行為にも従わず、また、他の人々 が不変のものとして紹介した考えにも
従わないこと。 

14 私の仕事はあなた方を分断してはならない、あなた方は考えを一つにし、私の教えを仲間に伝えることによって善
を行うべきであると、私はあなた方に言いました。彼らが従うなら、その教えがどうであろうと関係ない。彼らは、自分の
愛を仲間に広めることで、精神的な高揚を感じることでしょう。 

15 私の仕事の精神的本質を理解し、愛と慈悲を与えることに満足し、それを実行している人が大勢います。 

16 わが言葉が人間の理解器官を通して聞くことができなくなる時が来れば、わが名をむなしくして語ろうとする者が
出てくるだろう。しかし、私はすでにあなたに言った。彼らは人を欺くだろう。 

17 私はあなたを一人にしない。あなたの心の器官は、常に私のインスピレーションを受けていることでしょう。あな
たの言葉の中に、あなたの行いの中に、私はいる。これからも、私の言葉を思い出すために集うことができる。そのため、
私はこれを文書として残すことを許可し、あなた方が常に勉強する題材となるようにしたのです。しかし、あなた方の集会
で官能的な儀式を行うことは、私の意志ではない。そうすると、私が教えたことが儀式や伝統に堕落してしまうからです。 

18 私はあなた方に私の仕事を託した。あなた方一人一人が道を歩み、義務を果たさなければならない。私の教義の教
えにあなたのニーズを適応させなさい。神秘的な観点からではなく、あなたが生きている進化の瞬間に沿った自然な行為と
し て。そうすれば、少しずつですが、私の仕事が世の中に理解されるようになるでしょう。 

19 もし人類が私の教えを聞き、理解し、理解していたら、真実と愛の道が目の前に広がっていたでしょうし、人類が
今置かれている苦痛と恐怖の試練を経験することもなかったはずです。 

20 誰も公正で完璧ではないことを理解すること。あなた方の罪は大きく、あなた方は自分自身と闘っている。そのた
めに、わたしはあなたがたにわたしの慈悲を与えたのである。 
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21 私が選んだ弟子たちの一団がイエスの旅立ちを嘆いたように、その後、神の霊感を受け、心が啓発され、私の仕事
を守るために命を捧げた者たちのように、あなたたちもまた、師の顕現に関して師の旅立ちを嘆くことになるだろう。しか
し、あなたの脳は開き、あなたの心は同胞への愛と慈悲で燃え上がり、あなたは隣人を愛し、赦すことによって、私を愛し
続けるだろう。 

22 そうすれば、私の真実は霊的に明らかになり、すべてがより大きく、より正しく、より真実になっていくでしょう
。 

23 人類はすべての創造物を支配する普遍的な法則と調和していないので、制御不能な状態が発生し、それが自然の力
の暴力として表現されることになる。 

24 人間は原子を分割し、進化した脳はこの発見を利用して最大の力を手に入れ、死をもたらす。 

25 もし人間が科学や知性と同じ程度に精神的に発達していたなら、自然の新しい力の発見を人類のために利用するだ
けだろう。しかし、彼の精神的後進性は大きく、それゆえ、彼の利己的な心はその創造力を人類の不利益のために使い、イ
エスの愛と慈悲の原則から目をそらして破壊の力を使ってきた。だから、あなたが天から火の洪水が降ってくるのを見たと
しても、それは天そのものが開いたのでも、太陽の火があなたを苦しめたのでもない──いや、死と破壊をまき散らす人間
の仕業なのだ。 

26 私は今、私の愛の教えを思い出させるために来ました。そして明日、あなたの孫たちは、思い出すように、彼らを
破壊しうる大きな力があることを自覚するように呼びかける私の声を聞くことができるのです。 

27 誘惑に陥らないように見守り、祈りなさい」。しかし、もしあなたの信仰心が大きければ、すべてが人類のために
なることがわかるでしょう。そして将来、人々 が敵意と破壊のためだけに働いてきたことを理解したとき、自然の力は人類
のために解き放たれ、愛をもたらし、平和であり続けることでしょう。そうすれば、魂はその発展のためにより好ましい場
に出会うだろう。愛する弟子たちよ、私はあなたたちに平安と慰めを与えるために来たのだ。私はあなたに、よりよい人生
について語り、あなたの魂が世界に示すことのできる偉大な不思議を明らかにしたのです。あなたは私の愛の言葉によって
、目の見えない人に視力を与え、心の病を癒すからです。あなたは、足の不自由な人をその寝床から離れさせ、私に従わせ
るでしょう。 

28 あなた方が使命を果たし、霊化した結果、私をよりよく理解する時が来るでしょう。そうすれば、一体感を感じる
ことができ、魂に喜びが生まれるでしょう。そうすれば、あなた方は皆、私の祝福された作品を、私があなた方に託した純
粋さをもって世界が見ることができるように、どのように見守り、祈ればよいかを知ることになるでしょう。 

29 どの宗派も教会も、わが作品に属するものを探し求める時が来るだろう。しかし、その宝を見つけるためには、魂
を高めて御霊の声に耳を傾けることが必要だ。 

30 今日も師はあなた方を教え、人々 を真のクリスチャンに変え続けています。 

31 弟子たちよ、いつ自分の使命が終わるのか、いつ闘争の勝利が得られるのか、あなた方は知らないのだ。あなた方
は、人類の霊性化のために世代を超えて働き続けるからです。あなたは国境や海を越え、地方や国や民族に行き、私の真理
を知らせるのです。 

32 第二の時代、聖霊の光にあふれた私の弟子たちが、世を恐れず、距離を測らず、私の教えを伝えるために旅立った
ように、あなた方も自らを備え、時が来れば、使命を果たすために旅立つべきです。 

33 この時代、私は最高の教師であり、決して嘘をつかず、常にシンプルで平易な言葉であなた方に語りかけ、あなた
方の魂とハートが私を感じ、強め、活気づけるエッセンスで自分自身を養うことができるようにしました。 

34 私はあなたを知っていて、あなたを転生させるときはいつでも、私自身をあなたに現してきたのです。しかし、あ
なたの脳は過去の生まれ変わりを記憶することはできません。 

35 私は決してあなた方を義務遂行の道から迷わせたことはなく、別の法律を与えたこともなく、人間が作り出した逸
脱にあなた方を導いたこともない。いつの時代も人は自分の意思に従い、脳内で作り上げた多くの神々 を見せてきた。彼ら
の口から偽りの言葉、嘘の予言が語られ、弱い心、縛られた魂が解放されず、永遠の命が待っていることを悟ることができ
なかったのです。 

36 そうだ、イスラエルよ、人の心は常に物質を崇拝しようとし、耳はメロディアスな言葉を嗜んできた。ですから、
私が第二の時代にキリスト教の教えとして持ってきたものを、人間が「宗教」に変えてしまったのです。 

人間の心には常にエゴイズム、貪欲、虚栄心が目覚めており、自分たちを王や領主にして、人々 がその前にひれ伏し、
家臣や奴隷にし、罪に鎖をつけて、暗闇と混乱とに導いてきたのだ。 

37 世界は私をイエスとして拒絶し、木の十字架に釘付けにし、後に十字架を偶像崇拝の対象とし、その前にひれ伏し
て赦しを請うたのです。今日のあなたは、物質主義、敵意、悪意を養っています。今日の人類は、まさに最大の堕落の中に
生きているのです。 

38 人生の道において、大人も若者も処女も子供も道に迷い、私が愛と慈しみの模範を示して示した完全な道を見つけ
ることができないのです。 
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39 大勢の人間が、創造主を求めることを忘れてしまったのです。魂は物質によって自らを決定することを許し、今日
、私の慈悲が彼らを地上に送った瞬間に与えた恵みと権威を失ったので、彼らは泣いている。 

40 イスラエルはどうなった？人類は今日まで何を感じて来たのか。その過程で、全員がどんな出会いをしたのか。ア
ザミとイバラ、世界観の戦争だけ。人類全体がエラーに巻き込まれているのです。しかし、人が乱したもの、過ちを犯した
ものを、誰が正さなければならないのか。人類がこの掟、この教え、この光に導かれるように、人類に欠けているものを誰
が与えなければならないか。私、慰め主は、第三の時代に「雲に乗って」降りてきて人々 に語りかけ、教え、人々 が道の上
ですべてを失ってしまったこと、そして創造主である私が、彼らを私の道に導くために手を取って、霊的生活を彼らに知ら
しめるために、もう一度気づかせるのです。 

41 明日の大きな出来事は、私が予言として与えたことを証しするものであり、大地と国々 の自然の力による痛みを通
して、人々 は立ち上がり、イスラエルの民を求めるようになるであろう。 

42 戦争の雰囲気や疫病、飢餓が増え、その結果、人間は心にも家庭にも安らぎを得られなくなった。しかし、私がそ
う願ったのだろうか。私の聖霊は、あなたの痛みと苦しみを饗応するために降りてきたのだろうか。いや、愛する人々 よ、
私の神霊には無限の悲しみが存在するのだ。 

43 人類は、私が第二の時代に与えた祝福された最高の戒めである「互いに愛し合うこと」を忘れてしまったのです。 

44 私は、人類が従順に立ち上がる時代を用意した。あなたの孫たちは、私がこの地上に注ぐ栄光を見ることになるの
だ。 

なぜなら、私が地上の楽園としてあなた方に与えたこの世界で、わが意志を実現しなければならないからです。そして
、高いレベルに達した魂、苦労した魂がこの惑星にやってくる時が来るのです。わが神聖なる光は地上を照らし、わが律法
の成就はその上に君臨する。 

45 物質で生きる最後の瞬間まで、私の言葉を覚えておきなさい。そうすれば、あなたの霊は、私の言葉で聞いた、心
が忘れていたことをすべて思い出させてくれるでしょう。 

46 その最後の瞬間に、あなたの魂は目的を果たすために人生の別の瞬間を望みますが、あなたの運命は必ず成就しま
す。 

47 その『働き手』が立ち上がり、私の宣言は人間の知性では終わらないと主張するとき、混乱の時、不従順の時が来
ると言ってきたのだ。しかし、たとえ人が私の意志に逆らうことを望んでも、私の言葉が実現する時が来る。 

48 私が使命と恵みを託した多くの人々 が、いかに多くの道を誤ったことでしょう。1950年以降、子供たちの間にど
れだけの無理解が広がっていることか。 

49 人間は無理解と愚かさによって、私の助ける愛と権威と恵みを差し控え、律法と調和と真理の真の道から離れたと
ころに立っています。 

50 何年か前にお渡ししたものを否定するわけではありません。1866年以来、私は最初の声の担い手を通して人々 に
語りかけ、私の言葉が人々 に知られなくなる時が来ることを予言した。しかし、落胆が心を支配しているのを見たとき、私
は簡単な言葉で、1950年が声の主たちの知性を通して私の教えを現す最後の年となることを知らせた。この言葉は、「ダ
ミアナ・オビエド」の名を持つあの祈りの家で与えられたばかりの言葉だ。 

51 イスラエルは再び部族から部族へと分裂し、私がその手に渡した純粋で無法な律法を足で踏みつけようとし、イス
ラエルは再びかつての道を求め、偶像崇拝と狂信に陥ってしまうでしょう。それは宗派を変え、混乱と暗黒に陥り、人が差
し出す快い偽りの言葉に饗応するのです。 

52 また、私が彼らを訓練し任命したにもかかわらず、今日、疑いや不確実性に避難し、理解不足と利己主義の結果、
私がもうしばらく人々 の間に留まると言い、彼らの人間の意志に従って私がもう一回ユニバーサルレイを降ろし、長い間私
自身を現し続ける人々 によって、どれほどの苦痛が私の心に引き起こされていることでしょう。 

ですから、私はあなたがたに言いました。私がいつ、私のことばに優柔不断、不確実性、意志の不一致を示したことが
ありますか。決して、本当に、私はもはや完璧ではなく、あなたの神、あなたの創造主ではなくなってしまうからです。 

53 私の中には決断力、単一の意志がある。それゆえ、私は明るい日の光のようにはっきりと語り、すべての人が私の
存在、私の本質、私の力を感じられるようにし、霊が人間の理解力を通じて私が与えた（根本的な）理由と言葉を認識でき
るようにする。 

54 マスターが教えてくれる。人間が建てた建物を教会と呼び、そこに入った人々 は参拝し、狂信と偶像崇拝を育み、
人間が作り出したものを崇拝しているのです。だから、イスラエルの人々 よ、あなたがたが最初に知り、聞いたことをすべ
て取り除き、あなたがたの狂信を捨てるようにしたのだ。 

55 イスラエルの民の祈りの家は人類に知られ、閉ざされることはなく、弱い者、迷える者、疲れた者、病める者に庇
護を与えるからである。あなたたちの準備を通して、わが至高の意志への服従とわが掟の遵守を通して、わが神性の真の弟
子たちの働きの中で、わが身を証ししよう。 
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56 偽りの声なき者、偽りの教会指導者、偽りの「働き手」が現れ、彼らの冒涜的な唇が人々 に語りかけ、私の言葉と
私の万光線が人々 の間に指示として残ると主張しても、あなたを悲しませないようにしなさい。 

わたしは、だれが欺く者であるか、だれがわたしの意志に従って律法を守らないか、だれが自分の意志を表現するだけ
の者であるかを知らせ、だれが悪いことをしたか、だれが律法をつくったかを知らせ、彼らを拒絶し追放するだろう。 

なぜなら、わたしは神の恵みと力を差し控え、誘惑がその網で彼らを捕らえるので、彼らを求める者は、わが聖霊の恵
みをその魂に感じることができないからである。 

57 教会や宗派の人々 は、イスラエルが分裂していること、イスラエルが互いに否定し合って弱っていることを見ると
、計り知れない価値のある宝石を奪い取り、新約の箱舟を奪って、自分たちこそ人類の中の真の神に遣わされた者、私の神
性の代表だと明日にでも言うために理由を探すだろう」。 

58 皆さんは、律法の最初の戒めの意味を知っています。"あなたは、自分の両親や子供たちよりも、自分自身よりも
、また地上に所有するすべてのものよりも、神を愛さなければならない。"。このように行動すれば、心が安らぎ、苦しみ
も軽くなり、自然の力も慈悲深くなる。そして、自分の魂を完成させるための試練を、失敗を感じずに生き抜くことができ
るのです。 

59 この戒めを理解し、それに従えば、自分の境遇に満足し、人を愛し、その命を尊重するようになる。あなたの作品
には正義があり、あなたの才能をあなたのため、あなたの隣人のために使うでしょう。 

60 たしかに、わたしがあなたがたに示した道は、楽しい道ではなく、わたしの戒律を厳格に守り、放棄する生活であ
るが、犠牲を伴う道ではない。愛と慈悲は苦痛ではなく、むしろ魂の喜びであり命です。あなたが真の心の幸せを知るため
に、私はこの喜びを提供します。 

61 あなたの苦しみは、あなたが律法の成就から逸脱したときに自ら招いたものです。あなたは、戦争とその結果の広
がりを止めたいですか？そして、愛し、許し、パンを分かち合うことで、より満足感を得ることができるのです。その知恵
と正義において、神の法則の有効性を信じれば、あなたはその法則によって守られるのです。 

62 誘惑に負けず、蔓延する物質主義に打ち勝つために、自分の働きに注意し、祈りと絶え間ない準備に生きる魂とな
りなさい。 

最初は、歩き始めた子どものように足取りがおぼつかないでしょう。しかし、その後、あなたはより強力になり、知識を獲
得し、地上では計り知れない価値を持つ霊的才能を開花させるに至るのです。 

63 道を踏み出せば、大いなる徳のある人となり、肉体を制御し、精神的に生きることができるようになるのです。あ
なたは、自分の良心を人生の道しるべに灯台を持つことになるのです。それは、あなたの友であり、あなたの審判となる。
その指示は、あなたが必要とする瞬間に、正しく、正確に伝わります。この声は、あなたに良いものを見せてくれる、私の
いつも優しい愛の声です。 

64 あなたの人生の父であり、主である私から、誰が何も恐れることができようか。私は、あなたの喜びと永遠の幸福
のために、あなたが知っているもの、そしてあなたの知らないものをすべて創り出した。あなたの頭で理解し、把握できる
ことよりも、あなたを無限に愛してくださる方を疑ってはいけません。わが受難の意味を思い起こし、自分が何者であるか
を理解したら、敬虔なまなざしを私に向け、愛を与え、従順にわが掟に服従するのだ。 

65 私はあなたに、天上のコンサートのような命を与える私の言葉を与える。中には深い眠りに落ちている人もいる。
しかし、私がラザロに命を与えたように、今日、私はあなたの魂を恵みの命に目覚めさせます。わが力を用いて立ち上がり
、永遠の命である御霊の命に至る道を歩み始めなさい。 

66 神主が言葉を撤回するまでには、もうほとんど時間がない。しかし、その前に、私があなたに課した使命を果たす
ために、覚悟を決めてほしいのです。私の神聖なまなざしにかなう作品を教えてあげたいのです。 

67 私は今、君たちが明日読んで解釈しなければならない本を、君たちの知性に渡しているところだ。私の旅立ちの後
、あなた方はその中に私の愛の炎を見出すでしょう。そしてあなた方の仲間は、知性、知識、力、つまり私の神性が持つす
べてのものの証しとなるその神聖な教えを共有することになるのです。 

68 この第三の時代において、私はあなた方に、あなた方は皆、一つの父の子供であり、私の無限の慈悲の目には皆兄
弟姉妹であり、私は全ての魂に同じ贈り物を与えていることを教えたのである。 

69 祝福された人々 よ、あなたがたのために、私の教えを知らせるという、新たな成就の段階が始まっているのです。
あなた方は私の弟子であり、私が選んだ者である。私のように人の道に愛の種をまくために、あなた方は準備されなければ
ならない。しかし、あなたの仲間全員があなたを信じると思ってはいけません。多くの仲間から嘲笑と軽蔑を受けるだけで
す。しかし、それでも種は芽を出し、彼らは私のもとにやってくるだろう。 

70 自然界のすべての王国とすべての創造物が、私の正義の証拠と姿を現したら、それを罰と受け止めてはならない。
それは、私の言葉に耳を傾けなかった人類が、自然の力の解放を様々 な原因によるものとし、混乱と苦しみの中で生きてき
た後に、その誤りを認識させるための試練に過ぎないだろう。しかし、あなた方は自分を混乱させることなく、真の信仰と
、同胞への愛と慈悲をもって、この試練に勝利して通過する準備をしなければならず、それが人類の大衆を救うことになる
のである。 
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71 イスラエルの民よ、備えよ。これからも強い存在であり続けるために、私の恩寵を残します。人類に呼びかけよう
。私はすべての心の中に私自身を現したい、すべての魂の中に私自身を感じさせたい、そしてそれを養い強くする水とパン
を与えたいのです。人類が渇いていることを理解し、砂漠で苦しんでいる人類を見捨ててはならないのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 364 
1 私は愛に満ちて、あなたの心を啓発し、私の言葉を通してあなたの心を敏感にするためにあなたのもとに来たのだ

。 

2 私はこの時、この教えを聞く者と、それから遠く離れている者、すなわち、私を忘れた者と、心の底に聖域を作っ
た者を迎える。 

3 主人は、あなたがたは、黄金の麦の穂だけを私に捧げるために、種を淘汰し、穀物から藁を取り除いた良い労働者
であることを見て、喜びに満ち溢れているのです。 

4 このように働くあなたたちは、わが臨在に来た瞬間に、私があなたたちに種と圃場とを託すために、あなたの父と
交わした約束を果たしたのである。あなたの従順さを通して、あなたは増殖した種を私に思い出させる。 

5 従業員の数も増えました。しかし、種をまき、畑を手入れする方法を知っている人たちは、大きな収穫をもたらす
ので、さらばだ。 

6 父の声は、すべての人に呼びかけを送る。しかし、この世の快楽のために生きる者は、私の呼びかけを魂が聞くこ
とができないような障壁を作り出している。痛みで目が覚め、良心を通して私の声を聞くようになるのです。 

7 私の法則に従う者は、人の法則に従う方法も知っており、私の仕事の中で働くことを妨げる障害物や障壁はないだ
ろう。 

8 人類が私の法の中で生きるなら、その情熱の奴隷になることもなく、苦しみの杯を空にすることもないだろう。 

9 その不従順さによって、彼女はこの地上を涙の谷に変えてしまったのです。どこもかしこも苦痛の嘆きを聞き、宗
派や宗教の思想の統一もなく、その間に兄弟愛もない。 

10 私はこの民をここに準備した。父の力と知恵をもって、すべての国に届くべき平和と光と愛のメッセージを明らか
にするためだ。私は剣と盾と旗を託した。 

11 愛する人々 よ、第一時代のように覚悟を決めて放浪の旅に出よ。この「谷」を出て、約束の地を目指せ。その時の
ように、海の水は引いてあなたがたを通らせ、砂漠では再び、マナも岩から湧き出る水も不足することはないのだ。 

12 人類が私の指示に従えば、その道から、契約している苦痛な浄化を取り除くことができる。 

13 今日、私の言葉はあなた方、イスラエルに降り、あなた方の発展を助け、私があなた方に託した困難な使命を果た
し、あなた方の愛する者たちや同胞の模範となるようにするためである。イスラエルの民は、心と魂の結合において、手本
となり、全人類の鏡となり、イスラエルの精神に映し出された自分の顔を見なければならないからである。 

14 私はあなた方の心を啓発し、あなた方全員が自分の考え、言葉、行いで私をあかしすることができるようにする。
初心者のあなた方は、私の偉大な弟子となり、人類の中で後に教師となるように召されているのです。--

聖霊の教義の良き教師であり、物質化されておらず、以前の習慣で愚かにされてもいません。 

15 それゆえ、私はこの時代、あなた方に、わが法におけるあなた方の行動と手続きの一つ一つに、霊性、高揚、簡素
、純潔を要求する。 

16 エリヤは全世界、イスラエルの霊に対して、私の旅立ちが近いことを霊的に準備している。だから、あなたがたは
待ち受けている戦いに勇気をもって、光に満ちあふれることができる。 

私が去った後、無気力にならず、実践可能な道に留まったり、逸脱したりせず、謙虚に、立派に私の師となりなさい。
あなた方は -- 自己犠牲、準備、魂の高揚、愛と慈悲をもって -- 霊能者-トリニタリアン-

マリアンの種を、心があなた方を待ち望み、両手があなた方を迎えようと開いている、私の真理と愛に渇き飢える魂が私の
選んだ者たちの到来を待っているすべての道と道に蒔くために出発しなければならない。もうすぐ、世界を揺り起こし、も
う眠らせないようにするために旅立つのだ。 

17 愛するイスラエルの民よ。エリヤは、あなた方の魂を高める手助けをしてくれました。あなたの思いと意志をひと
つにまとめてくださったのです。私の祝福の光線がまさにイスラエルの精神に定着するように、すべての魂を統合してくだ
さったのです。 

18 エリアスはあなたの前に進み、道を整え、道を通れるようにする。それは、あなたを浄化し、あなたの心の中の小
さなシミさえもきれいにするのを助ける人です。そうすれば、あなたの良心はいつも穏やかで、私の神性への奉仕とあなた
の仲間の人間への奉仕のために準備万端です。あなたが悲しみ、落ち込んでいるのを見たとき、道中で新たな勇気を与えて
くれるのは彼だ」 

「あなたに危険を告げ、妄想と暗闇の瞬間にあなたを啓発してくれるのは彼だ。痛みの瞬間にあなたを慰め、一歩一歩あな
たを結合の一点へと導くのはエリヤである ── 

すべての魂が呼ばれる点、それは高い彼方であり、魂の高揚と真の祈りと神への真の崇拝によって到達する。 

19 人の判断や批判を恐れてはならない。私も、この時代には、非難され、議論され、鞭打たれ、しかし、殺されるこ
とはない。私の仕事、私の光、私の真実は、決して負けることはありません。私の教義であるスピリチュアリズムは滅びる
ことはなく、人間の無理解、不従順、恩知らず、信じ難さ、虚栄心にもかかわらず、その姿を現し続けることでしょう。私
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の神聖な霊と私の教えは、止まることなく、心から心へ、霊から霊へ、人々 から人々 へ、世界から世界へと、自らを知らし
め、進歩し続けるでしょう。私のスピリットと光を止めることのできる力、権力、法律、障害物はありません。だから、私
は常に光であり、常に真理であり、常に霊であります。 

20 しかし、私があなた方に申し上げたようにあなた方は私が弟子としたわが子である。それは、あなた方が私を手本
とし、私の神性のようになり、聖霊であるあなた方の父を完全に理解できるようにするためである。しかし、あなた方は、
この霊能者・エトリニタリアン＝マリア派の教義による霊能化によって、このことを理解することになるのです。 

21 最初の人」のために祈り、また新しい世代のために働く──あなたの後に続く人たちのために。最初の人」が一歩
を踏み出したのなら、「あなた」は二歩目を、「あなた」より後に来る人たちは三歩目を踏み出さなければならないのです
。そして、世代から世代へ、時代から時代へ、人類は真の霊的高揚とわが神性への完全なる崇拝に到達するまで、霊的に私
にますます近づいていくのです。しかし、私はあなたがたに言う。全世界の平和は、一人の心にも、多くの心にも依存しま
せん。また、世界的な、霊的な、わが仕事の広がりにも依存します。すべてはわが意志による。しかし、わが慈悲、わが無
限の愛において、イスラエルよ、わが霊的完成の業、世界的平和の業を共にすることを認める。私の子供たちよ、私の仕事
、愛の仕事、闇に対する光の戦いを共にすることを望んだのです。 

22 世界があなたを待っていること、国々 がわが民を待っていること、救済策を見出せないこの世界、神の真の崇拝を
知らないこの世界があなたに出会い、あなたの中で私を見つけ、私を聞き、私を見ることを忘れないでください。あなたが
たがわたしの像となることを望むからだ」 「あなた自身の魂と行いに、わたしの顔とわたしの愛を反映させたいのだ。 

23 狂信に陥ってはいけない、これはあなたが教えるべきことではないのだから。偶像崇拝に陥ってはならない。これ
は、あなたが世に与えるべきものではないのだ。あなたは霊的に渇きをいやす水、飢えを満たすパン、裸を覆う衣を与えな
ければなりません。 

24 そして、私が "足台 

"として恵みを与えた人々 は、聖霊の最も偉大な賜物の一つである、私の神聖な光線を彼らを通して伝達し、私の言葉を世
界に伝えるという能力を持っている。そして、あなた方は非常に謙虚で、無知で、取るに足らない心を経験し、その中で私
は、完璧さ、知恵、健康、慈悲、励ましの言葉であなた方を驚かせたのです。そして、この第三の時間において、声を伝え
る者たちを通してそれを聞くたびに、マスターがあなたとともにいること、あなたを観照し、あなたの声を聞き、あなたの
最後の願いにまで気を配っていること、--

あなたの使命の遂行を受け入れ、あなたのすべての思考、言葉、仕事を判断することを感じたことでしょう。 

25 この第三の時代、私の聖霊は高次の彼方の扉を完全に開き、私の光の霊界が進化に満ち、使命の達成を望み、人間
の理解力を通じて自らを知らしめるために、あなた方のもとにやってくるようにしたのです。人と話し、私の神聖な言葉を
説明し、霊的・肉体的な病気を霊的な液体で癒すことです--

あなたの師であるイエスが第二の時代に病人を癒したあの液体--愛と生命と霊的健康の液体です。 

26 私の霊界は、あなたの友人であり、医者であり、兄弟であり、しかし愛と忍耐と慈悲に満ちた完璧な兄弟でした。 

27 イスラエルの幸いな民よ、あなたがたの手に新しい契約の箱が託された。あなたがたは、わたしが選んだ者であり
、わたしはあなたがたを清らかな水の泉に変え、人類があなたがたの中に活力を与える水を見出すことができるようにする
。 

28 あなたがたは私の神殿で、私の光と私の愛が宿っているのだ。あなた方は、謙虚さに満ちて、狂信と偶像崇拝に陥
った大勢の人々 のもとに出て行き、わが真理を隠し、わが律法を偽った人々 にわが光を示すべき者たちなのである。 

29 皆さん、あなた方が私の霊的存在を信じたのは、あなた方の心の最も隠れた部分に私を感じたからです：それは、
長い時間をかけて進化してきたあなた方の魂です。 

30 私は、私の王国を求めることを教えるために、罪人を通してあなた方に語りかけたのだ。しかし、あなたは私の作
品に属するものを実体化したのです。あなたは、私が話したこととは別の人生のステージを作り上げたのです。救いのシン
ボルである十字架を実体化したのですね。 

小羊がその神聖な模範によってあなた方を贖った十字架は、第二の時代、あなた方が偶像と化さないように、すでにあ
なた方の物質的な目から消えていたのです。 

31 第一の時代にはすでに、父なる神は預言者たちを通して、あなた方が誘惑と偶像崇拝に陥らないようにと語られま
した。第二の時代、私はイエスを通して、全人類に私の愛と真実の教えを与えるためにやって来たのです。宗教は人間が作
ったものだからです。 

32 第二の時代にはすでに、「私はあなたがたのもとに帰る」と言い、その言葉を実現したのです。狂信と偶像崇拝が
偉大であるように、ここにまた、あなたのマスターが霊的に現れているのです。わたしの言葉であなたの心を清め、あなた
の魂に高揚を与え、救いに至るようにする。 

33 私の愛と平和と光を受け、滅び行く者を救う方法を知り、その祈りによって、"霊的な谷 "に住む者たち--

聖霊の光を受けることができなかった闇の力--を啓発できる者は幸いである」。 
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34 選ばれし民よ、あなた方は謙虚だが、私はあなた方を偉大で賢い精神にし、人類に導きと安らぎを与えるだろう。
私は、さまざまな声の担い手を通して、あなた方が私とともに、この人類の再生の模範となるよう、語りかけたのです。 

35 あなたがたは、このようにして、あなたがたの父の忠実なあかしをするために、私が霊化を教えた人々 である。 

36 私の仕事を完全に理解させ、霊から霊へと私を崇拝することができるようにする。 

37 あなたの唯物論にとどまることを望まず、もはや混乱と暗闇の網に落ちないようにしましょう。私があなたを罪の
泥沼から救い出すこの時に、私の光によって、私の愛によって、私の正義によって、私を知ってください。 

38 私は、あなた方が分裂することを望んでいないし、私の指示に逆らうことも望んでいない。 

39 なぜ、あなたがたの間で嵐が起きたのか。あなたが準備不足で、わたしのことばを理解していないからだ。私がこ
の形であなた方に示したことの終わりが来たとき、あなた方が私の戒めに従ったという満足感とともに、ご主人様の前で一
つになることを望んでいるのです。 

40 私の民よ、備えよ。悪い教会の指導者たちに惑わされるな--

彼らがあなたたちに律法を示すことを許すな。彼らは私の教えを隠し、彼らの教えだけを知らしめ、私の作品を使って商売
を始め、秘密と物質化でいっぱいの作品を提示しているのを私は見るからです。あなた方が純粋に、霊化して、私の仕事を
知らせることは、私の意志である。この作品は、私の霊から生まれ、人類の再生のための私の言葉のエッセンスを含んでい
るからである。 

41 皆さんには、本当の意味でのミッションの遂行に着手していただき、私の作品から不完全なものを取り除いていた
だきたいのです。人間の理解器官を通したわが顕現の初めから、わが闘争はあなたを罪から救うために大きなものであった
ことを認識しなさい。 

42 私はまだ私の羊が別々 の道を歩いているのを見ますが、エリヤは輝く灯台として、現在あなた方を一つにまとめ、
一つの道に集めているのです。我が選ばれし民に、大きな鐘で呼びかけを送り、救いの港に到達できるようにする。 

43 第一の時代、父なる神はモーセを通して民を救われた。この難しい使命を果たすために、彼は選ばれたのだ。彼は
従順で、勇気に満ちてあなたの前に進み、民衆の無理解も彼を一瞬たりとも弱らせなかったのです。 

44 第二の時代、私は父なる神の「言葉」として、人となり、人に自分を知らせるために来たのです。 

45 それは父の戒めであり、果たさなければならないものでした。私の教え、私の真理を伝えるためには、人々 ととも
に生きることが必要だったのです。私の言葉は、本質と存在と力を現し、心の扉を叩いて開くことができました。 

46 私は常に直感として、予言的なヴィジョンによる啓示として人類に語りかけてきたのです。今日、この時代、人類
が新しい夜明けの光を認識し、立ち上がることができるように、私は霊における予言の成就のために来たのです。その兆候
は「第一の時代」にすでに預言されており、この「第三の時代」である「聖霊の時代」に成就する必要があったのだ。 

47 私は、何一つ隠すことのないように、はっきりとあなたがたに話す。もし、私が今日あなたがたに明かすことを、
最初の時と二度目の時に話さなかったとすれば、それは父の御心だからである。なぜなら、私自身が私の言葉を実現し、今
この時、あなた方と共にいる私の存在の証を与えるからである。 

48 イスラエルの民の十二部族が私を取り囲み、私は彼ら全員にわが言葉を与える。時が来れば、あなたたちは立ち上
がり、人類にわが現存を証することができるように。 

49 この形におけるわが顕現の最後の瞬間に立ち上がり、一人の労働者として、一人の共同体の指導者として団結しな
さい。そうすれば、わが民を一つの身体と一つの意志を持つようにしたわが心を喜ばせて、私は旅立つことができる。 

50 私は人類の罪によって無敵であり、あなたたちは自分の不完全さによって私の光、私の愛、私の慈悲を破壊するこ
とはできない。なぜなら、私はすべての被造物の上におり、どんなに強力であっても、私の知恵と私の力を破ることができ
る力は存在しないからだ。それゆえ、わたしがあなたがたに語りかけ、愛を与えるのは、あなたがたにわたしを父と認めさ
せ、あなたがたにわたしを神として崇めさせるためである。 

51 わたしの畑の労働者たちよ、わたしはわが言葉を良い種としてあなたがたに託し、あなたがたの労苦の果てに、わ
たしのために倍加したことを示すようにする。 

52 父なる神があなたの霊と交わした約束を果たすために、あなたの使命を果たしてください。なぜ、あなたは自分に
ふさわしくないものを私に与えようとするのですか？なぜ、蒔いていないものを刈り取ろうとするのですか？その前に、努
力と作業が必要です。あなたの良心に非難されたくないからです。 

私の子供たちよ、祝福されなさい。あなた方は父を理解し、努力と働きによってこの報酬を得たいと願っているのだか
ら。あなた方はこの目標のために戦わなければなりません。もし人が物質的な目標のために自分を犠牲にし、命さえも失う
なら、あなた方は命を失うことのないこの精神的な目標に到達しなければならないのです。最後までやり抜くと、永遠の命
が得られるからです。 

53 約束の地に辿り着くために、功労を積む。そこで、大きな戦いの疲れを癒すのだ。 
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54 わが選ばれし者が二人、三人と集まり、その精神をわが神性に高めるとき、私は彼らと共にあり、彼らを奮い立た
せるだろう。あなたがわたしを呼ぶすべての場所に、わたしは立ち会う。罪のある者もない者も、すべての目が私を見、す
べての者が私の存在を感じると、私はあなたに告げたからである。 

55 あなた方労働者は、大樹の下にいて、私が両手を広げて待っていることを知っているからだ。あなたが任務を遂行
したことを示すべき相手は、私であることを、あなたは知っている。なぜなら、これはわたしの仕事であり、あなたがたに
報いることも、責任を問うこともできるのは、わたしだけだからである。 

しかし、あなたがたは父を信頼し、私の叱責がいかに厳しいものであっても、私はその叱責とともに私の慈悲とあわれ
みをあなたがたに注ぐことを知っているのです。わたしはあなたを愛し、あなたを憐れみ、わたしの叱責の爆風に耐える力
を与えるからである。 

あなた方はそれぞれ、私の農地に畑を持ち、そこで種をまき、刈り取るのです。私は父として、あなたの努力、あなた
の犠牲、あなたの苦しみを受け取ります。私はあなたの涙を見て、あなたが永遠に前進し続けることができるように、私の
言葉であなたを励まします。 

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365 
1 弟子たちよ、わたしはあなたたちをわたしの食卓につかせ、そこでわたしの教えの豊かな宴をささげた。わたしの

体と血、みことばとその意味、この栄養によってあなたたちが人生の大きな戦いで不死身になり、無敵になれるようにと。 

2 あなたは私を取り囲み、マスターはあなたの心に入り込み、あなたの悲しみを見るのです。なぜ、私の子供たち？
私があなた方と一緒にいて、単純で謙虚な人たちを通して自分自身を知らせたこの時に、真の顕現のためにあなた方を準備
したのだ。しかし、これは私が人類とコミュニケーションをとるために選んだ形の中で、最良のものでも、最も完璧なもの
でもありませんでした。これは、あなたの霊の目がやがて「雲に乗って」やってくる私を見るための準備的な現れであり、
その後、あなたの魂も昇天して天使と接触することができるようになるのです。 

3 主人との最も完全なコミュニケーションは、わが言葉を分離した後に訪れるものである。これらの顕現がないため
に、多くの人が信仰に弱くなり、私を理解せず、私の教えをどう解釈したらよいかを知らない人たちがいる。しかし、わが
言葉をよく理解し、愛の業をもってその時を過ごした者は、わが顕現には適切な時、適切なタイミングでの限界があること
を知るだろう。それは、あなたたちを無限の世界、永遠の世界、霊的な世界へと後に残すためだ。 

4 見よ、祈れ、この時は決定的だ、試練の時だ、わが民よ。あなた方は人類と自分自身を見守らなければならない。
あなた方の祈りは、彼らを覆うマントのようなものであり、また彼らを守る不滅の壁のようなものだ。誘惑は様々 な形であ
なたを待っています。 

人々 が自分たちのために用意した非常に苦い杯を飲むために、主人はこれらの予言をあなたたちに与えます。あなたは
今、強いからだ。わたしの知恵とわたしの覚悟をあなたの魂に置き、あなたが見ていれば、試練と嵐に耐えることができる
だろう。 

5 このカップの中に何が入っていて、マスターの唇にこれほど苦い味を残したのだろう。この民衆の不信仰、不従順
、物質主義、偶像崇拝、狂信、刷新の欠如、到達したわずかな精神化、教えの時代に大切にし利用したわずかなこと ── 

この人々 の間に常に蔓延する労働者と信徒の間の不和と争いがそれである。そして、これらすべてが今、あなた方自身が飲
む杯となるのです。しかし、私はあなたに試練に耐える力を与える。 

6 この言葉を聞くあなたたちに、私は言う：あなたたちはこの杯を満たしてはいないが、それでもその一部を飲むだ
ろう。あなたたちは戦いの中にいて、無関心ではいられないからだ。 

7 明日は守りの軍団になってほしい。しかし、一瞬たりとも弱まることのないよう、心の準備をし、精神力を高めよ
。この言葉によって、あなた方が私の胸、すなわち私がいる山の頂上に到達できるよう、祈り、戦いの準備をするよう勧め
ます。 

8 愛する人々 よ、私のもとに来て、私の戒めに従いなさい。イスラエルよ、わたしのもとに来なさい。飢えと渇きで
苦しまないように、わたしのことばで養いなさい。わが言葉を聞いたとき、それを謙虚に受け止め、心に留めておく者は幸
いである。人類がこのパンを求める時が来るからである。そして、あなたがたは、私の仕事の中であなたがたに託したもの
を、それに伝えなければならない。 

9 時代は流れ、あなたの魂は進化し、霊化された時代になりました。 

10 三度にわたって、わたしはわたしの律法をあなたがたの手の中に置いた。わたしの働きは、わたしがモーセを通し
て律法の板をあなたがたに託したときと同じであり、彼は四十年間、砂漠であなたがたの導き手となった。 

11 第二の時代、私はこの法則を実現し、人類を救済した。そして三度目の正直で、私は聖霊として再びやってきて、
同じ法をあなたがたに説明するのです。 

12 その後、あなたは人類にわが真理を証言することになる--

信じるために肉眼で私を見ることを期待し、その後に私を否定するあの人類に。 

13 世の中が混乱している時であり、あなたにとって苦難の時である。1950年が終わる3年前に、私はあなた方が心
の準備をし、霊的に団結するようにと長々 と話をしましたが、1950年が終わる今、あなた方の多くは物質主義に迷い込ん
でしまいました。 

14 戦いが待っている。兵士として立ち上がるのだ。あなた方が戦場で無敵になれるよう、武器を預けました。まずは
自分たちを倒すことから始めましょう。 

15 長い間、私はあなた方に私の言葉を託してきた。しかし、彼らのマスターを理解していない人々 は、私が人間の知
性を通して自分自身を知るのは別の機会にするよう求めています。しかし、わが言葉は王の言葉であり、必ず実現するもの
である。 

16 偽の弟子たちはこれからも存在し続け、人類を混乱させるだろう。そのとき、彼らは叫んで言う。「わが神よ、あ
なたはどこにおられるのですか、あなたの真実はどこにあるのですか、あなたの仕事は何ですか、あなたの選民はどこにい
るのですか。 

17 私の出発の後、あなた方は私の存在の証人となり、私の掟に従わなければならない。そうすれば、この仕事を純粋
なまま知らせることができる。 
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18 声の主たちによるわが宣教が終わった後、世界は霊化され、光に満ち、平和になり、新しい世代が来たときには、
狂信も偶像崇拝もなくなっているだろう。そうすれば、私は聖霊の神殿に求められ、そこに永遠にいることになる。 

19 この恵みの日に、私はわが選ばれし民イスラエルを構成する12部族を山のふもとに団結させ、集める。 

20 この第三の時代において、あなた方は、わが言葉によって、聖霊の光によって、私が初めからあなた方に託した使
命、すなわち、わが律法に従順な民、わが神性を人に伝える使者となるための準備を整えたのである。 

21 この日、私はあなたの準備を思い浮かべ、あなたの魂を受け取ります。あなたが私から学んだことを私に見せてく
ださい。なぜなら、私はあなた方の中に私の神聖な言葉を流して、あなた方に指示と生命と霊性を与え、霊的にあなた方が
「私の似姿になる」ようにしたからである。 

22 私の父なるまなざしは、この日、あなたの存在を貫き、すべてを探り当てます。私はあなた方の魂が準備されてい
るのを見、彼らに私の命令を与え、あなた方がそれを遂行するのを見る。これは最初の時代から書かれていることであり、
この時代にも私の声の担い手によって確認されている。 

23 私は師匠として、あなた方にたゆまぬ努力をし、あなた方を私の弟子にするための指導をしてきたのです。私は、
私の血であなた方を清め、命を与えました。私はあなたがたを他の道から引き離し、狂信と偶像崇拝をあなたがたから取り
除いたのだ。私はあなたの心と魂に真理を置き、それを通してあなたを霊化し、今日、あなたに知恵の書の新しいページを
示すので、あなたは今、これらすべてから自由です。しかし、すべての光、啓示は、私が霊から霊へとあなた方に与えよう
。 

24 あなた方は心を整え、魂を高めて、霊と霊の完全な交わりの中で私の知恵を受けなければならない。 

25 あなた方は自分の賜物を広げ、私の聖霊があなた方に注がれるよう、常に備えなければならない。 

26 この日、わが臨在において、マリア、エリヤ、そして第一時代の家父長たちの臨在において、私はあなたたちに言
う：わが選ばれし民イスラエルを形成する魂たちよ、私があなたたちに用意した偉大で崇高な使命の遂行に向けた第一歩を
踏み出すために、あなたたちを奉献するのだ。 

27 私の愛の愛撫を受け、人類の間で使命を果たすために自らを捧げなさい。 

28 あらゆる道に足を踏み入れ、同胞にわが業を示し、わが証を立てよ。そうすれば、わが知恵をもって、わが指示を
もって、『死者』に命を与え、人々 にわが掟を示すであろう。 

29 私があなたに託した慈悲をすべての人と分かち合い、私があなたに与えた仕事の責任をあなたの精神で感じ、この
十字架を背負って世界を霊化するのです。 

あなたがたのうち、準備のできた者は、私の指示によって、民衆に──『初』と『末』とを教えなさい。魂を照らす松
明のようになり、飢える者と私の知恵を求める者のために、永遠の命のパンを食卓に並べなさい。 

30 あなたの魂に宿る慈悲の業で証ししてください。日々 たゆまず戦い、人類のため、あなた方のために「見守る」の
だ。私の神聖な霊の前で、あなた方が団結するのを見たいのだ。 

31 私の手には、生命の書という本がある。イスラエルよ、あなたがたの名をそこに書き記せ。そうすれば、永遠の命
を得、わたしが時の初めから約束したすべてのものを、わたしから受けることができる。 

32 私のプレゼンス、エリヤのプレゼンスとマリアの優しさをあなたに残します。私は、霊と真理をもってあなた方と
団結するために、霊的な宿主を準備しているのだ。あなたがたは、あなたがたの神の神殿となりなさい、これが私の意志で
あるから。 

33 祝福の影として、私の崇高な愛が降りてきて、あなたの道を覆います。私は、あなたが今置かれている状況や、あ
なたの精神が受けている試練を理解しているからです。 

34 その日に私の言葉を聞くために、あなた方は大きな不安を持って準備をする。 

祝福された人々 ：84年間、主人はあなた方と一緒にいて、あなた方を訓練してきたのです。しかし、あなたはまだ最初
の言葉を口ごもり、私の戒めの前に弱くなっているのを私は見ています。 

35 人類は混乱し、飢えた狼の餌食になっている。人間の心による私の旅立ちが近いとはいえ、今この瞬間からあなた
の精神が受ける大きな試練を、あなたは知らないのです。 

36 そうすれば、あなたたちは労苦して大きな収穫を得るだろう。そうすれば、その日、頭を下げてわが臨在に臨み、
ただ金のトウモロコシの穂を私の前に差し出すことはないだろう。 

37 しかし、あなたは私の言葉を十分に認識しておらず、また私のインスピレーションを理解していない。立ち止まっ
たまま、十字架を道連れにし、不服従のまま邪魔をする。しかし、あなた方の闘いは終わっていません。あなた方が私のワ
ークで働き続け、霊的に一体となれるように、私は啓示と直感を通してあなた方に語りかけるでしょう。 

38 私が去った後、声の主たちはそれぞれに分かれて行動することになる。私の視線は、このすべてを見ている。しか
し、あなた方が同じ機器を持つことは、私の意志です。もし、そのような行動をとれば、私はあなたを眠らせないでしょう
。 
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私は、私の言葉とその意味をあなた方の心に刻みました。「金の羽」が私の教えを書き記したものが、第三の証書を構
成します。 

39 主人は決してあなた方から離れることはありません。なぜなら、真に私を求めるために自分を準備する方法を知っ
ている一人ひとりに、私は霊から霊へのその高揚と霊化にしたがって与えるからです。私は、啓示として、直感として、霊
感として、わが身を知らしめ、あなたが大群を率いて山の頂上に到達できるようにするのだ。 

40 私はあなたがたに大きな試練を与える。試練はすべて、あなたがたの義務を果たし、従うことを求めているからだ
。 

41 だから私は今日、この第三の時にイライジャが選んだ群れに語りかける。そして父として、あなた方の使命の遂行
、努力、意志を受け取るのだ。 

42 1950年の最後の日に、あなた方は私の言葉を最後に聞くことになる、その日以降、私の光線や私の霊界を呼び出
して以前の形で通信する者は、偽り、欺きに陥る、と私は声の主を通して告げました。今日、私はあなた方に繰り返し指示
します。 

43 1951年が始まるとき、わが聖霊は、霊と霊との対話のためにあなた方を啓発し、父としてわが視線とわが愛をあ
なた方から逸らすことはないだろう」。 

44 この日、私の霊からの愛の涙があなたに降り注ぐのは、あなたが私の霊的恩恵を利用し、あなたの魂に私の存在を
感じることができたからです。 

45 あなたは地上で私の命令を遂行する。私はあなたが準備し、指示と力と知恵に満ちているのを見る。 

46 あなたは私の意志に従順でした。私は、人生の道であなた方を霊的にし、あなた方の中にあった物質主義を排除し
、あなた方の魂の高揚の中で私のプレゼンスをあなた方に感じられるようにしたのだ。 

47 私はより大きな扉を開くが、光と霊的な完全性に満ちており、あなた方はそこを通り、仲間を霊化の領域に到達さ
せることができるのだ。 

48 私は予言、啓示、直感、そして私の神聖な意志の真の理解を手渡します。あなた方は、私の教えを知らせ、それに
よって人類を目覚めさせるクラリネットやトランペットのような存在になるのです。 

49.私は山の頂上であなたを待っている。あなたが私の命令を果たしたとき、私はあなたに月桂樹の冠で報いるだろう
。私は父のような腕であなたを抱き、あなたの従順の報酬として約束の地に入り、そして、あなたが私と共にいるとき、私
はあなたに言うだろう。 

50 "完璧な指示の書から見て、弟子を歓迎します" 

51 あなた方は、私の神の光を受けた瞬間から、人類のために立ち上がるという困難で偉大な使命を受け取りました。 

52 私は、あなたが逆境にあるのを見ますが、本当にあなたに言います。あなたの行く手を阻んだのは、私ではありま
せん。それをもたらしたのはあなたであり、今日、私はあなたの魂にあなたのものを返します。しかし、私はあなたがたを
わが恵みで満たし、あなたがたに告げた：あなたがたは人類の強い者となり、わが光を与えるであろう。 

53 あなたは、私の仕事を示すとき、隣人に対する愛と慈悲の生きた模範とならなければなりません。あなたがたは、
わたしを理解することができた子供たちであり、わたしは、あなたがたはいつもわたしに耳を傾け、あなたがたの主人の足
跡に従う用意ができているのを見るからである。 

54 長い間、私は、混乱した人々 が私の教えを求めにあなたのところに来ると言ってきました。今日、私はあなたに言
います。あなたがたが偶像崇拝者でないこと、光の時代に生きていることを真実に示し、彼らが霊から霊へとわたしを求め
るようにしなさい。そうすれば、愛する父、全能の神、最良の医師、そして最良の友を見つけることができるのです。 

55 哲学者が来たときには、彼らが理解できなかったことを説明し、科学者が来たときには、私の知恵の光を与えるの
だ。私の聖霊の光はすべての民とともにあるからだ。 

56 マスターの愛弟子たち：この第三の時代において、私は、1950年が終わったら、人間の理解器官を通しての私の
言葉を与えることをやめると、あなた方に宣言しました。しかし、私はあなたがたに慰めと指示を与える言葉を残しておい
たので、あなたがたはそれに従って行動を起こし、信仰を強め、明日、主人のようになることができる。 

57 人間が自分自身と、異なる世界観と、真理を見つけるために闘っているこの精神的発展の時期に、人類が過去の慣
習、儀式、習慣を捨て、精神化を包括的に知り、理解できるようにするために、あなたは仕事に取りかからなければなりま
せん。 

58 今の時代、世界はお互いを誤って判断しています。ある兄弟が別の兄弟を殺し、女性は恥ずかしさと尊厳を忘れ、
親は子供を、子供は親を誤審しているのです。命の大切さが十分に理解されていないのです。人々 はさまざまな理想を追い
求め、その間に統一性はない。各国の指導者は互いに理解し合えません。 

59 それゆえ、私は霊に乗ってやってきて、人間の知性を通して自らを知らしめ、私の仕事が救命ボートであることを
世界に理解させ、第二の時代に与えたのと同じ教えを思い出させるために来たのである。 
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60 なぜなら、あなた方は霊的成長の新しい段階に入り、そこではあなた方の才能を開花させることが必要だからです
。そうすることでしか、私の教えを生かし、私の仕事を知らせるにふさわしいという証拠を残すことはできないからです。 

61 父なる神の「ことば」が、その力と愛のすべての能力をもって、ただ一度だけ、完全に準備された肉体に姿を現し
た、それがイエスであった。しかし、現在、私の慈悲と憐れみによって、「足台」が用意され、私自身の霊である慰めの霊
が自らを知らしめることができるようになったのです。あなた方が準備すれば、これからの時代、私のインスピレーション
を包括的に受け取ることができる。 

62 なぜ私は再び来たのか、わが子たちよ...。なぜなら、人間は、自らの本能、自らの情熱によって、ますます自分を
精神化から遠ざけるものに傾けてきたからです。彼は、私の仕事を理解しようとするあまり、それを歪めてしまうほど、異
なる道を歩んできました。 

人間が精神的に停滞しているのは、精神の発達が科学の発達と調和していないからだ。儀式を守ることによって人々 が
より高い地位につくのでもなく、罰を恐れたり、行いを罰したりすることによってもない。 

63 一つの肉体ともう一つの肉体に転生した魂は、さまざまな経験をして、善の長所と悪の卑劣さを学んできたのです
。このように、創造主への愛から善を行うことに満足を感じることで、永遠の完成を得ることができるのです。 

64 私の仕事は愛であり、愛は利己的でなく、自分の利益を求めることなく、自らを与えるものです。ですから、私が
来て、あなたがたに私の教えを思い出させる必要があったのです。 

65 あなた方ひとりひとりが、私の光によって装備され、また、あなた方が必要とするまさにその瞬間に、あなた方を
支援する高位の存在たちの存在を感じてきた。ご主人様を身近に感じたことでしょう。私は、子供たちが苦難や疑念を抱く
瞬間を共に生きてきました。主がこの時代の人類の慰めのために許された顕現を、誰が疑うことができようか。 

66 私は誰かを制限しているわけではありません。あなたは私の仕事を開花させ、あなたの準備に従ってそれを知らし
めなければなりません。慈悲の実践は、あなた方にとって最高の経験となり、この徳によってあなた方は精神的に高められ
るでしょう。 

67 しかし、あなたの魂は私によって啓発され、霊と霊との対話に備えることができたので、あなたはこれからも私の
インスピレーションを受け続けることでしょう。 

68 私の精神的な仕事には、物質的なシンボルや儀式は必要ないのです。それは、イエスが第二時代に残した教えを引
き継ぐものである。 

69 スピリチュアリズムは宗教でもなく、宗派でもなく、新しい教えでもなく、すべての時代の法則なのです。それは
、第二の時代にイエスが世に残した愛であり、許しであり、光である。私の教えを理解し、それに従うならば、あなた方は
霊能者を名乗るに値するでしょう。 

70 1950年以降、私が今も人間の知性器官を通じて自らを知らせていると同胞に信じさせ続けている者たちは、自ら
に裁きをもたらし、その時になって結果を引き出し、眠りから覚めることになるのです。 

71 父なる神はもはや現在の姿では現れませんが、私があなた方に伝えたことはすべて文字として残っています。 

72 私は、私の愛があなた方の作品を刺激するように、私の指示の言葉を残した。私はすべての違反を赦した。なぜな
ら、私は赦しと愛であり、正義の中に自らを現すからである。しかし、解き放たれた元素であなたを破壊することで、私が
あなたを罰していると考えているのなら、そのような理解ではありません。 

いや、わが義は、私があなたがたを準備し、私を理解するよう啓蒙したとき、あなたがたにあなたがた自身の仕事を示
し、あなたがたは何であり、何であろうかを知らしめたとき、世界が得たもの、人類があなたがたの仲介によって受け取る
べきものを明らかにしたとき、あなたがたに明らかにされたのだ。 

73 あなた方は集まって、文字として残る私の言葉を学び、それを理解すればするほど、大きな力と教養を得ることが
できるのです。 

74 今後、世界における私の仕事の重要性を確信し、団結してお別れします。あなた方は種をまく人であるが、地上の
人生では収穫を刈り取らないということは、すでにお話ししたとおりである。いや、この時代に蒔いた種は、明日の世界の
ために運命づけられているのだから。 

75 私の仕事は、あなたにとって、あなたの行動を映し出し、あなた自身を認識することを可能にする透明な鏡のよう
なものです。 

76 わが民よ、わたしはあなたがたを一人にしない。必要なときはいつでも、わたしはあなたと共にあり、あなたがわ
たしの名によって語るとき、わたしはそこにいて、愛と慈しみを与えるだろう。 

77 あなたの準備にしたがって、あなたは私から生命、インスピレーション、愛、知識、理解、力、癒しの力、そして
私に同調するたびにあなたに欠けているすべてのものを受け取ることができるようになるのです。 

78 あなたの浄化の段階は終わり、あなたのアセンションの段階が始まるでしょう。そうすれば、天の父の愛と融合し
て、言葉に表せないほどの至福をあなたの魂に感じることができるはずです。 

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 366 
私の平和があなたとともにありますように 

1 新シオンの高みから、愛する民よ、わが言葉を送る。本質と存在と力において、私は、この第三の時代において、
わが神聖なる意志が選んだ手段である人間の理解力を通じて、最後にわが身を知らしめる。それは、わが言葉を人間の間に
注ぎ、霊から霊への完全なる顕現に向けて人間を準備させ、この準備を通じて人間からわが神性の完全なる崇拝を受け容れ
るためである。 

2 これは準備の時間であり、父なる神がその霊的な軍勢に取り囲まれて、あなた方の前に生命の大書、神の知恵の書
、七つの封印の書を開いて、この人々 がページを次々 に読みながら、その教えのすべてについての神聖な説明を聞くことが
できるように、指示を与えているのです。この使徒は、私の最後のメッセージを伝えるこの瞬間にも、苦難と痛みと血に翻
弄されているこの人類、この世界の心に、私の仕事を届けてくれることでしょう。 

3 私はあなたのもとにやってきて、あなたが準備するのを見たのです。愛する民よ、あなた方が父にささげる祈りの
中に、私を招く聖域が築かれているのを私は見る。わが子たちよ、それはあなた自身の心である。その中で、私は捧げ物、
あなたの香りを受け取る。そして、霊的な祭壇の足元で、あなたの収穫物、つまり、あなたが時の流れの中で働き、刈り取
ったもの、そして、あなたが私の労働者となった今、その頂点を極めたものを見る。 

裁判官として、父として、そして主人としての私のまなざしが、あなた方の種を裁いているのです。そこには、あなた
の葛藤、精神的な進歩への願望、苦しみ、あなたが実現した理想とまだ開花していない理想が含まれているのです。しかし
、あなたの精神の謙虚さは、私が本当に受け取ることができるように、その提供を行いました。私の父の手は、あなたが私
に差し出す果実を受け取ろうと手を伸ばしています。 

4 我が民の意識はクリアになり、自ら判断しているのです。記憶が鮮明になり、その瞬間を思い出すのです。あなた
の魂にとって幸せだったあの朝の献身、あなたが今日いる道を初めて歩いた時、砂漠に響いた声を聞いた時、そしてそれが
あなたに向かって発せられた瞬間もです。その日から、逆境、障害、茨の道にもかかわらず、一歩一歩、私の道をたどって
きたのですね。 

5 どれだけ多くのことを経験し、どれだけ多くのことを見て、感じてきたか。そしてついに、我が民が恐れるその日
を迎えたのだ。裁きの日、良心の日、覚悟の日へ! 

6 父なる神が、現在の地上生活において、現在の肉体の殻の中で、私の最後の顕現を目撃することを彼に認めたかど
うか、誰も知りませんでした。しかし、あなたはここにいる!あなた方は次第に一つの心、一つの働き手、一つの花を形成
し、私の玉座の高さに達する香りを放つようになりました。そして、この霊的な準備のおかげで、私は力と光と平和と恵み
に満ちて、もう一度あなたがたのところに来て、愛する人々 よ、あなたがたは孤児ではない、と言うのです。あなたがたの
心に悲しみが入り込まないようにしてください」 

「これらの送信機を通してわが言葉を聞かなくなったとき、あなたがたを落胆させないようにしてください。振り返らず、
常に前進し、一歩一歩ゴールへと導いてくれる励ましを、私の仕事の核に求めてください。 

7 人民は覚悟を決め、その向こう、あなたの上に、天もまた覚悟を決めているのです。それは、配偶者の到来を待つ
花嫁のような服装であり、この普遍的な準備は、処女の純潔を持ち、花の香りを持ち、新しい夜明けの光を持つものです。 

この栄光と審判の瞬間にあなたの霊が昇った場所には、あなたの向こう側に、しかしそこに、父を取り囲む大いなる霊
たちがいます--

まだあなたには知られていない霊的存在たちですが、明日、あなたは自分の兄弟姉妹として、輝く星のように無限からあな
たの存在の道を照らしてきたあなたの使者として見て、愛するでしょう、その中にはあなたが名前を知っている人たちもい
るのです。それは、不滅の不変の律法とともに、律法をその精神に宿したモーセである。それは、家父長、使徒、預言者、
殉教者、聖人、義人、無辜の民、偉大な悔悛の人たちである。それぞれが覚悟を決めている。 

8 霊の谷があなたを照らし、自然の力さえも、人間の魂、心を揺り動かすために、前触れのように声を上げ、「この
時間は、イエスが十字架上で最後の息を吐いた時のようだ」と言う。このとき、私は十字架にかけられたときに叫んだ「第
二の時代」の7つの言葉を繰り返すことができたのです。しかし、本当に、それらはすでに神の血をもって人類の意識に書
き込まれているのだと、私は言う。 

9 私は新しい言葉を携えて来たが、同じ光と本質と知恵を含んでいる。人が、聖霊は過去の時代に明らかにされた教
えを繰り返しただけだと言うことのないように。 

10 もし、あなた方が覚悟を決めて、今、あなた方の上に輝いているものにどんどん入り込めば、ヨハネの幻影のよう
に、全能の神がその玉座におられるのを見ることができるようになるはずだ。あなたに語りかける方、その顔を見ることが
できない方、王の王、全能の王であることをあなたに推測させるだけの方です。今、この瞬間、新シオンの山の最も高いと
ころからあなたに語りかけ、立ち上がり準備するすべての霊的な目にご自分を見えるようにしてくださるのは、この方なの
です。 
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また、長老たち＝右に12人、左に12人、神に選ばれた民の部族の家長たち、イエスに従う第二時代の使徒たちに囲ま
れています。彼らは、永遠に父を囲み、そこからあなたを永遠に照らし続けるための存在なのです。 

ある者は、この地球上の生命を、血を、力を、そして道の始まりを与えてくれるでしょう。他の者は、私の仕事、私の
情熱、私の言葉を目撃することによって、あなたがたに霊的生活を与えるでしょう。そしてこの時、父と共に、民を裁き、
種を裁き、自らの実を試し、同様に神の審判の前に頭を下げるのです。 

11 しかし、この時の私の判断は、第三時代の弟子だけでなく、十二の霊的部族のメンバーも、ある者は受肉し、ある
者は霊的状態にある者に関わるものです。私の判断は全方位的なものです。すべての生き物、すべての魂は、今この瞬間、
私の神聖な秤で量られているのです。そして、彼らが裁かれた後、私によって再び安全な道に置かれるのです。 

12 人間の理解器官を通した私の宣教が始まって以来、声を上げる者から声を上げる者へ、世代から世代へ、労働者か
ら労働者へ、私の正義によって定められた私の宣教の終わりの日、時があなたがたに告げられたのだ。 

父なる神にとってこの時間は永遠の中の一瞬にすぎませんでしたが、この民にとっては、彼らの準備、彼らの霊的変容
、人類の中での復活のための長く十分な時間であり、この期間の終わりは、私の意志によって1950年に定められました。 

13 今年、私はあなただけに捧げたわけではありません。それは、父なる神が人類に与えた恵みであり、人類が持つす
べての良心に師の光を照らし出してきたのです。 

この時代、この年に、人類が正気に戻り、目覚め、祈り、平和、調和、兄弟愛を獲得し、苦しみの聖杯を唇から離し、殺人
的な武器を労働の道具に変えることができるように。 

14 1950年の初めに、すべてがこの世界に与えられた。スピリチュアルには、平和と励ましと光のメッセージをすべ
ての子供たちに送りました。私はすべての道を祝福し、すべての種に豊穣を与えました。 

しかし今、年の終わりに、私が人の手から収穫物を受け取るために来て、彼自身の良心に問うとき、彼は私に何を差し
出すのでしょうか？この世界が私に提供するものは何なのか...。その不従順、その物質主義、わが神聖なる正義への不信、
わが力を前にした敬意の欠如。 

しかし、本当にあなたに言います。私が教えたこの人々 は、全人類の鏡のようなもので、世界に存在する不和を映し出
しているのです。この世界がパワーブロックに分かれているのを見ると、あなた方も同様に、霊的なパワーブロックに分か
れているのです。地球の偉大な民族、偉大な国々 が、他の民族を吸収し、併合し、奴隷にしようとする意図があるとすれば
、私は、この民族の中に、他の民族を自分の側に引き寄せようとする多くの人々 をも見ます。そして、あなたが人類の中で
、偉大な民族や国家の中で、殺伐とした戦争を見るとき、また、彼らが作り出した新しい武器の下で死に向かっていく人々
を見るとき、私はこの人々 の中に、人の信仰を破壊し、ある人を他の人より高く上げ、「最初の者」を「最後の者」に貶め
、互いを拒絶するために新しい武器を身につける人々 を見るのです。しかし、もしこの世界が私に不信感を抱いたのなら、
私はその不信感を受け入れ、自分自身を試されることを許し、まさに試練を受けるのである。しかし、人びとよ、あなたが
たは、わが審判の前にどう立ち向かうのか。 

15 私は、あなたがたの実りを受け、あなたがたに祝福を与えた後、あなたがたに言うのだ。精神的なものは死なない
。罪だけが消えていく。情熱は過ぎ去り、この人類の高慢な権力も同様に倒れ、そのうちの一つの石も他の石の上に残らな
いだろう。悪と破壊に仕えることを意図した人間の科学は、わが正義によって破壊されるだろう。そして、あなた方の間か
ら、あなた方の欺瞞、世俗、不和を排除し、あなた方の魂だけを保存する。魂には、第六の封印の光が置かれ、この時代に
開かれたその章には、あなた方が神の正義の偉大な日を経験することが記されている。 

16 この大いなる一日は、24時間では成り立ちません。あなたがたは、裁きの日がいつまで続くのか、いつ終わるの
か知らないのだから。しかし、いずれにせよ、あなた方はすでに時代の絶頂期にあり、主の裁きのもとに生きているのです
。 

17 "この時を見よ、そして祈れ 

"と私は教えてきた。あなたがたはわたしの種、あなたがたはわたしの弟子、あなたがたはわたしがこの地上の他の民の間
に送るわたしの民であり、わたしが光であるとして闇の中に導く者であり、わたしが病人、らい病人、絶望した者の列に入
れさせ、そこに光と慰めとやさしさと平和とをもたらす。そうすれば、これらの苦難、見捨てられ、死のイメージに直面し
たとき、あなたの魂は高まり、あなたの感情は目覚め、あなたの心は愛の泉として開かれ、あなたはついに、私が最初から
あなたに予見していた神の運命を人の間で果たすことになるのである。 

18 あなたの世界に、正義の太陽が再び訪れるのはいつになるのでしょうか。人の心に再び平和が訪れるのは、いつの
ことでしょう。愛する人々 よ、いつになったら、人の魂から父の心へと湧き上がる歌、平和の賛歌を聞くことができるのだ
ろうか。 

19 確かに、その時が来るまでには、まだこの世に大きな出来事が過ぎ去るのを見なければならないでしょう。第六の
封印はまだ開かれており、第七の封印があなた方の間で解かれるように、私は多くのページをめくらなければなりません。 

20 第七の封印が人間に開かれることを全世界に認識させるために、私はどんな前兆をあなた方に与えるだろうか。こ
れが私のサインになります。しかし、この偉大なる沈黙はどのようなものだろうか、人々 よ、それを通して、一つの時代の
終わりと次の時代の始まりであることを、驚愕する人類に証しすることができるのだろうか。 
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21 戦争がしばらく止んだら、自然の力が落ち着いたら、私の法と教えに対する迫害がなくなったら、人類に大きな沈
黙が訪れるでしょう。この沈黙は、第七の封印が開いて人類にその秘密を明らかにするという告知になるのです。この本の
最後の部分こそ、あなたが知るべきものであり、あなたの霊が父を知り、自分自身を知るために所有しなければならないも
のなのです。 

22 スピリチュアライゼーションは、全人類に現れるでしょう。闘いの時はすぐそこ、前兆はすでに近づいている。国
民が自ら与えるのです。私は教会の長、司祭、すべての聖職者、牧師を私の正義で苦しめるだろう。この時、彼らは私の判
断を心の奥底で感じているのです。この時間帯に冷静な人は一人もいない。ある者は首を曲げ、ある者はすすり泣き、また
ある者は良心の声を封じ込めようとする。しかし、すべての人は私を感じ、すべての人は私を感じる。なぜなら、私はこの
瞬間、すべての人とともにいるからだ。 

23 私はペテロが設立した教会を人類の中に発見したいのですが、その礎石の上に聖域は築かれていないのですね。彼
の後に続いて、自分を犠牲にする人がいかに少ないことか。 

私は偉大な教会、偉大な宗教組織、華麗さと富、華麗さと権力を見る。しかし、私は霊的な華麗さを見ず、美徳の祭服
を見ず、私の普遍的な力の一部である力を見出せない。そして、本当に、私は、「ペテロの信奉者」たちが、自分たちに従
って人類を不幸と死に導いた人々 を思い浮かべるとき、霊の谷ですすり泣くのを見るのです ── 

この時代に使徒やペテロの信奉者を名乗る人々 の唇が、愛を語り、キリストを語り、世界平和を語りながら、その言葉の裏
で殺人的戦争をあおっていることを、あなたに告げます。 

ペテロは死を蒔いたのではありません。私は彼の手から剣を取り上げた。自分の命を捨てて、人に命を与えることを教
えました。私は、自分の血を流して、それが愛の種のように、真理の証のように、自分の業の真の印のようになるように教
え、彼は人生の旅路の最後までこれを全うしました。 

24 したがって、この第三の時代において、私が模範として、大使として人々 の間に残した人々 の種を裁くとき、私は
ただ人々 に、彼らは愚か者のように砂の上に建てたと言うことができ、人がその父と主に真の教会を築くべきペテロのゆる
ぎない岩の上に築く方法を知らなかったと言うことができるのです。また、あなたがたに言います。すべての栄光、すべて
の力のうち、一つの石も他の石の上に残ることはないでしょう。 

しかし、この後、大衆はどうするのだろうか。羊飼いもなく、ハードルもない群れはどうするのだろう。鐘が羊小屋に
呼ばれなくなったら、羊たちはどこへ向かうのだろう。 

25 そして、人々 よ、羊が鳴き声をあの世に向け、山の頂に羊飼いを求めるとき、わが王国はすべての人に訪れるだろ
う。わたしは約束どおり、わたしの預言者たちの言葉どおり、"雲に乗って 

"来る。その時、人は霊的なものに揺さぶられ、真理に怯え、上を向いて足の下にあるものをすべて忘れるだろう。そして
、もはや花崗岩の聖域を思い浮かべることもなく、鐘の音を聞き続けることもないだろう。そうすれば、人類は──心から
心へ、人から人へ、国から国へと目覚め、宝箱を開いて宝を明らかにし、善意のすべての人の中に入れてくれた聖霊を求め
るようになる。 

26 しかし、その時、私の啓示を説明する者は誰でしょう。その時、すでに父なる神のもとに目覚めている人類に、誰
が聖霊の神秘を説明するのでしょうか。 

27 そうすれば、あなたがたの口は、夜中のラッパのようになり、あなたがたの証言は、人の心を動かす力強い業とな
るであろう」。そのとき、あなたがたは世間に向かって、「ここに第六の封印の輝きがある！」と言うことができるように
なるのです。ここに、絶頂期の第六の封印がある!聖霊が人間の精神に御自身を伝えているのだ。羊飼いは羊を探し、物質
的なものを介さずに、御自身の声、御言葉、御自身のコンサートを聞かせる。そして、多くの人が耳を傾けるでしょう。あ
なた方がしっかりと歩む人たちだからです。 

揺らぐ姿は見せない、唇にためらいはない。あなたは、あなたの明確で深遠かつ包括的な証を、それを受け取りたいと
願うすべての人に届けるのです。そして、あなた方は使徒とみなされ、預言者として聞かれ、私の神性の先駆者、メッセン
ジャーとして共同体、家庭、施設の懐に迎え入れられることでしょう 

28 民よ、強くなれ。覚悟を決めて、私の作品があなたの心に深く浸透するように。持っていろ、そこに持っていろ、
これから勉強するのだから。あなたがたに言うが、あなたがたは私の仕事の多くをすでに理解しているが、まだすべてを理
解しているわけではない。私があなた方に与えている内省の時間には、あなた方が驚くような多くの教訓を理解することが
できるでしょう。 

     

あなた方は今、第三の時代に生きているが、第一の時代の預言者をどう解釈すればよいのか、まだ理解していない。その第
二の時代にイエスが語った御言葉を深く掘り下げず、聖霊が啓示した業を、まだ自分の理解に同化させていないのです。し
かし、あなた方は、これら三つの遺言書、三つの啓示を、あなた方の精神の中で一つに統合しなければならない。なぜなら
、これらはすべて一つの法、一つの書、一つの道、一つの真理を表しているからだ。 
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29 初代の本と二代目の本が、あなた方の手に、あなた方の目に、あなた方の心に戻る時が近づいている。そうすれば
、あなた方は現在によって過去を理解し、過去の時代に明らかにされた教えによって現在を確認することができるようにな
る。 

30 私は、わが使者である人間の手で、あなた方の過去という歴史を書き記すことを許した。私はこの第三の時代に、
あなた方に新しい啓示を伝えるために、私によって選ばれ準備されたこれらの声の担い手を通して、自分自身を知らしめた
のだ。これがあなたのプレゼントです。 

また、私は予言的な調子であなた方に語りかけ、この第三の時代に預言者を育て、これから起こる出来事をあなた方に
語りかけました。この予言はあなた方の未来です。 

過去、現在、未来はあなたと同じで、すべてを含んでいます。私があなた方に与えるのは永遠であり、あなた方はその
中で生き、私の意志に従って所有することになるのだから、あなた方は地上の時間だけを所有するのではなく、またこの時
間の主人でもない。 

31 スピリチュアルな腕を広げよう翼を広げよう目を開いて永遠を受け入れなさい。あなた方は人生と出来事の運命に
気づき、これまでのすべて、現在のすべて、そしてこれからのすべてを理解する霊能者なのです。私の光は、あなた方に多
くのことを理解させた。そして、あなた方が準備することによって、さらに多くのことを理解することになる。 

     

神学者や神智学者の前に立つと、彼らは驚くことでしょう。そうすれば、イスラエルよ、あなたがたのうちに臆病はなく、
信仰を欠くことはない。そうすれば、あなたがたは、本当に、私の目に偉大でない者の前に震えるであろう。他の霊的な目
も、あなた方を同等に、この時代の "労働者 "として見るでしょう」 

「今日、私の霊的な聖歌隊の一部を構成する魂として、長い間この通路の労働者として、道案内人、メッセンジャー、声の 

伝道者としてあなた方の中にいた人たちとして。 

32 見よ，先覚者たちよ。愛する人々 よ、ここにいる偉大な軍団を感じなさい。彼らは愛に満ち、尊敬に満ち、魂の中
であなたの上に、あなたとともに喜びを感じている。 

ロケ・ロハス、ダミアナ・オビエド、霊の谷に旅立ったすべての声の担い手たち──「働き手」、「柱」、地域のリー
ダー、そして私の指定の霊的刻印を持つ多くの人々 が、この瞬間に皆さんと交わり、第三時代の民、人類の間に顕現する聖
霊を迎える準備をしているこの第三時代の霊能者軍団を形成しているのです。彼らもまた、私に使命の遂行を提供し、私に
彼らの種を示し、あなたが父にそれを示すに値するように、あなたの準備の手助けをします。 

33 あなた方は、この祝福された時間、審判と愛の瞬間に結ばれ、父の前に一つの家族、一つの民を形成しているので
す。今、あなたの魂はどの領域で振動しているのでしょうか？スピリチュアルな領域でだからこそ、この平和と至福を感じ
ることができるのです。あなたは世の中の不幸を忘れてしまった。重荷を感じなくなり、口の中の苦味もこの瞬間は甘みだ
けとなる。どうして、みんな？なぜなら、あなたは人間や宗教的な考え、あらゆる宗派の上に立ちあがったからです。あな
たの喜びの叫びは、この広大な世界に響かないので、あなたはひそかに、謙虚に立ち上がるのです。しかし、スピリチュア
ルな世界では、創造主への敬意を表すために、すべての生き物が物質から解放され、昇華しているのがわかります。 

34 正義の声に目覚めたからこそ、自分をアピールする無限の存在に囲まれていると感じているのでしょう。しかし、
あなたが人間の声帯を通じてこの響きを聞くとき、地球の輪全体が精神の最も奥底でそれを聞き、私に尋ねるのです。"父
よ、天の国、あなたの国は、今や完全に私たちとともにあるのでしょうか 

"と。しかし、父はあなたに、「私は望んだ、あなたがすでに天の御国を心に抱いていることを望んだのだ」と言われます
。しかし、今日まであなた方はこれを達成しなかった、わが大義の兵士たちよ！」。 

35 組合を実現するためには、まだまだ苦労し、働き、苦しまなければならない。しかし、父の国が心の奥底にあるこ
とを実感できるのは、自分自身の一致を達成したときでしょう。この王国こそ、第二のエルサレム、すなわち、あなたがた
が私の意志に従って住むべき白い都なのです。その門は開かれ、その住人は備えられ、その城壁の中には平和と救いと永遠
の命があるのです。 

この道をもう少し歩くと、この街に到着します。今日、わたしはあなたがたに、最初のときと同じように、モーセに言
うことができる、「地平線に見えるのは 

約束の地！" 

36 モーセは最期の時、あなたが約束の地に入るのを見ませんでした。人間としての死を目前にした師も、民衆がその
法に立ち返るのを見届けることはできなかった。主が第一時代にモーセが登ったように山に登られたとき、地上のエルサレ
ムが何時ものように罪を犯し、何世紀もの眠りに沈んでいるのを見て、主の目と心はその愛する都に涙を流し、「エルサレ
ム、エルサレム、あなたはあなたとともにあった善を知らない」と叫ばれました。ヒバリが雛を集めるように、あなた方を
集めたいと思ったのです。しかし、あなたは眠ってしまい、私の歩みを感じず、私の言葉を聞かなかった」。 

イスラエルよ、イスラエルよ、あなたがたは長い間、わたしといっしょにいながら、わたしがあなたがたを愛したよう
な愛で互いに愛し合うことができなかったのだ。父なる神が何度もこの愛と兄弟愛を鼓舞し、ご自分をヒバリに変えて、そ
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の翼の下にすべての雛が場所を見つけ、互いを認め合ったのに、あなた方は団結していないのです。しかし、過去の時代と
同じように、人生の旅を続ける強さはあなたの中に残っているのです。 

37 約束の地を手に入れるために到着するのか？ 

38 そう、愛すべき人々 よ。ここからはもう、大都会の明かりが垣間見える。すでにここでは、その庭園の香りを感じ
取ることができます。ここからでも、そこに住む人たちの声が聞こえ、その現実感が、道を外さないようにと励ましてくれ
る。この美しい天のパノラマは、その門に到達するために絶え間なく前進し、最後に「私は自分の努力で約束の地を手に入
れた」と言うように、あなたを誘うのです。 

39 モーセの信仰と勇気が、あなた方を最初の約束の地へと導いたのです。子羊の血、主の血は、二度目にあなたを救
ったのです。これがあなたの賞品です。私のものを私から奪い去ることは、誰にもできない。そしてこの時代、人間の理解
器官を通して届けられるわが言葉は、あなた方を道へと昇華させる--

私が第三の時代の偉大な教えをあなた方に明らかにした手段である--

もう一回。それは、道から外れることを許さない良心の光であり、真実のための同じ開かれた裂け目である。 

言葉や世界観の戦いの時代が近づいているのだから、決して距離を置いてはいけない。私の律法、私の啓示、私の教え
を誤って判断してはならない。しかし、あなたの同胞が与える解釈には注意しなさい。私の法に対して他人が下した解釈を
、あなたの判断、あなたの霊的感性に委ね、その解釈が正しいと思えば、それを受け入れればよいのです。もし、あなたよ
り先に理解している人がいたら、公平・公正に、先に目覚めた人、私の仕事の核心にその真実、永遠の価値、光を発見した
人に優先順位を与えてください。 

40 私は、狼の中の羊のように、再びあなた方を見送ります。しかし、この羊たちは覚悟を決めている、羊飼いなしに
行くことはないのだ。安全な方法とハードルの高さを知っているのです。道を歩きさえすれば、何も恐れることはないので
す。羊が狼になるより、狼が羊になる方が簡単だからです。しかし、もしあなたが道から外れて、傲慢、不従順、自己重要
性、物質主義の皮膚にすり寄るなら、あなたは捕食する狼、猛獣になるでしょう。しかし、その後、災難でしたね。より強
い狼とより強い正義、罠と奈落があるからだ。 

41 私の道は、あなたの良心に書かれている。やがてあなた方には、地上の魂の羊飼いも、目の前で儀式を行う聖職者
も、普遍的な神の神殿を象徴する集会場もなくなってしまうのです。あなたは全世界を自分の神殿とし、あなたの霊の前に
、主、師、知恵と愛に満ちたあなたの愛するイエスが、いつもあなたの話を聞く用意をしているのです。あなたは自分の心
以外に祭壇を持たず、自分の良心以外に指針を持たない。 

42 これらの教訓は、あなた方の心の中に明らかにされ、形となったのです。あなたはもう道から外れることはできな
いでしょう。 

あなたが地上の神々 も儀式も牧師もなく生きているのを見たとき、世間は憤慨し、あなたと私の真理の証しを与えうる
ものを非難するでしょう、そして、あなたが孤独でないようにするのは、あなたの行い、あなたの徳、あなたの人生である
ことを。なぜなら、あなた方は口先だけで私の仕事を広めるのではなく、それを実践しなければならないからです。あなた
方の人生の一つの行為は、それがどんなに説得力のあるものであっても、何千もの言葉よりも価値があるのです。愛、優し
さ、犠牲──そうすれば、世界はあなたの中に私を認めるでしょう。 

43 私はあなた方を教師として私のところに残し、たとえあなた方がいつも私に対して幼子のように感じていても、男
性に対しては主人のように、私があなた方に与えたすべてのものをはぐれ者に置く兄や姉のようになるのだ。そして、もし
彼らの愛と私の仕事への献身のために、彼らがあなたよりも偉大になるならば、それを認めて微笑んでください。なぜなら
、あなた方は皆、初めから同じように生まれてきたのだから、対等な立場で私に到達しなければならないからである。 

皆さんは、私を理解するために偉大な存在になるのです。あなた方はみな、父を感じ理解するための力と知恵と愛とを
備えた霊となり、父とともに、わが意志のままに宇宙を支配するようになるのです。 

今のところ、あなた方は劣った人間より優れた人間です。しかし、ちょうど私がこの世界を支配するようにあなた方に
委ねたように、その後、私があなた方を私の王国に連れて行くと、あなた方は皆、父に向かって王子となり、全被造物を支
配するようになるのです。その時、あなた方は真の偉大な支配者となるのです。誰も他の人に優越感を感じることはありま
せん。愛がすべての働きを支配し、父を愛し、自分を愛することによって、常に完全な霊的至福を得ることができるのです
。父も隣人もいない、遠い存在だと感じるようになる。ある世界が別の世界の隣にあるように、現在、ある家が別の家の隣
にあるように、ある世界が別の世界の隣にある。 

44 こうして、人々 よ、こうして、弟子たちよ、私はあなたたちを完成に導きたい。こうして、わが意志に従って、あ
なたたちは永遠から準備されたこの偉大な「都市」に到着し、この平和とこの完成において、あなたたちが住人、永遠の住
人となるようにするのだ。 

45 1866年から1950年まで、私が以前の伝達形式を通してあなた方に明らかにしたことは、すべて『七つの封印の
書』に書かれており、この人類のすべての出来事は、そこに書かれていることを確認している。わたしはいつも、わたしの
子どもたちに自分自身を知らせてきた。現在、あなた方はまだこのような形の顕在意識を持っていますが、これからはあな
た方と一緒にやめることになります。 
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46 私を知ってもらうための新しい方法が生まれるだろう。精神と精神がぶつかり合う、完璧な形。霊的な発現は人の
間で高い完成度に達しますが、それはあなたがこの世と肉体の殻を離れた時に初めて最高度に達します。私はこの贈り物を
通して多くの謎を解き明かし、新たな偉大な啓示をあなた方に与え続けるだろう。人は霊化の道に入り、この手段によって
、自分の事業、使命、任務、科学のための光を見出すのである。 

47 精神と精神の対話によって、私はすべての人から問われ、求められ続けます。この手段で、私はわが子たちに語り
かけ、彼らを奮い立たせる。謙虚に、柔和に、敬虔に、この恵みによってわたしを求める人は幸いである--

彼はわたしのうちに豊かで無尽蔵な光と啓示と恩恵の源を見出すだろう。しかし、悪い方法で私を求める者には災いがある
。私は彼を訪ねて、その誤りを理解させるであろう。もし彼がまだ愚かであるならば、彼は見かけの光と接触するだけで、
それは闇と誘惑である。 

48 私の教えの始まりから少しずつ来ていますね。あなた方は道に疲れ、病み、そして何一つ良いものを持たずに私の
足元に来たのです」。私の言葉と愛の証は、すべての不信仰に打ち勝ったのです。私のスピリチュアルな本質が物質主義を
打ち破ったのです。岩のような硬い心を繊細な心に変え、罪人を私のしもべとしたのです。悪に溺れた者たちを、私は生ま
れ変わらせ、私の働き手として生まれ変わらせた。自分の足で歩くことができない多くの人々 を、私は地域のリーダーに仕
立て上げ、人々 の良心を研ぎ澄ましたのです。 

多くの不敬な唇が、後に神の言葉を口にしなければならなかった。科学と人智の光に閉ざされていた多くの無学で不器
用な心が、霊界の光にアクセスできるように進んで開いたのです。しかし、本当にあなたがたに言います。私は、わが召命
の者たちを階級やカースト、家族の性別に分けたりはしていない。科学者を否定しているわけでもなく、書記を否定してい
るわけでもない。私は教養のある人に門戸を閉ざしたわけではありません。教養のある人は、教養のない人よりも早く、よ
りよく私を理解することがよくあるからです。また、無学で無知な人が、自分の中で魂の悟りが開いたと先に告白している
ケースもある。 

49 全てに電話をかけました。私は、わが子たちの行く手に使者、前触れを置いたが、多くの者がわが呼びかけの声に
従順であったとしても、他の者は耳が聞こえず、決して私のもとに来ることはなかったのだ。しかし、ある者は確信し、信
仰し、ある者は不信仰を克服して勝利し、ある者は病気で健康を取り戻し、さらにある者は私にこう言った、「父よ、もし
あなたが私を癒さないなら、それでもあなたに従います」。 

50 そして、人々 がその影に集まり、そこで、わが声の担い手、賜物の担い手、教会の指導者、「柱」、予見者、「金
の羽根」、「土台石」によって、わが神聖な顕現を受けることができるように、数多くの謙虚で貧しい集会所の存在を許し
たのである。私は七つの霊を具現化した七つの賜物を通してこの民に語りかけ、彼らを導き、彼らを整えたからである」。 

     

わが選ばれし者たちの不完全さにもかかわらず、彼らの欠点や理解の欠如にもかかわらず、私は常にわが業を明らかにし、
それが言葉であれ、顔であれ、試験であれ、この民にとって動機と刺激となるように、またすでにこの啓示の真意を信じて
いた者たちが二度と疑うことがないようにした。 

51 多くの者が私に背を向けたが、多くの者が道を守り、この時代の終わりまで私に従った。この不動の者たち、働き
手たち、大勢の指導者たちは、あなたたちです。あなた方は、大勢の魂と心を引き寄せ、その大勢の人々 の健康、道徳、宗
教的実践が変化するのを目撃してきたのですから。最初の歩みでは、貧しく、病み、困窮し、無知であった彼らが、今では
、イスラエルの多くの人々 の唇に光が宿り、行動に真実が見られ、生活に再生が見られ、神への礼拝にあこがれと願いと完
成が見られるようになりました。 

52 わたしは誰に対しても、わたしの言葉を拒んだことはない。私は常にこの人々 のためにスタンバイしており、これ
らすべての仲介者を通して、本質、真実、生命を流してきました。すべての人が自分自身を準備する方法を知っているわけ
ではありませんし、すべての人がスピリチュアリティを発見しているわけでもありません。最も大きな成果を上げた人たち
は、準備、高揚、そしてわが仕事への献身のおかげである。しかし、今、最後の日が来た。私がすべての人に告げた。この
日、父はその言葉を、あなたがたが持っていた形で永遠に終わらせなければならないことを知らない者はいないのだから。 

53 国民はこのイベントに準備ができているのか？ 

54 弟子はこのテストに耐えられるだけの力があるのか？ 

55 ある者は強く、ある者は弱く見える。そして師は強い者に向かって言う。弱者を頼れ！？そして、覚醒した者たち
へ。寝ている人を見てくださいそして、最も進化した人たちへ。取り残された人への責任を感じろ!そして、最も多く受け
取っている人たちへ。この教えを意識して、時が来たら他の人にも教えてあげましょう 

56 しかし、父はすべての民に尋ねます。「なぜ、これ以上、主人を引き留めようとするのか？なぜ、父なる神様に、
ご自分の言葉を超えて、不完全な例をあげてお願いするのでしょうか。私が不変であること、不変であること、完全である
ことを理解していないのか？私が長年にわたって辛抱強く与えてきた私の御言葉を、あなたは見逃していませんか？ 

57 私の言葉は完全な仕事であり、それは今、あなたとともに終わりを迎えた。あなたには才能があり、教えがあり、
私の啓示があるのです。私はあなたを用意した。これ以上何を求めるんだ？人々 よ、これ以上父から何を望むのか。 
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58 それにもかかわらず、眠っている者たち──不従順な者たちは、冒涜すること、私の戒めを無視することに慣れき
ってしまい、こう言うのです。主はその民に何でも与えることができる。私たちの意志を実現することができる" 

59 ああ、まことに、これらの者は、自分の言うことを知らず、また、自分の身をさらすことを知らない。 

60 主の正義の大いなる日はすでにあなた方とともにあり、人間の正義もまた──警戒し、脅かし、私の神の正義に照
らされ──人間の業を裁くために身を置くことができるのだ」。 

61 神業、霊言を受け入れた者はすべて--

私の教義と私の法則を用いて人を治め、教え、悪徳と罪を抑制し、永遠の道へと導いた者はすべて--

裁きの中にいるのです。その中で、あなた方、イスラエルが第一であり、あなた方の後にすべての宗教が来るのです。 

62 私の体重計です!ここに、わが正義と、わが容赦ない剣がある。我が民よ、もう私を信じるな。反省の年、許しと
和解の年に、立ち上がり、殺戮の武器を手にし、平和の白い面を兄弟の血で汚した、この人類のようであってはならない。 

63 災い転じて福となす奈落の底に立たされているのです。苦悩の大いなる聖杯を澱まで空けるに近く、目覚めるため
には苦悩の大いなる叫びを発しなければならないだろう。 

64 それが人間の望みだった。私は彼に私の平和を提供し、私の愛を提供し、さらに彼に近づいたのに、 ── 

彼は私の王国を何も望まず、自分の王国を望んでいる。また、わたしの力の何ものでもなく──彼は自分の力を好んだ。私
の祝祭の衣も何もない」。彼は永遠の命を望まず、ただ人のすべての行いを清算する一時的な権力と死を望んでいる。 

65 私の平和を求める者、人間の不当な戦争に死を見出す者のために、私はあらかじめ居場所を定めているのだ。右手
に武器を持って戦場にいる者は多いが、良心は彼らに語りかけているのだから。良心の呵責、心の中の絶望は、父にこう言
うのです：「私が死を蒔いたので許してください。私はそれであなたを傷つけたからです。 

66 この人たちは、私を感じてくれた人たちです。私が救うのです。彼らのために祈るのだ、人々 のために。多くの人
が平和に帰り、多くの人が故郷に帰るでしょう。なぜなら、私の声が彼らをこの平和と正義の領域に呼び寄せ、彼らにこう
言うからだ。「地上では正義を見出せなかったが、私の正義は存在し、あなたを呼び、あなたを取り囲み、あなたを生き返
らせる。 

67 まだまだ辛い試練をたくさん経験することでしょう。父の光で準備された1950年が人間の悲劇に覆われ、自分た
ちの血で汚され、大きな出来事で揺さぶられたのなら、1951年はさらに人類を揺さぶるだろうと、私は真に言う。 

68 私の一部を構成し、これらの試練を生き抜くために準備されたあなた方は、「見る」ことをやめず、「祈る」こと
をやめないでください。あなたは平和のマントのようなものであることを忘れないでください。バームの所有者はあなた方
であることを忘れないでください。あなた方はこの世の慰めであり、それゆえ、あなた方が私のユニバーサル・レイと私の
霊的世界と結びついたままでいることを望み、至高の王国を経験できるようにするためにこの世を去ることを望まないこの
時に、私はあなた方を連れて行かないことを忘れないでください。あなたにはまだその時が来ていない。人々 のもとにとど
まり、祝福と赦しを与える存在となれ。 

69 武器の準備はできている。あなたの強さが、最後まであなたを支えてくれるでしょう。しかし、本当にあなたがた
に言います。これらの不幸は、自分だけが感じていると思わないでください。すべての試練において、私はあなたに慈悲を
与えていると考えてください。すべての苦しみや逆境には、恩恵とあなたへの愛の証が伴っているのです。 

70 私は裁判官として話をしました。私は裁判官としてあなた方と一緒にいますが、私の司法権は全世界に及んでいま
す。 

師として、あなた方はこの数年間の指導の間、私を持ち続けました。この3年間は、私が第二の時代に説教した3年間の
思い出として、また、3回の思い出として捧げたものです。 

師匠としての私の教えの仕事は、私の言葉のすべてです。聖霊としての私の啓示は、この教えの時間を通して私があな
た方に言ったことのすべてです。この書物は、聖霊の火によって、あなたの良心に、あなたの心の肉に書かれたものであり
、そこにはわが言葉が消えないように残されている。全世界に向けて打ち出す。そして、過去の時代には不可解なものとし
てあなたの中に置かれていたものが、この第三の時代にはあなたの精神に素晴らしい光線によってクリアーにされつつあり
ます。 

71 私はあなた方を、私の仕事、私の言葉、私の戒めの通訳者として残す。主の言葉、主の律法、主の預言、そして私
の神聖な命令によってヨハネが人類に伝えたすべてのことを突き止めようとするあまり、人々 がいかに混乱してきたか、ご
覧ください。人間、神学者、解釈者は、どうやって真理に到達することができるのだろうか。聖霊があなたに語られたこと
をあなたが証言することを通して。 

聖霊は、そのすべての教えの中に光を当てている。彼は何も隠さなかった。すべてのベールが取り払われ、人々 に宝庫
が開かれたのです。あなた方はこの光の管理人であり、聖霊の弟子、子供と呼ばれているのですから。だから、人々 のもと
に行き、理解させるのだ。予言が成就したこと、そしてこれから成就することを理解することができたとき、彼らの喜びは
いかばかりであろうか。 

72 聖霊の預言者、使徒たちよ、祝福されたイスラエルの民よ、このようにして、あなたがたはこの高い運命を全うす
るのだ。このように、あなた方は私の弟子であり、私を師と仰いできたが、最後に私を父と認めてほしいのだ。 
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73 もう一度、私の愛のテーブルに座ってください。皆さんは私の弟子です。私はいつもパンを十二に分け、私の民の
十二部族は同じ量を食べてきた。 

     

聖餐式で、第二の時代に私の使徒たちに囲まれて食事をした最後のとき、私はパンを取りながら彼らに言った。「取って食
べなさい、これは私の体である」。私は葡萄酒を祝福し、"飲め、これは私の血だ 

"と言って彼らに飲ませた。しかし、その後、私は "私を思い起こしてこれを行え！"と付け加えました。 

74 第二の時代、人類はこのシンボルを糧に生きてきたのです。しかし、父が、もはやイエスによって肉体の中にでは
なく、霊的に雲の間に、あなたがたの間に再び現れ、謙虚な人間の被造物によって、神の霊の光を通して御自分を知られた
とき、私はあなたがたに告げた。時代は変わり、時代は過ぎ去り、今日、わが言葉は体であり、その意味は血である。マス
ターとの交わりは霊的なものです。 

しかし、この瞬間、私がこの形で最後にわが言葉を与えるとき、あなたがたに言います：あなたがたの食物であり、本
質と生命、救済と再生、健康と希望であったこの言葉は、永遠の本質を含んでおり、たとえあなたがたが声の担い手を通し
てそれを聞かなくなったとしても、それは生命の源として、パンとして、絶妙の食物として、バームと希望として常にあな
たの中にあることを忘れてはいけません。 

75 私があなたに残したものを、いつもあなたの魂に抱いていてください。しかし、もしあなたが師との完全な交わり
に入りたいなら、もし彼を心に完全に受け入れたいなら、準備、思考と心の純粋さは、魂を逃がすのに十分であり、それは
私を見つける方法を非常に早く知っているだろう。それは、私を食べ物に変え、生命と味覚に満ちた滋養に変えてくれるこ
とでしょう。 

76 人々 よ、このように自分を整え、常にこの完全な交わりに入ることができるようにしなさい。私の励ましと安らぎ
を欠かすことはありません。 

あなたたちは私の周りに座り、この命のパンを食べなさい。謙虚な者、私を非常に愛した者、試練にもかかわらず忍耐
強く私に従った者の中に、私の仕事を人間の司法の手に渡す者がいる。ある者は、みすぼらしい金のために、我が仕事、我
が自身の言葉、我が遺言を改竄し続け、あなた方はもう一度、"私は明日、勤勉で従順な労働者から裏切り者に変わるのか
？"と自問することだろう。 

"あの主人は誰ですか？"とあなたの霊が私に尋ねるので、私はあなたに言う。あなたは知らない。しかし、今この時、
私はあなたを準備し、あなたに力を与え、あなたの裁きを私だけに委ねることができるようにしている。 

77 もし、あなたの行く手に裏切り者、不誠実な者、心の弱い者、不信心な者、冒涜する者、世俗的な者を見たら、立
ち上がり、彼を赦しなさい──そうです。私があなたがたに話したこの裁きの言葉をもって、愛をもって彼に語りかけなさ
い。しかし、それは私の判断であって、あなた方の判断ではない、人々 よ、あなた方はまだ完全ではないのだから。 

私の仕事の中で働き、それを果たす間、裏切り者はいないと思え──世俗的な者がいることを忘れ、おとなしい者しか
いないと思え。誰も責めず、ただ愛し、許し、働け。あなたの使命の達成の背後には、私の正義が立ち、すべてを決定し、
すべての人にその光と完全性を返し、人生の始まりにおいて完全であり、その終わりにおいても同様である人々 を、私の仕
事と私の法の中で正し、ふさわしいものとするのである。 

78 私の最後の言葉 ── 

私が十字架の高さからあなたを導くことができると信じますか？人類は更新されない。嘆きはわたしに届き、人の冒涜はわ
たしに届き、人の戦いの耳障りな騒音、子供の泣き声、男と女の荒廃がある。 

悲しみと貧困、衰退する帝国と崩壊寸前の大国、人類全体の死の息吹が見えるのです。そして、これらの罵声や喚声の
中にあって、人の間に響く声が、私のもとに届き、私の神霊を動かしているのです。それは、"Come!"という言葉です。
それは、この世界が私に言う、"来なさい！"ということです。御霊が私の約束を持っているからだ。私が再臨を告げたこと
を人々 が知っているからだ。"主が再臨を告げた 

"と言って、人々 が互いに目覚めさせたからだ。人間の正義がない中で、彼らは私の平和と正義を求めて私に向かい、"主よ
、なぜあなたは来てくださらないのですか 

"と言うのである。なぜ、あなたは私の痛みを見ないのですか？なぜ、私の悲劇を顧みないのですか。 

79 私は今、人類よ、あなたを見つめています。父としての私のまなざしはあなたを見るが、私の目は裁判官のもので
もある。あなたは私を父として望んだことがない。あなたがたは、私に覇権を認めなかった。あなたは私を主人としてでは
なく、裁判官としてのみ望んだのです。 

あなたがたの良心の重荷を重くしないために、わたしは十字架に架かっていることを告げない。見えないところで、私
は山の上にいる。しかし、あの十字架の上と同じように──両手を広げて、計り知れないほど開いて、あなたを抱きしめて
いる」。そして、その時、私の脇が開いて、あなたに愛の水と血を注いだように、今日、私の霊が開いて、すべての人に許
しと慈悲と平和の神聖な水と血を注ぐのである。 

80 腕が広がる！？私の全霊があなたの痛みを感じています。しかし、あの肉体的な痛みでもなく、人間的な痛みでも
なく、拷問された魂の痛みでもない。それは神の痛みだ──限られた生き物には理解できない、あなたには知ることのでき
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ない痛みなのだ。本当にあなたがたに言います。私は渇く、人々 よ、私は渇く、人類よ、あなたの平和のために、あなたの
救いのために、あなたの愛のために！私は渇く、人々 よ、私は渇く、人類よ、あなたの平和のために、あなたの救いのため
に、あなたの愛のために。 

81 今、人間の声帯で聞いている人は、その瞬間、手を上げて信仰の兄弟を怒らせる勇気はないでしょう。彼らは、主
の前で侮辱を口にするために唇を開くことができなかった。しかし、この顕現に立ち会わない者は、互いに傷つけ合い、殺
し合い、生命、福祉、愛という貴重な宝を奪い合うことが大いにあるのです。これは、自分たちが何をしているのか、まっ
たくわかっていないから起こることなのです。 

しかし、この崇高な日、世界的な愛と正義の日、肉体を捨てて霊的な空間を旅するすべての人々 は、この山の頂上から
、「本当に、今日この日、あなたは私と一緒に楽園にいる」と語るイエスの力強い声を再び聞くのである。 

82 この神の影響のもとに準備された者はみな、目覚めて私にこう言うのです：「主よ、『聖』と呼ばれるこの年の最
後の日に、私は自分の体を捨てて未知なる世界へと昇るのです。私を受け入れてください！"本当にあなたに言う、彼らは
私の王国で私を見つけるだろう。しかし、神を冒涜する者たちは、肉体の目を永遠に閉じると、霊の中の目は私の光に閉ざ
され、自分の判断の後にのみ開くようになるのです。 

83 キリストは、人間として、すべての痛みを感じ、その痛みの中で短い時間、聖霊に見捨てられたとき、人間として
、"わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか "と言われたのです。 

84 今日、わたしは、わたしとともに生き、歩み、苦しみ、罪を犯すすべての人に言う。肉」の弱さを感じたら、師匠
のように霊を呼び起こしましょう。精神は肉より強い。肉」は今も昔も弱いものです。しかし、もし試練が精神にとって非
常に大きく、それよりも強いものであるならば、わたしに立ち返りなさい。この試練の力の結果、霊の不在を感じたとき、
あなたの肉体の殻が「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」と言うことを許すのは、この場合だけであろ
う。そうすれば直ちに、あなたの目に、あなたの魂に、一筋の光が差し込み、光の道へと引き上げ、それが孤独ではないこ
と、神は決して見捨てないこと、父は子を見捨てられないこと、とりわけ、大きな試練の時、その子が主を完全に目撃する
時に、その証拠を与えてくれるでしょう。 

85 私は、あなた方が団結するのを見送り、あなた方をいつも包んでいた優しさのマントをあなた方にかけます。その
暖かさは、あなた方がすでに知っているとおりです。 

86 マリアはその人間性に対して、文句も非難も一つも口にすることなく、キリストの足元にいたのです。ですから、
彼女は女性として、また霊として、父の目に偉大に映ったのです。なぜなら、彼女は神の中に存在する普遍的な母性の霊だ
からです。そして、この祝福の時、私はこの愛をわが民に刻印する。なぜなら、あなた方は第三時代のマリアの民であり、
現在と未来の人類にこの愛の存在、この香り、この無限の優しさ、このとりなし、この人間には理解できない処女性を知ら
せる者だからである。そして、私の中にいて、すべてのものの中にいる彼女は、「宇宙の中で常に母であり続けなさい」と
いう声を聞くのです。そして、この時代の全人類を代表するこの人々 に、「人々 よ、息子よ、ここにあなたの母がいます！
」と言うのです。 

87 あなたを苦しめたり、悲しませてはいけないと思うからです。私の神聖な霊は悲しい、死ぬほど悲しいが、私は最
後の晩餐に参加したという記憶をあなた方に残したいのだ、愛する人々 よ、この最後の時間があなた方の心に消えない記憶
を残すものになるように--甘い時間、交わりの時間、幸福の時間、あなた方が長い間聞いてきた『言葉』を聞くために。 

霊的な飢えと渇きが満たされるまで、豊富な霊的食物を食べたところで、この時間の世界の苦しみを考えてはいけませ
ん。皆さんと一緒です。今この瞬間に今を考えてはいけない。そして、愛に満ちたこの食卓で、父なる神さまを囲むあなた
がたの姿を目にするのだ。 

88 取って、食べる!私の言葉は私の体です。飲んで飲んで!私の血は、あなたがこの第三の時に私を真に発見した私の
言葉の中に置かれたエッセンスである。声の出し手にではなく、声の調子にではなく、人間の言葉の外形にではなく、その
意味の深層に。本質があり、それはわが言葉の血そのものである。飲め！明日はパンとワイン、人類の間の身体と血になる
のだから！」。 

89 この食卓は、決して法廷ではなく、師匠の教えに浸っている弟子や生徒のためのベンチであり、準備によって、師
匠がいつでもご自身を知らせてくれるに値する存在になるのです。明日、私はエマオの旅人のように、また、私の存在と私
の証明を必要とした使徒たちのように、彼らを励まし、高揚させるために、同様にあなたを驚かせるだろう。 

あなた方の間に偽りがあってはならない。あなた方の証言は常に真実でなければならない。そうすれば、あなたの預言
者の唇は、ここにいるこの愛する民である大群の歩みを安全に導き、決してつまずくことはないだろう。その門は全世界に
開かれており、真理を求める者、霊化を渇望する者はそこから入ることができるのだ。そして、あなた方は、民衆の良き指
導者、案内人として、しっかりとした足取りで、白く輝く都の中心へと民衆を連れて行くのです。 

90 私の判断は与えられ、私の指示と私の啓示も同様である。わが父なる平和、わが愛撫はすべてとともにある。私が
真実と精神であなたを私の神聖なハートに押し付けていることを感じてください。 

91 聞いてください、心の奥底で響き始める父の声を、この瞬間、あなたの奥底に響きを求め始めている声を。私は今
この瞬間から、恵みの時、霊から霊への対話の時に、あなた方に別れを告げます。 
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92 愛する人々 よ、旅立ち、家々 に入り、至る所で平和を作れ。私の遺言書を持参し、私があなた方に明らかにし、こ
の第三の時代の過去の時代に与えられた私の言葉を実現するためにあなた方に託した私の三位一体・マリア的霊的仕事を最
後まで守ってください。 

93 私は「雲の上」に来ました。そして、1866年、ロケ・ロハスから1950年まで、私の普遍的な言葉を響かせた最
後の声の担い手たちによって、言葉において、本質において、存在において、力において、私を手にすることができた。し
かし、今日、私の民、イスラエルの民、12部族の構成員を構成する数人を知ったとしても、明日、私が人類の間に残すこ
れらの証人や使者を通して、私の言葉は全世界に知られることになるだろう。それは真理として宣言され、地球の巡礼者の
ための命綱、保護港、導き星となり、全世界の平和の王国となるであろう、これは私の意志であるからだ。 

94 私はあなたに私の平和を残します。さようなら、愛する人たちやがて、あなたがたは聖霊のうちに、豊かに私を持
つようになる......なぜ、あなたがたは泣いているのか、人々 よ。今この瞬間、私があなたにどのように私の言葉を証明して
いるかを見てください。私はあなた方に語り続け、私の命令に背かないようにします。 

95 皆さん、私のもとに来てください。泣け、泣け、私はお前の涙を受け取る。肉は弱いが、霊は強い。それは、自分
が受け取ったものを知っており、わが意志に従順であり、一致しているのです。しかし、あなたの体の殻は、人生の旅路で
弱さを感じることもある子供であり、あなた自身が強くしていくものなのです。 

96 さあ、人々 よ、あなたの痛みをわたしの足元に置いていってください。心を開き、最後の嘆きを私に託し、平和に
変えてください。長い間、あなたは私の言葉の不在を知ることによって引き起こされる痛みを黙殺してきた。しかし、最後
の瞬間に「肉」に裏切られ、体の殻が未熟で弱くなってしまったのです。私は彼女を腕に抱き、揺りかごにして、「恐れる
な」と言います。もし、人生があなたの口に苦い杯であるなら、私はあなたの霊によってそれを甘くする方法を知っている
からです。 

97 涙を流す目だから、痛みの悲しみを溢れさせる。泣くがよい、こうして自らを清め、新時代を明確に見るのだ。 

98 労働者となった男、女、若者、大人、子供たちよ、私のもとに来なさい、そして、あなたがその中で最後の涙を流
し、悲しみの最後の息と最後のため息を父の中に置いたとき、私の神聖なる現存においてあなたの心の痛みに安堵を与える
のだ。喜び、平和、嬉しさだけが残る。なぜなら、あなた方は、果たされた義務に対して良心が与える安心感と、準備され
た新時代の希望を持っている人々 であってほしいからです。 

99 あなたたちは、私のヒーリングバームの持ち主です。それに力を与え、体を癒し、この健康をどこにでも持ち運ぶ
。 

100 あなたが父の心にかけたものは、すべて父の中にあるのです。私は本当にあなたの声を聞き、あなたを大切に思っ
ています。 

101 このお願いのために──受け取ってください。 

102 全世界が私の平和と祝福を受ける。もし、その準備の仕方を知っているならば、もし、この時代の別れを前にして
涙を流すことができるならば、祝福されるでしょう精神化、再生、平和のために立ち上がるなら、彼女は幸いである。 

103 私の平和、私の祝福、私の武器、あなたが勝利するために、受け入れてください。私のホストがあなた方と共にあ
り、また私のバームもある。やがてあなた方は父の普遍的な声、聖霊の声、霊界の印象的な声を聞くだろう。それはまさに
この夜、教会で、家庭で、道で人々 に知らされる。これが私の意志だからだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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