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イツ語原文の内容に忠実に加工されています。  

これまでに、以下の巻が翻訳されている。 
 

ステータス：2020年 12月 
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ドイツ語原文から各国語へ  オランダ語、ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語、ポルトガル・ブ

ラジル語、。に続くこと。和漢 

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

語  

実生活の本 

ドイツ語原書から英語版：Volume IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - 他の 5巻はすでに英語版が出版されていま

した。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  
 

これらの作品をすべての人が無料で利用できるようにすることが、主の御心です。この作品を売っ

てお金にするのは、御心ではないのです。全巻、インターネットから PDFで無料でダウンロードで

きます。  

また、世界中に御言葉を広めることも主の御心です。これは、私自身の、霊的な例の証言に関連し

て起こることである。このため、これまでに出版された私の個人的な霊言例全 6巻と、「真の生命

の書」に基づくドイツ語と英語の詩集 5巻は、私のホームページで無料で PDFダウンロードが可能

になっています。  

2017年、主は私を主の奉仕に召されました。私はこの歴史を上記 6巻に記録し、それぞれの日付を

表示した。この本には、多くの夢、ビジョン、主が私に啓示された秘密、予言、世界の時事問題に

ついての予言が含まれています。それは人類への警鐘であり、私にとっては浄化と昇天、そして父

の懐に戻るための段階です。  
 

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

ホスタには、次のような意味があると、主は教えてくれた。  
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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。  
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予備的発言 
読者は、「真の生命の書」を構成する各巻のテキストにおいて、常に異なる方法で展開されているにもかかわらず、い

くつかのテーマが、時には過剰な頻度で繰り返されていることに気づくだろう。これは、主から受けた教えをまとめたこの
編集物の繰り返し見られる特殊性である。 

この点については、本書に収められたメッセージは、この首都と全国（メキシコ編）に点在する50以上の集会所で受け
取られていること、他方、そのメッセージは多くの言葉の媒介者を介して受け取られていることを念頭に置かなければなり
ません。 

本当に立派なのは、この宣言のために選ばれた人々 の唇から発せられた言葉が真理であることを裏付ける、神師の教え
の全体が内的に一貫していることです。 

「私の言葉はすべてと一つである」と主はその声の担い手を通して言われましたが、それは真実でした。主は一人で明
らかにしたことを残りのすべての人に確認し、こう付け加えられました。 

第二の時代、神主が人類に啓示したメッセージも同じことだった。彼の教えを受けた4人の弟子は、彼らが聞いたこと
を人類に文書で残した。4つの表現方法の間に存在する類似性は驚くべきもので、多くの箇所がそれぞれの聖句でほぼ同じ
形で繰り返されている。四つの福音書が互いに確認しあうことによって獲得する説得力は、そのすべてに真理の核心を指摘
されるのだから、並々 ならぬものがある。 

この簡単な説明によって、読者が第三の時代のメッセージの中に、今回言及したような奇跡の存在を発見する一助とな
れば幸いである。 

真命の書編纂委員会  
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はじめに 
第1巻が出版された後、多くの読者から「キリストの霊的営為の起源をもっと知りたい」という声が寄せられた。この

要望に応え、第2巻はこの章で幕を開けます。 

メキシコにおける神の啓示の出現と最初の始まり。 

この「神のお告げ」に代表されるような大事件は、間違いなく神の手によって賢明に準備されたものであった。選ばれ
たのは、1812年にメキシコの首都で生まれたロケ・ロハス。 

若い頃から宗教的なことに打ち込んできた素朴な敬虔な男であった。そして、1861年6月23日の夜、霊的なビジョンを見
て、内なる声が彼に語りかけた。"ロケ、お前は強い「イスラエルの岩」となるために選ばれた者だ"。- 

その頃から、最初は意味が分からない内なる声がよく聞こえるようになった。また、霊的な現象が起こることもあった。こ
のため、彼は混乱し、気が狂いそうになった。彼は自暴自棄になり、聞こえてきた声に「誰が自分に話しかけているのか教
えてください」と頼んだ。そして、"あなたに話しているのはガブリエルである "とはっきり聞いたのです。- 

そのときから、ロケ・ロハスは内心穏やかだった。誰の声かわかるようになり、その声を聞くたびに、言葉の意味を理解し
ようと集中した。そして、自分の任務が明確になったので、指示されたとおりに、志を同じくする男女を周りに集めた。そ
のような集まりの中で、ロケ・ロハスの心を通してエリヤの霊が姿を現し、「私はタボル山での変容の預言者エリヤである
」と言ったのである。その場にいた人々 に最初の教えを与え、「第三の時代」、聖霊の時代が始まることを切り開いたので
ある。エリヤの霊は、バプテスマのヨハネを通して第二の時代のイエスの道をすでに備えていたように、最初の弟子たちの
装備にたゆみなく働いていたのである。1866年9月1日、多くの人々 が集まる中、エリヤはロケ・ロハスという道具を通し
て、7つの集会所の先頭に立ち、7つの封印を表す7人の信者に油を注ぎました。モーセの戒律、イエスの教え、エリヤの指
示を統合し、22の戒律からなる一つの掟とした、ロケ・ロハスが先に受け取った神の啓示が発表されたのも、おそらくこ
の日であった。- その前の会合で、12人の男女が、後に「声の主」となる聖職者に任命された。 

その時、ダミアナ・オビエドという若い女性に初めて「神聖なる光」が宿り、キリストが語りかける道具として選ばれたの
です。 

すべては神の意志に従って、非常にシンプルに起こった。人間の弱さと不完全さのために、始まりは謙虚だった。しか
し、今世紀の初めには、キリストが選ばれた道具を通してご自分を知らせる共同体がすでにいくつかあったのです。これら
の人々 は、男女を問わず、神のメッセージを伝える道具として、霊的な歓喜の中で働くために神によって選ばれ、準備され
たのです。スペイン語では「ポルタボス」といい、声の担い手、言葉の担い手、口寄せなどの意味がある。- 

1930年から1950年にかけて、この霊的な教えは統合され、首都とメキシコ共和国中の多くの共同体に広まった。大勢の人
に々はほとんど気づかれなかったが、キリストは栄光の教えの中でご自分を現した。それは、御霊の中、御言葉の中にある
キリストの再来であった。神の意志により、メキシコでの顕現は1950年まで続き、その前の晩年には、神師の説法が記録
された。霊的運動の忠実な信奉者たちがその記録を集め、1956年にスペイン語で第1巻の出版を開始した。現在、全12巻
で構成されています。- 

神の啓示は、それぞれの多数の集会で、異なる声の担い手を通して知らされ、そのメッセージの意味が完全に一致している
ことを考えれば、選ばれた者の唇から発せられた言葉が神の真理であることが、さらに確認されることになるのです。 

1950年以降も、信徒たちは各集会所に集まり、あらかじめ主から与えられた指示に従った。黙祷で精神を高揚させた
後、教えが読み上げられた。その後、霊視の能力を持つ「預言者」たちが、天の父から授かった視力を証ししていった。ま
た、直感を頼りに、読まれた説教のさまざまなテーマを説明し、深めていく人もいた。こうして、メンバーの精神化を促進
することになった。 

この文章を書いた人は、幸運にも1930年にメキシコへ職業訓練に行ったことがある。長い間、私は新しい世界とプロ
フェッショナルな成功の喜びを味わっていました。1942年、さまざまな戦場で国家間の大きな闘争が繰り広げられていた
頃、私はメキシコの首都で『神のメッセージ』に接し、すぐにその声に救われた思いがしました。それでも、最初は批判的
に調べていたのですが、やがて、これが天の父からの本物の啓示であることに気づきました。その時、私は熱心に聞き役に
なり、個人的に証人になりました。- 

リスナーであるメキシコ人コミュニティの中で、最大20人のドイツ人グループだった時期がありました。しかし、一部の
同胞は再び撤退してしまった。 

11年前、メキシコでの活動に終止符を打つべく、私はドイツに帰国した。その後すぐに、友人のトラウゴット・ゲルテ
ンボートと一緒に、ドイツ語圏の関係者にもこの驚異的な啓示を理解してもらうために、第一巻をドイツ語に翻訳し始めた
。第1巻は以前から翻訳されており、しばらく前にOtto Reichl Verlag, Remagenから "Book of True Life 

"というタイトルで出版されました。このたび第2巻が完成し、この本もドイツの霊的な兄弟姉妹の心の中に祝福された道
を歩むことができるようにと願っています。 
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ウォルター・マイヤー 

スタッフ Traugott Göltenboth（トラウゴット・ゲルテンボート 
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インストラクション 29 
1 弟子たちよ、また私はあなた方の間にいる。しかし、私が自分を現す形が新しいので、あなた方は理解できずに疑

い、形にこだわってはいけないと言う。このようにすると、真理はどこにあるのかがわからない。 

2 この時代、私が自分を現す手段は人間である。これが、あなた方が私の現れを疑う理由である。私のメッセージは
、声の出し手の唇から発せられる言葉の本質にあります。 

* 主がその心を通して、道具として、自らを知らしめる者の呼称。スペイン語では 

"portavoz"、すなわち声の担い手、言葉の媒介者、マウスピースという意味である。 

3 今日、あなたはあらためて疑う。昔のように、私に来てほしいのですか？あの時、あなたも疑っていたことを思い
出してください。 

4 私は学者や哲学者を通してあなた方に語ることはない。そうすれば、あなた方はこの言葉を私にではなく、彼に帰
することになるからだ。その代わりに、私は謙遜な者、無知な者、不器用な者を通して御自身を現します。そうすれば、そ
の人間の姿の取るに足らないこと、淡白なことと、その口から出る言葉の偉大さ、知恵とを比べたとき、主だけがこのよう
にあなたに語りかけることができることを理解するようになるはずです。 

5 また、「本当にマスターなのか」と疑う人もいます。私は良い道を歩んでいるのだろうか？これは誘惑の仕業では
ないか？- 

しかし、このように自問するとき、あなたは私の愛に満ちた御言葉を聞くのです。病気から回復し、安らぎを得ることがで
きましたか？- そして、自分の良心に、「はい、私はこのすべてを経験し、受け取りました」と告白するのです。 

6 皆さんが信じるのはまだ先のことです。時代、試練、出来事が人々 を目覚めさせ、明日にはこう言うだろう、「本
当に、ここにいて私たちに語りかけたのは、神の師であった。 

7 あなた方が自分自身を知り、それによって父をよりよく知ることができるように、私はあなた方に霊の秘密をたく
さん明かします。 

8 神を研究している人たちは、そうは思っていない。どれが真実の姿なのか？科学者たちは反対している。右はどれ
でしょう？宗教と科学は常に対立し、精神と物質が完全に調和して同居し、それとともに創造主の真の仕事を形成している
ことを人間は理解しないままであった。一方は人間の中で他方とは異なる使命を担っていますが、被造物のすべての存在と
同様に互いに調和することで、神の働きのように行うべきです。 

9 宗教が科学に対して投げつけた罵声の数々 、科学が宗教に対して否定した霊的生命の数々 ......。宗教は、科学が人
類に与えた悪を根拠とし、科学は、宗教のしもべが人類に教えた狂信と迷信を武器としているのである。 

10 あなたがたに言うが、ある者は自然の持つ真理の知識に欠け、またある者はわが律法の正しい解釈に欠けるのであ
る。 

11 私は平和の王である。私は剣を抜き、すべての罪と闇を滅ぼすために戦うつもりで来たのだ。私に従う者は、たと
え親や子から誤った判断をされても恐れてはならない。私の愛が彼らの戦いに補償してくれるからだ。 

12 第二の時代にはすでに、ある者は他の者を見誤り、ある者はイエスに耳を傾け、ある者はイエスを拒絶していたの
です。 

13 私の新しい兵士たちは、私の真理を忘れた人々 の間で、彼らの働きと模範によって、このメッセージを宣べ伝える
ために出発しなければならないのです。今日、私は埃をかぶった本の中にしか、私の言葉を見つけることができません。人
類は真の道から外れて、罪と悪と放縦に慣れきってしまったのです。罪はもはや彼らを忌避せず、犯罪はもはや彼らを恐怖
で満たさず、姦通は彼らに影響を与えない。 

14 人類よ、ここに私の言葉を理解できるように、限定された形で持っている。しかし、もしあなたがたが、わが存在
の証拠を欲するならば、わたしはすでにあなたがたに与えたし、さらに与えよう。 

15 第二紀、イエスが弟子たちを連れて旅に出たことがあった。彼らは山に登り、主がその言葉によってその人たちを
感嘆で満たしている間、突然、主の体が変容して空間に浮かび、右にモーセの霊、左にエリヤの霊がいるのを見たのです。 

16 その超自然的な光景に、弟子たちは神の光に目を奪われ、地に伏した。しかし、彼らはすぐに落ち着き、モーセや
エリヤと同じように王の紫のマントを肩にかけるよう、主人に提案したのです。その時、彼らは無限から降りてくる声を聞
いた。"これは私の愛する子、私がよく喜ぶ者。""彼に聞きなさい。" 

17 その声を聞いた弟子たちは大きな恐怖に襲われ、顔を上げると主人だけが見えた。主人は彼らに言った。"私が死
からよみがえるまで、恐れてこの顔を誰にも言ってはならない"。そこで彼らは主に尋ねた。"律法学者はなぜ、エリヤが先
に来なければならないと言うのか。"するとイエスは彼らに言われた、「まことにエリヤは前に来て、すべてのことを正し
てくれる」。しかし、エリヤはすでに来ているのに、彼らはそれを認めず、むしろ自分たちの望むようにエリヤにしたので
ある。"すると弟子たちは、主がバプテスマのヨハネのことを話しておられるのだと理解した。 

18 この時代、あなた方の目の前で、人類がイエスを知っていた人間の姿で私を見ることができるように、私は自分自
身を伝える身体を何度消失させたことでしょう*1。 
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* 

主は、聴衆の中にいた霊能者たちが、声を発した者の体が消え、その代わりにイエスの姿を見たという多くの証言に言及されたので
す。 

19 私の作品は、愛と慈悲と謙遜の道へ皆さんを誘う霊の山です。過去、現在、未来がひとつになり、法、愛、知恵が
ひとつのエッセンスになる新しいタボル山である。 

20 モーセ、イエス、エリヤ、これこそ主が人間に示された道であり、平和と光と完全の王国へと昇華させるためのも
のです。 

21 主の使いの存在を生活の中で感じてください。誰一人死ぬことなく、皆、道を踏み外した人々 の道を照らし、その
転落から立ち上がるのを助け、罪の試練の中で同じように愛を持って献身することができるように彼らを強くするために生
きているのである。 

22 モーセがエホバの霊感によって地上で果たした仕事を知ってください。神の言葉が語られたイエスの教えを深く学
び、エリヤに時代を代表される私の新しい啓示の霊的な意味を求めてください。 

23 このような神の啓示を完全に理解したならば、それらを3つの部分に分けた本を作りなさい。第1は法について、
第2は愛について、第3は知恵について述べていることが分かるでしょう。そうすれば、あなたがたは、律法こそが導き、
愛が高め、知恵が完成させるものであることを理解するでしょう。最後に、これらの啓示は完全な順序であなたに与えられ
、人間の生活を照らしていること、つまり、愛の教えは、あなたがすでに正義に関する幅広い知識を持っているときに与え
られたものであり、同様に、愛の持つ教えと調和して生きるときに知恵がもたらされることを理解することになります。 

24 なぜなら、神と人間の間には、天のメッセージを再現し、永遠なるものを知覚し、神格化するあなたの霊が存在し
ているからです。 

25 モーゼ、イエス、エリヤは、私があなた方に私自身を知らしめた三つの発展段階を象徴しています。モーゼの腕は
律法の石板を持ち、約束の地への道を示し、イエスの唇は神の言葉を宣べ伝え、エリヤはその霊的顕現をもってあなた方を
無限へ、あなた方が神秘と呼ぶものについての知識へと導く門を開けたのです。 

26 私はあなたと対話し、あなたの心に語りかける。あなたが私の声を聞くには、人間の口を通してそうしなければな
らないが、あなたがあなたの存在の最も奥深い部分で私に語りかけるとき、私はあなたの声を聞く。 

27 私は、この世で迫害され、冒涜され、告発者にされたキリストです。イエスにおける第二の時代にあなたが私にし
たことの後、私はあなたを許し、あなたを愛していることをもう一度証明するためにあなたのところに来たのです。 

28 裸で私を十字架につけたが、同じように、私もあなたがたのもとに戻る。しかし、あなたが私を認識するためには
、まずあなたの心を清めなければなりません。 

29 しかし、それでも私は、最初の一歩を踏み出そうとしているあなたに会い、あなたによって理解されるようになる
まで、自分を制限しなければならない。 

30 もし、あなたが突然、私の光の輝きを見たとしたら、どうなるでしょう？そして、もしあなたが私の声を力いっぱ
い聞いたら：あなたは気が狂ってしまうでしょう。- 

もし、わが力をすべて、わが身を知らしめる声の担い手に解放したら、彼はどうなるのだろう。彼の体は破壊されるだろう
。 

31 ですから、御父は、人に理解され、感じられ、霊的に見られるために、御自分を制限しておられることに同意して
ください。あなた方の多くは、自分自身を知らせるのは私であると信じるために、私に物質的な奇跡を起こすことを望んで
います。これは、第一帝国でモーセが民を呼び寄せ、砂漠を抜けて約束の地へと導いた時のことですね。あなた方の多くは
、彼が神の使者であることを信じ、彼に従うために、力ある業を行うことを要求しました。 

32 モーセは真の神が彼とともにおられることを十分に証明したが，民衆はもっと多くの証明を欲していた。使者が群
衆をシナイ山の麓に連れてきたとき，彼はエホバの力を呼び求めた。主はそれを聞き入れ，大きな証明と奇跡を授けられた
。 

33 民が渇いていたとき、私はこれを機会に、信仰によってモーセに私の力を示し、岩から水を湧出させたのである。
民が飢えていたとき、イスラエルを導く者の祈りの中に、マナを送って、私の存在を証明したのだ。 

34 民はモーセが信仰によって聞き、見た方を見たいと思った。私は雲の中で民にわが身を現し、何時間もわが声を聞
かせた。しかし、その声はあまりに力強く、人々 は恐怖のあまり死んでしまうのではないかと思うほどで、その正義の声に
体は震え、魂は震えた。そこで民はモーセに，エホバがその民にもう話しかけないように，彼らがエホバに聞こえないから
と懇願した。彼らは、自分たちがまだ未熟で、「永遠」の存在と直接対話することができないことに気づいたのだ。 

35 キリストがイエスとして人の間に住まわれた時代、人はイエスを見たとき、こう言った。大工とマリアの息子が、
どうして預言者が告げ、家父長たちが待ち望んだ約束のメシアになり得るのだろうか。この取るに足らない男が、どうして
神の子、救い主になれるのだろう。- 

しかし、師は語り、その言葉は、善意で師のもとに来た人々 や、不信心な人々 をも震え上がらせた。人々 はことあるごとに
イエスに奇跡を要求し、イエスはそれを実行された。盲人がやってきて、パリサイ人たちが驚いていると、師は彼に触れる
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だけで視力を与えた。同様に、麻痺した人は動けるようになり、らい病人は悪を清められ、取りつかれた人は解放され、姦
通者は一言で変容し、死者は御声によってよみがえったのである。 

36 人々 が私を信じて知りたいと願ったことはすべて、私が彼らに与えたのである。 

37 イエス様が十字架にかけられたとき、死んでいったイエス様の愛と正義の声に、揺さぶられない霊はいなかった--

イエス様がことばで持ってきた真理そのものを裸にして。イエスの生涯を研究した者は、イエスの前にも後にも、彼のよう
な仕事を成し遂げた者はいなかったこと、それはイエスの模範によって人類を救う神の仕事であったことを悟ったのである
。 

38 私は柔和に犠牲を払うために来た。私の血があなた方を変え、救うことを知っていたからだ。最後の瞬間まで、私
は愛を持って話し、あなたを許しました。なぜなら、私は崇高な教えをもたらし、完璧な例で永遠への道を示すために来た
からです。 

39 人間は肉の弱さを求めて、わたしの目的をやめさせようとしたが、わたしはやめなかった。人類は私を誘惑して神
を冒涜させようとしたが、私は神を冒涜しなかった。群衆が私を侮辱すればするほど、私は彼らに対してより多くの同情と
愛を抱いた。彼らが私の体を侵害すればするほど、そこから血が噴き出し、信仰に死んだ者たちに命を与えるのである。 

40 その血は、私が人類の精神に道を示した愛の象徴である。私は、正義に飢えた人々 に信仰と希望のわが言葉を残し
、霊的に貧しい人々 にわが啓示の宝を残した。 

41 この時期になって初めて、人類は「誰がこの世にいたのか」を意識するようになった。そこで、イエスの仕事は完
璧で神聖なものとして認識され、超人的な存在として認識されるようになった。- 

どれだけの懺悔の涙を流したことでしょう。魂の良心の痛みはいかばかりか。 

42 現在、私は完成の山で霊的にあなた方に現れ、あの弟子たちの幻のように、私のそばにはモーセとエリヤがいます
。 

43 モーセは石に刻まれた律法を人類に与え、イエスは十字架上でその愛の律法を最高の形で展開させ、エリヤは神の
光線としてこの時代にすべての霊魂に叡智を啓示しました。それぞれの使者には、神のメッセージ、啓示、予言を人類に理
解させるための時間があった。 

44 モーセが水から救い出されたのは、大人になってから民を解放し、神の律法を民に手渡すためであった。 

45 "言葉 "が人となったのは、その模範を示して人類に言うためである。"私は道であり、真理であり、命である 

"と。聖母マリアは、キリストが人類のもとに降り立つための祝福のはしごであった。聖なるイエスの母マリアは、その胸
で、後に御言葉という神聖なパンですべての霊を養われる方を養われました。 

46 キリストがあなたがたに語り、その業をもってあなたがたに教えたことは、すべてあなたがたのモーセを通して受
けたものを確認するための律法であった。しかし、すべてが語られたわけではなく、すべてが明らかにされたわけでもなく
、エリヤが予言とわが言葉の成就のために来て、わが来臨を新たに準備することは、まだ先のことであった。その目的は、
霊、心、感覚を啓発し、すでに啓示されていることを理解させ、私がこのみことばであなた方に託さなければならない新し
い啓示と啓発のために人間を準備させるために、光線の仲介者として人間の心を通してご自分を知られるようにされたので
ある。 

47 1866年の最初の集会に参加した人々 は、この言葉を聞いた。「私はエリヤ、最初の時代、すなわちタボル山での
変容の時代の預言者である、心の準備をしなさい。 

48 今この瞬間も、モーゼやエリヤとともに、この貴重な才能を開花させた人々 の霊的な顔を通して、私は見られてい
るのです。- 

ある者は怯え、ある者は悔い改め、この変容の前に立っている。しかし、この光と恵みは全世界に注がれるのだ。 

49 "モーセ 

"*、あなたの民を見よ。彼らは、あなたが約束の地を求めて砂漠を旅した人々 と同じです。散り散りになり、さまよいな
がら、世界を移動していく。約束の地はわが懐にあり、わが言葉が教える愛によって到達できることを理解した者がいる一
方で、世界を最後の家、唯一の持ち物であるかのように捉えている者もいる。彼らはメシアを信じず、聖霊の存在も感じな
かった。彼らのもとに霊的に戻り、約束の地、天の祖国への道をあらためて示してください。しかし、もし彼らがあなたを
信じないなら、太陽を暗くし、月の光を失わせ、地を震わせよ。この民は目覚め、二度と道を踏み外すことはないであろう
。" 

* 主はここで、霊的に存在するモーセに語っておられるのです。 

50 私の助け合う愛は、人類に対してです。夜明けごとに、私は人々 に平和を捧げるが、彼らは私の愛を望まなかった
。彼らは戦争を起こし、自分たちの権利を調達している。ですから、雑草は引き抜かれ、汚れたものはすべて愛と再生の水
で洗い流されるのです。 

51 死の後には真の生命への復活が訪れ、戦争の後には平和が訪れ、混乱が収まればすぐに光が良心を照らすだろう。 
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52 1950年が来る。それまで、多くの声の担い手がわが言葉を伝えてくれるだろう。また、他の国でも聞かれるよう
にします。しかし、わが顕現の最後の日には、「霊の谷」がそのまなざしをあなた方に向けます。地上の住民の魂、あなた
方の両親の魂、そして家父長や義人たちの魂が存在することになるのです。わが律法に従う者は幸いである。彼らは神聖な
羊飼いの羊として分類され、不従順な者は災いである。 

53 "イライジャ、あなたは光*です。あなたがたの時代であるこの時代に、人類に与えられた法則は三つではなく、
一つであることが明らかにされ、三つの時代に説明され、二つの戒めに要約される。"すべての被造物にまさって神を愛し
、互いに愛し合うこと "である。- 

今日、私はわが民に過去の教えを思い出させ、またわが新たな啓示を告げるために、わが身を知らしめる。 
* ここで主は、霊的に存在するエリヤに語りかける。 

54.エリヤが人類のために三度目の時を開き、人の心を通して自らを知らしめた瞬間を思い出すこの日に、あなたのマ
スターの愛を感じ、恨みから自らを解放し、救いへの道を歩むことを固めるのです 

* 1866年9月1日 

55.わが三時の啓示と調和して生き、あなたの存在を永遠に正義と愛と知恵の無尽蔵の菩提とせよ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 30 
1 私があなた方に与える教えの中で、あなた方を「イスラエルの民」あるいは「ヤコブの種」と呼びましたが、あな

た方は私の教えを徐々 に理解するにつれ、霊的には、あなた方が、私の啓示を人類に伝えるという使命を果たすために地球
上の国々 の中から選ばれたその古代の民族に属していることを認識するようになったのです。 

2 私がヤコブに託した種は、人が間違って思い込んでいるように、肉体ではなく精神に関わるものです。あなたがた
に言っておく。もし、最初の家父長たちがイスラエルに遺した遺産が物理的なものであったなら、イスラエルは今でも預言
者、使者、啓蒙者を生んでいただろう。それどころか、その民は、自分たちに約束された方がその民の懐に住んでいて、認
識されていないことを理解したために、もはやメシアの到来を望むことができないことを知り、精神的にも物質的にも不幸
の鎖を身にまとっていることを見よ。 

3 イスラエルという民族の精神は、何世紀も続く夢の中に沈んで眠ってしまい、約束の地、裁きと栄光をここで手に
入れることを期待しながら、この世の快楽のためだけに生きてきたために、真実を見ることができないのだ。しかし、その
眠りが永遠に続くとは思わないでください。いや、悲惨と苦痛と屈辱がその民によって新しい苦しみの杯として飲まれた今
、その精神は目覚め始め、内省によって自分の道を見つけ、そうすることによって、メシアの到来を告げたすべての予言と
しるしがキリストにおいて忠実に成就したことを徐々 に発見していくのである。 

4 彼の目覚めが最も包括的な形で現れるのはそう遠くない。すでに彼の精神的な夜明けは近づいている。しかし、そ
の前に彼は、人類の物質主義が、その野心、利己主義、卑しい情熱のために自滅するのを見るだろう。 

5 その人々 が、真の平和と恵みの王国は地上にはないと確信したとき、追放された者、勘当された者であるキリスト
を求め、彼に言うでしょう。「先生、あなたは正しかった、自由は精神化を愛する者の中にだけあるのです。私たちは、物
質的な財を得るために努力したが、それによって奴隷になることにしかならなかったのだ。 

6 これらの心の中から私に対するこの告白が生まれるとき、私はわが新しい預言者を彼らの間に出現させ、彼らが解
放の道となる霊化の道への準備をするのを助けるであろう。何世紀もの間、発展が停滞していた人たちが、先達が長い時間
をかけて歩んできた道を短期間で歩み、さらには彼らを追い越すことに驚いてはいけないのです。 

彼らの多くは、太古の昔から地上に遣わされた霊を持っており、贖罪が完了すれば、再び主の選民として、あらゆる国
の同胞に光をもたらすことを忘れてはならないのである。 

7 人種によって「イスラエル」の名を持つ者が、同じように聖霊によってそう呼ばれる者と出会うとき、両者は、預
言者たちを通して、第一時代の家父長たちを通して芽生え、贖い主の血によって水を与えられ、あなた方が私の話を聞いて
いるこの光の時代に花開いた、祝福の種に属することを悟って、団結するのです。今、あなた方は霊において私と一緒にい
る。しかし、あなた方は時々 それを疑って言う。"主人が私たちとコミュニケーションをとっていて、そのためにこんな不
完全で貧しい仲介者を使っているなんて、どうして信じられるだろう？"と。- 

しかし、あなた方が私の存在を疑うのは、これが初めてではない。第二の時代にも、人々 は「大工の息子が、どうして期待
されるメシアになれるのか」と言った。 

8 わが子たちよ、あなたたちはわが高邁な策を貫くことはできない。しかし、今、私はあなた方が理解していない謎
を明らかにしているので、あなた方の感覚と心を開いて、あなた方の主があなた方に明らかにすることが適切である限り、
多くの神の顕現の深い意味を知ることができるようにしなさい。 

9 第二の時代、私の弟子たちの間で、あるいは私に従った大勢の人々 の間で、私があなた方のもとに戻るかもしれな
いと誰かが尋ねたとき、私はそれを隠す理由はなく、私の再来は人類にとって大きな試練のときであり、それはあなた方の
生活のさまざまな分野で大きな出来事や激変が先行すると説明した。 

10 私はあなた方との約束を果たした。先行する兆候は何一つ欠けていないし、予告された出来事も何一つない。それ
にもかかわらず、人類は精神的な無気力に沈んでおり、人の間にある私の存在の兆候を見過ごすことになった。 

11 誰も私に期待しなかった。私はあなた方の心が冷たく、愛の灯火が消えているのを見つけたのだ。あなたは数世紀
の間、眠っていたのです。私があなた方の心の扉を叩いていることを告げるために近づいた主の使者の呼びかけに目覚めた
者は、ほんのわずかでした。 

12 私が初めて姿を現したのは、ある晩、人が眠っている間だった。ちょうど、私が人間となってあなた方の間で暮ら
すようになった夜と同じだ。その時、私を迎えた人が少なかったとすれば、私の新しい姿に立ち会った人はさらに少なかっ
たのです。しかし、私の言葉を非難と取らないでください。私はあなたを永遠に生かす完全な愛です。 

13 私は、この邪悪な海の中で、あなた方を救いに導く道を示すために来たのです。しかし、私の最初の宣言の瞬間か
ら数ヶ月、数年が経ち、それ以来、「さまよえる者たち」が次々 とやってきて、師の存在を求め、今日、私の宣言の場にい
るのは数人ではなく、今や大群衆となっているのである。 

14 私の話を聞く人すべてが、この真理を確信していると考えてはならない。- 

ある人々 にとっては、この仕事は彼らの心を動かす最大のものですが、他の人々 にとっては、理解できないものです。そし
て、判断し、分析し、研究し、彼らが望む形で真実を見つけられないとき、彼らは信じるために私に証明を要求します、ト
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ーマスがそうしたように。私の存在、私の真実、私の愛について、十分な証拠を与えている。- 

しかし、彼らは、「もし、二度目に、御霊の中におられたとき、師がトマスの前に姿を現し*、彼の不信仰を証明されたな
ら、なぜ今、不信仰な私たちの前に、一瞬でも姿を現す好意を持たれないのでしょうか」と、その要求を強要するのです。 

* 目に見える形にする 

15.そうです、わが子たちよ、もしあなたの未熟さが現実と一致し、あなたの無知が真実であれば、私に証拠を求める
のは正しいことです。しかし、あなたの中には、物質的な証拠を必要としない進化した精神が宿っているのです。そうすれ
ば、あなたには私の新しい教えを理解する能力があり、私が「プレゼンス」を実体化する必要はないことに気づくでしょう
。 

* スピリチュアルになる 

16 わが言葉の霊的な意味のゆえに、私を信じなさい。それは明確であり、あなたを混乱に導くことはない。あの時、
"木は実でわかる 

"と言ったのを覚えていますか？今、私はあなた方に告げる。私の言葉は、その霊的な意味によって知られるようになるの
だ。 

17 人々 は、イエスが十字架にかけられた後も、罪人のマグダラに会うことを許し、弟子たちに会いに行ったのに、母
を訪ねたことは何も知られていないことを、しばしば不思議に思ってきた。これに対して、私は、マリアに対して、あの人
たちと同じように自分を知らせる必要 

はなかったと言います。なぜなら、キリストとマリアのつながりは、世界が存在する以前から、常に存在していたからです
。 

18 私はイエスを通して、罪人を救うために人類に自らを現し、私を必要とする人々 の信仰を復活させるために、十字
架につけられた後の私を見させました。しかし、本当にあなたに言いますが、マリアは-人間である私の愛する母として-

どんな汚れもきれいに洗う必要はなく、信仰の欠如もありえませんでした、なぜなら、彼女は母胎を差し出す前から、キリ
ストが誰であるかを知っていたからです。 

19 彼女は、私を胎内に受け入れたときと同じ純粋さと優しさで、私を元の領域に戻したのです。しかし、孤独の中で
私が彼女に語りかけた姿、そして私の霊が彼女を包んだ神聖な愛撫を、誰が知ることができようか。 

20 このように、イエスが最初に訪問したのは母親のところであるべきだと考えて、私にこの質問をした人々 に私は答
えます。 

21 私がマリアに自分を知らせた形と、マグダレンや弟子たちに自分を感じさせた形とは、どれほど違っていなければ
ならなかったことでしょう。 

22 マリアは私をその霊で感じた。マリアは私のために悲しむこともなく、イエスの死を嘆き悲しむこともなかった。
彼女の悲しみは、御子の十字架の下で永遠なる神からの贈り物として受け取った全人類のためのものであり、そのために彼
女は自分の肉体と血の純潔を捧げ、御言葉が人間となるようにしたのです。 

23 しかし、私がエマオへの道で何人かの弟子に追いついたとき、彼らは私を見たものの、私が彼らに私の神聖な言葉
を聞かせるまで、その道楽者の中に自分たちの主人を認めなかったのです。そして、トーマスが私を見たとき、死んだと思
っていた者が実は生きていたことを確信するために、私の脇腹の傷を見せられた。ある者を信仰に生まれさせ、ある者を信
仰によみがえらせるためである。 

24 今日、私はあなた方に私のメッセージを明らかにするだけでなく、それを知らせる最善の方法を教えたいと思いま
した。 

25 私の説教の間、私はあなたの魂の成長を助け、苦難を取り除き、性格を柔らかくし、弟子たちを目覚めさせ、彼ら
が慈善に心を捧げるようにし、私があなたたちに伝えたときに何度も繰り返した、「互いに愛し合う」という私の戒めの実
現に心を捧げさせる。しかし、あなた方がわが言葉を広め始める時はまだ来ていないが、それはあなた方が必要な装備を獲
得していないからである。私はこの健康、道徳、生命の泉から飲む者すべてに、わが神聖な教えを実践し始めることを許可
した。それは、来るべき戦いのために自らを訓練し鍛え、その善行によって、後に主の畑で労働者や新しい種まき人となる
だろう新しい心を納得させられるように。 

26 今日、私は、ある人は過度に臆病で秘密主義であり、ある人はむしろ自慢していると見ています。しかし、この両
極端に陥って欲しくはありません。隣人の裁きを恐れて、あなたがたが隠れることを望んではいない。そうすることで、あ
なたがたはわが教えを信頼していないことを証明することになる。もし、あなたがたが伝えようとする種に含まれる力を信
じないなら、その種の収穫はどうなるだろうか？ 

27 しかし、あなたの悪い行いが、あなたの同胞の間で害を及ぼすことを恐れてください。しかし、あなたの生活に清
さがある限り、あなたはふさわしく現れ、わが言葉を宣べ伝え、あなたの仲間にわが教えを伝えるであろう。 

28 自分の賜物や持っている真理の知識を誇ってはならない。もし、そんなことをしたら、あなた方は兄弟から大きな
試練を受ける危険にさらされることになりますよ。 
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29 私は、街路や広場で宣べ伝えるために、あなたがたにわが言葉を与えてはいない。イエスはそうしながらも、あら
ゆる質問に答え、自分を試そうとする者を試す術を心得ていた。 

30 お前たちは小さくて弱いから、兄弟の怒りを買ってはいけない。自分たちは何も持っていないと思い、注目を浴び
ようとしないこと。また、すべての人が誤り、自分だけが真理を知っていることを人に証明しようとするのは、あなたの種
で何も良いことはないでしょう。 

31 もし、あなたが精神的、道徳的に成長したいと願うなら、同じ間違いに陥らないように、兄弟の欠点を判断しては
ならない。自分の不完全さを改善し、謙虚に主人に祈り、その優しさに感化されるように。そして、右手が何をしたかを左
手が知ることがないように、自分の良い行いを決して公表してはならないという主人の忠告を覚えておくように。 

32 また、わが教えを語るために人を捜す必要はない。わが慈悲は、あなたの助けを必要とする人をあなたのところに
連れてくる。しかし、もしあなたが、わが掟の遂行に際して、慈善行為を行う必要を感じるときがあったとしても、あなた
の近くに困っている人がいなければ、そのために悩むことはなく、わが言葉を疑ってはならないのである。この時こそ、不
在の同胞のために祈るべきだ。本当に信仰があれば、私の慈悲を受けることができる。 

33 兄弟より多く知ろうと努めてはならない。皆さんは、自分の成長に応じた知識を得ることができると理解していま
す。もし、あなたがたが功徳を積まずに、わが光を与えようとするなら、あなたがたは自分を偉大だと思い、虚栄のうちに
堕落し、その知恵は偽りとなるであろう。 

34 謙虚な姿勢を見せてほしい。しかし、私の前にそうであるためには、あなたの隣人にもそれを示さなければならな
い。 

35 弟子たちよ、愛と知恵は決して別々 のものではなく、一方は他方の一部なのだ。この2つの美徳を分けて考えよう
とする人がいるのはどうしてでしょうか？どちらも、あなたがわが教えの完全な知識に到達することを可能にする聖域の門
を開く鍵である。 

36 私はあなたに、「あなたは多くの友人を持ちたいですか？- 

そして、親切、優しさ、寛容、慈悲を生かしましょう。なぜなら、これらの美徳の助けがあってこそ、あなたの精神は隣人
の道を照らすことができるからです。これらはすべて愛の直接的な表現なのですから。なぜなら、霊は神の火花であり、神
は愛であるから、その最も奥深いところに愛を含んでいるからです。 

37 私の指示により、あなた方が知恵と完全な愛の食物を楽しむことができる霊的な宴に参加できるよう、あなた方を
霊的に形成するのです。 

38 私が教えたように、すなわち、謙虚に、愛に、霊化に生きることがあなたの運命であり、そうすることによって、
あなたの存在の中に隣人愛が無尽蔵に流れ込むことを理解するのである。 

39 私の教えの中で、私はあなた方に広い視野を示し、もしあなたが自分の人生を私のものと同じように形作るなら、
あなた方は私の王国で真の安息を得ることができることを保証するのである。 

40 私の仕事は、あなたの精神に永遠の幸福を保証します。あなたは、あなたが何か良いことをするたびに、あなたが
慰めを与えるときに、あるいはあなたが寛大に許しを与えるときに、あなたに語りかける甘美で調和のとれた声を心の中で
聞いたことがありませんか？このようにあなたがたの内に語りかけ、あなたがたの善良さに報いる方は誰であろうか。- 

あなたの師は、弟子から自分を切り離さない人です。 

41 これらの教えによって、私は、美徳があなたの魂を飾ることができる唯一の財であることを理解させる。また、過
ちや罪、悪感情は、時に自分の魂を覆い隠すぼろ布に例えることができると教えています。私は、あなたが清く飾られるの
を見たいのです。不幸のボロ布では、あなたの父の普遍的な宮殿で輝くことができないからです。 

42 良い行いは、魂が自らを清めるための澄んだ水です。活用しよう! 

43 私がこのように話すのは、あなた方が自分の国の外にいることを理解し、国に戻らなければならないことを理解す
るためです。 

44 私はすべての人から使徒を、すべての使徒からマスターを作りたい。私は無限の愛であなた方を愛し、あなた方の
一人一人が失われる前に、むしろ人類の中にある、そしてあったすべての痛みを私の精神に感じたいからです。 

45 心の中で私に言うのです、「ご主人様、そんなに私たちを愛してくださるのですか」と。しかし、あなたがたはま
だ私の愛を理解することはできないが、神のもとに帰る子はみな、父のもとに帰る宝であることを知るだけで十分であろう
と言うのである。- 

すべては神の懐に還るという事実に注目せねばならない。創造的な種から実ったすべての果実は、主の穀倉に帰されるので
す。 

46 愛する弟子たちよ、強い信仰をもって、わが慈愛によってあなたがたのうちに建てられた真の神殿に到達すること
を切望するよう、自分自身のために努力しなさい。そこであなたは私を見つけ、私はあなたが私に向かって進化する道に同
行するからです。 
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47 あなたがたを導くのは私である。私はいつも、自分がどこへ行こうとしているのか、どこへ連れて行こうとしてい
るのかを知っています。私はあなたを守り、撫で、愛する良き羊飼いで、あなたを真のいのちへと導く十字架上の私の犠牲
による教えを一瞬たりともためらうことなく与えたのです。 

48 人々 は、イエスの命を奪えば、私の教えを破壊することになると信じていたが、そうすることによって、私の栄光
を高めることに貢献しているとは知らずに。 

49 私は人類に戻り、1950年までこれらの集会の場所で、私によってこの仕事のために運命づけられた理解力の低い
人たちを通して、自分自身を知らせる。このような形であなたと交信している間、私は私を疑い、否定する学者の到来を待
つことにしよう。 

50 この言葉は、形は単純で謙虚でありながら、その意味は深く、傲慢さと虚栄心に満ちた学識者を再び混乱させ、救
い主キリストの教えは、キリストが生命であるがゆえに誰にも消滅させることができないことを証明するのである。 

51 誰も私に終止符を打つことはできない。私は、あの時、民衆が私を懐から追い出し、無念の死を宣告した後によみ
がえったように、再びよみがえる。しかし、もし私が今、この世界に新たに現れたとしたら、それは私があなた方を愛して
いるからです。 

52 学者、哲学者、医者たちよ。あなたがたは、わたしがあなたがたの主であることを、あなたがたがわたしを尋ねに
来たときに知るであろう。あなたがたの邪悪で悪意に満ちた質問にわたしが答えるのを目撃し、わたしの反問にあなたがた
は沈黙するだろう。しかし、もしあなたが悔い改め、落胆しているなら、あなたが私に証拠を求めなくても、私はあなたに
証拠を与え、その証拠は愛と許しである。 

53 私は、あなた方の争いを解決し、あなた方の病気を真に癒し、子供たちを撫で、老人を祝福し、人間に語りかける
とき、その精神を撫で、啓発することができる唯一の者である。人と世紀は過ぎ去るが、わが三位一体のマリア的霊的仕事
は過ぎ去らない。 

あなたがたに言うが、この仕事は、わが律法とわが教義であり、人類を啓発するものである。わが知恵を疑わず、わが
正義にもはや挑戦しない。もし私があなたの挑戦を受け入れたら、私の自然の力のかすかな息が、あなたの科学とあなたの
理論を塵か無にするのに十分であろう。私を裁判官として求めず、父として求めよ。私は愛である。 

54 愛する人々 よ、今日、物質主義によって石化されている人々 の間にわが言葉を広めることを任務とする者たちよ、
彼らを愛することを学び、無限の愛というわが教えを理解しない人々 を常に憐れむのだ。 

55 噂話、あざけり、批判、批評には口をつぐんでください。振り回すと右も左も痛むこの両刃の剣を鞘に収めよ。私
の名のもとに戦いたいのなら、愛の剣を取りなさい。 

56 あなたの唇を閉じて、神を冒涜する言葉を発しないように、また新たな恥を引き起こさないように。その代わり、
目を開いて悪を発見し、悪から離れることができるようにしなさい。しかし、あなたの兄弟姉妹である人類を非難してはな
らない。なぜなら、あなたも人類に属し、同じ病苦に苦しんでいるからだ。あなたの唇と心が悔い改めと善行の水の中で清
められるとき、私があなたに与えるわが言葉の真理をもって語り始めるだろう。 

57 もし、あなた方が自らを新たにし、装備を整えることなく、わが教義を語るならば、心に信仰を呼び起こすどころ
か、あなた方の誤りを知らされた人々 の嘲笑を受けるだけでしょう。一方、もしあなたが「見守り」、祈った後に、あざけ
りや批判があなたの心に届いたとしても、あなたはすでに私が与えた武器、すなわち忍耐、あわれみ、やさしさ、愛で自分
を守っているので、傷つけることはできないのです。 

58 謙虚であれば、あなたを愛する人たちは真実に基づいてそうしてくれるでしょう。なぜなら、あなたは、わが種を
、私があなたに与えた純粋さをもって蒔くことに成功せず、それは常にあなたの不完全さと混ざり合ってしまうからである
。種をまく前に、私の教えを調べ、理解し、従うことができるように勉強しなければならない。 

59 もしあなたが、許しと愛と謙遜のしるしとして、右の頬の平手打ちを受け入れ、左の頬を不埒者に差し出す方法を
知っているならば、あなた方はわが弟子となり始めると信じてよいのです。人の間に赦しが現れてはじめて、民族間の戦争
が止まり、すべての国の統一が始まるのです。 

60 この教えによって、あなた方がいつか偽善者になり、愛や無私の助け、精神化について語りながら、作品では正反
対のことをするようになるのを防ぎたいのです。あなたがたの中には、私を愛していると言いながら、心の中に兄弟に対す
る愛がない者がいるので、このように言っているのです。 

61 私があなた方を立派な子供と呼ぶために、精神的にも物質的にも誠実であってほしいのです。さもなければ、わた
しの声があなたがたの霊に容赦なく届き、あなたがたを偽善者と呼ぶだろう。第二時代のパリサイ人の一派を、わたしが、
外側は白く塗り、磨き、花で覆いながら、内側は腐敗と死だけを宿した墓の生き写しと呼んだように。 

62 私は、「先生、私たちは、右の頬を打った人の左の頬を差し出さなければならないというのは、大変な試練だと思
っています。それでも、私たちはあなたの弟子でありたいのです。 

63 わが言葉を聞くとき、それを霊的な意味で理解することをやめずに、いつも物質的な意味で受け取る人々 よ。頬を
打たれるように、心やモラル、あるいは魂に傷を負うことがあると言うのです。しかし、私があなた方に求めるこの試練が
、あなた方の耐えうる最大のものであるとは思わないでください。この三度目の時に、私の教えの御言葉であなた方にもう
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少し尋ねます。もし、あなた方の父親を殺した犯人が人間の正義によって迫害されているのを見て、あなた方の戸口を叩い
て保護を求めたら、赦しのしるしとして、彼を裏切らずに庇護を与えるでしょうか？ 

64 これが、今、この時代に聖霊の弟子となろうとするすべての人に私が求める試練である。 

65 この教えを実行に移せば、必ずや大きな報いを得ることができる。しかし、この世にいる間は、その報酬を期待し
てはならない。 

もう一度言いますが、あなた方は兄弟の行動を判断しないでください。あなた方の判断がそうであるように、あなた方
も非難されることになります。正義か不正か、既知か未知か、その問題は私に任せなさい。私はあなたの兄弟にその報酬を
与え、あなたにはあなたの報酬を与えるから。 

66 人生のすべての行為に謙虚であれ、仲間の知恵に無知であることを感じよ。 

67 備えをする者は幸いである、真実にわたしを聞くことができる。自分を清め、主の戒めに従う者は幸いである、そ
の者は私を見るであろう。"心の貧しい人々 は幸いである。" "彼らのところにこそ、天の国はあるのだ。" 

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 31 
1 この出現であなたの物質の目を閉じ、あなたの精神を創造主に向けて持ち上げてください。私が話すのはあなたの

精神だからです。 

2 私はあなたのもとに戻ることを約束し、あなたの精神でこの約束に臨むことを怠ることはできませんでした。 

3 安らぎを覚え、わが言葉に耳を傾け、わが言葉のノミがあなたの精神を徐々 に形づくっていくように。 

4 あなたは安らげる場所を求めて、ずいぶんさまよいましたが、見つかりませんでした。- 

あなたが最初に私の言葉を聞くために、これらの謙虚な場所に来たとき、あなたは、それらが貧しく、印象的でないように
、あなたが切望していた平和を見つけることを想像していませんでした。 

5 私は愛によって、あなたを私のために勝ち取るのだ。それゆえ、私はあなた方に、無尽蔵の祝福の源である私の指
示を与えるのである。私があなた方をお迎えしたときと同じように、あなた方が兄弟である「旅人」や「放浪者」を大切に
慈しみながらお迎えできるよう、この源を残しておきます。 

6 人はパンからだけでなく、わが言葉からも生きている。自分の中に肉体ではない飢えと渇きがあり、新たな力を得
るために、水と御霊のパンを求めるのです。第二の時代に私が与えた教えを理解するために、苦痛を与える必要があったの
です。 

7 ある人は狼狽して私に尋ねる。"主よ、あなたの前で人間の愛は禁じられ、嫌悪されるのですか。" 

"あなたは霊的な愛だけを認めておられるのですか。"と。しかし、私はあなたに答えます。最高で純粋な愛は、精神に属す
るものです。 

しかし、私はまた、地上で愛することができるように、肉体に心を置き、人がそれによって自分を取り巻くすべてのものを
楽しむことができるように、感覚を与えた。 

8 人間の命を精霊に託したのは、彼らが地球に住み、その上で神への愛を試されるようにするためです。そのために
、私は人間の本性を二つに分け、強い部分を一方に、弱い部分をもう一方に与えた。結婚を定めたのはそのためである。人
間の愛は、御霊の愛によって高められるとき、わたしによって祝福される。 

9 肉体を通してしか感じられない愛は、理性的な存在の生活を照らす精神を持っていないため、無感覚な存在に特有
のものである。完全な霊的理解の結合から良い果実が生まれ、光の霊がその中に受肉しなければならないのです。 

10 精神的にも肉体的にも強い家族を形成するために、種を浄化する時期なのです。 

11 われを理解せよ、わが子らよ、わが意志を正しく解釈せよ、1950年はすでに近づいている。 

この宣言の終わりとして私が示したものであることを忘れてはならない。なぜなら、それを達成した者だけが、到達した成
熟した精神的なレベルに不動のままとどまることができるからです。この人たちこそ、わたしの真の証人となるのです。 

12 自らを霊化した者だけが、私の仕事を新しい形で顕現させることができるのです。しかし、私の思いを受け止め、
私の霊的なメッセージを伝えるために必要なインスピレーションを受けるために、彼らはどのようにそれを行うのでしょう
か。- 見て、祈ることによって。 

13 一部の人だけでなく、すべての人にここまで進んでほしい。そうすれば、あなたの証人が人類のためになる。ある
者はあるように考え、ある者は別のように考えるのでは、兄弟に混乱をもたらすだけであることを忘れてはならない。 

14 この言葉の本質は、ダミアナ・オビエドが語り始めたときから変わることはない。しかし、その言葉の結果はどこ
にあるのでしょうか。彼らはどうなったのでしょうか？- 

私の言葉があなた方の間に豊かに注がれたこの時代の最初の教えである、これらの神聖な言葉の記録は隠されています。 

これらの教えは、明日、この顕現の始まりがどのようなものであったかを証言するために、明るみに出されなければな
らない。したがって、あなた方はこの第三の時代にわが言葉の完全な書物を所有することになる。したがって、あなた方は
わが最初の教えの日付とその内容、そしてこの時代が終わる1950年にあなた方に与える最後の教えを知ることになるのだ
。 

15 今日、あなた方はまだ、わが言葉が途絶えた後、人類に支配する混乱を疑っていない。そのような国家が、国々 の
間に放つ混乱を想像できるだろうか。- 

精霊の中に放縦があるだろうから、それに対抗する準備をしなければならない。時代とともに、あなた方の責任は大きくな
ることを忘れないでください。新しい時代とともに、人々 よ、あなた方はわが律法についてより多くの知識を持つようにな
ります。 

あなたの遺産は非常に大きいので、あなたがこの地上を去る前に、それを必要としている兄弟たちに残しておくことが
肝要です。 

16 あなたの心を敏感にして、わが言葉を理解できるようにしなさい、あなたはまだ理解していないのだから。もし、
あなた方が自らを整えなければ、明日、私が霊感によってあなた方に私の教えを託すとき、あなた方はどのように受け止め
、理解することができるだろうか。 
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17 真理と霊において団結すれば、もはや分裂することはない、たとえ最大の試練のときでも。たった一人の神、たっ
た一人の意志、たった一人の言葉があなた方と共にありました。従って、私が今与えた法以外に、将来、いかなる法も生じ
ない。 

18 皆さん、弱気にならないでください。私があなたを強いと呼んだすべての瞬間を思い出してください。もし私があ
なた方の信仰を失望させることなく、わが言葉の霊的な内容が変化しないことをあなた方に証明したのなら、どうしてあな
た方は兄弟たちに悪い手本を示して失望させなければならないのでしょうか。これからの世代に何を残すか、少しずつ準備
していく時期なのです。 

19 多くの者が心の底で私に言う、「先生、私たちが不誠実になろうとしているのがわかりますか？これは可能なのか
？"- しかし、私は第二の時代の使徒たちに言ったのと同じように答える。"誘惑に陥らないように、見守り、祈りなさい 

"と。たとえ今日、あなた方が私の弟子に変えられようとする「幼な子」に過ぎないとしても、あなた方の忍耐によって、
尊い償いを成し遂げることができるのです。私は、1950年末に私の最後の指示を与えるまで、出発することはない。 

20 私の愛を身近に感じ、悩みを私に託し、平和のうちに私と相談しなさい、そうすれば本当に、その後、あなたは強
くなったように感じるでしょう、と私は言う。なぜ、あなたは恐る恐る私のところに来るのですか？私が兄弟に裏切られる
とでも思っているのか。 

21 あなたの心の奥底で、私にこう言っているのが聞こえます。「先生、私たちは罪にまみれていますが、あなたは完
全そのものなので、どのように受け入れてもらえばいいのでしょうか？ 

22 人の子よ、あなたがたに答える。私があなたがたを捜しに来たとき、あなたがたの汚れたことを知らなかったとで
も思っているのか。- 

わたしはすべてを知っている、わたしにとって知らないものはない。それゆえ、私はあなた方に、あらゆる罠からあなた方
を救い、あらゆる罪からあなた方自身を浄化する助けとなる、わが愛の教義を与えるために近づいたのである。 

23 なぜ、貧しい人々 、世界の亡者たちは、自分たちが最もわが愛を受けるに値しないと感じるのでしょうか。私が王
であることを聞いたからでしょうか。- 

あなたは神の教えを理解するのが、なんと遅いことでしょう。私が第二の時代に人間となったのは、あなた方に謙虚さとい
う最大の教訓を与えるためだと、あなた方は理解していないのですか。イエスにおいて、私は貧しい人々 の間に生まれ、彼
らの間で生活し、彼らと一緒に道を歩き、彼らの家を訪れ、彼らの食卓についたこと、彼らの病人を癒し、彼らの子供をあ
やし、彼らすべてとともに苦しみ、泣いたことを思い出してください。 

24 見よ、ここに同じ主がいる。しかし、今日は霊をもって来られるのだ。この王には王冠も紫のマントも笏もない。
ただ、私は完璧に生き、愛に支配されている。 

25 もしこれが私のためでないなら、どうして私は立派な宮殿で、華やかな儀式で、自分を現さなければならないのか
。あなたがたに言うが、私を豪華で華麗なものと想像する者は、私の神性が何であるかについて誤った認識を持っている。 

26 キリストである私が自らを神格化したことを不思議に思う人はたくさんいるでしょう。- 

しかし、私はあなたに答えます。キリストが神として、神の「ことば」として語られたことを理解し、今日、新たに「こと
ば」が聖霊としてあなたに語りかけていることを理解するのです。だから、父とことばと聖霊は一つの神であると、あなた
がたに告げます。 

27 あなたがたは物質でできているが、私はその中に魂を入れ、その魂に霊を授けたのだ。一人の人間の中に3つの人
格が宿っていると言うのはそのためですか？ 

28 この3つの力は、それぞれのパーツが異なる方法で表現していても、1つの存在を形成しているのです。 

29 人間の中に、それを形成している三つの性質の間に完全な調和が存在するとき、それは神の中に存在する調和と類
似しているのです。 

30 人間、長い間、私はあなた方の闘争のために指導してきたのです。しかし、私のもとに残るのは、野心的で物質的
な目標から解放され、霊的な教えを学ぶことにのみ人生の目的を見出した者だけです。すでにあの世に旅立った者でも、そ
の発展段階から私の話に耳を傾ける者は多いのです。 

最初の者」のうち、どれだけの者が、忍耐強く、私に忠実であることができなかったことでしょう。彼らは、最初の種
が実を結ぶのを待ちたくなかったのだ。彼らは信仰を揺るがし、疑い、「最後」に注がれる偉大なものを予見しなかったの
です。しかし、この民の叫びと歓喜に引かれて帰ってくると、最後の場所を取らなければならない。 

31 このことは、今日、種子の増殖を見ながらも、この教えの隆盛を疑う人々 への教訓となるはずです。 

32 自分を非物質化し、今日から神への献身を極めて単純な形にし、それによって自分自身を準備し、自分の主との霊
と霊との結合に適したものにするのだ。今日も私は、あなたがたが信仰を強め、心の奥底で私がそばにいることを感じられ
るように、これらの身体の仲介を通して、あなたがたに語りかけなければならない。 

33 人々 よ、（任務を）全うしなさい。そうすれば、私はあなた方（の約束）を全うしよう。わたしのあかしをしなさ
い。もしあなたがたが、わがことばを人々 の間に知らせるわが働き手に真実に属したいのなら、あらゆる利己主義から自ら
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を解放しなさい。自分のことばかり考えていないで、仲間を思いやる気持ちを持ちましょう。誰かの痛みを和らげることで
得られる至福の時間を知ってほしい。 

34 私の慰めと光と愛の言葉で、私があなたに託したバームをあなたの兄弟に届けてください。 

35 人間の知性は霊が明らかにしたものしか発見できないのですから。このヒントは、多くの人がこう言うからです。
"癒しの科学を知らないで、どうやって病気を治そうか？"と。 

36 あなたの兄弟を憐れみ、信仰を持ち、祈り方を知り、これらの功徳によってあなた自身を私の恩寵にふさわしいも
のとするのだ。そうすれば、奇跡を起こすことがいかに可能であるかを体験できるだろう。 

37 私の指示にもかかわらず、この言葉が父から発せられたものであると疑う者がいるならば、その者に私の労働者、
すなわち私に従うこの人々 に尋ねさせよ。そうすれば、その者は、それを学ぶ科学者を驚かすような本物の奇跡を伝える何
千もの証しを受け取るであろう。 

38 よく聞きなさい。私があなたがたにわが言葉を与えるのをやめたら、この民にわが霊の種をまく者とさせなさい。
しかし、私はあなたに尋ねます。私からの指示に対して、あなたはどのような決意をするのでしょうか。あなたは、私のイ
ンスピレーションを忠実に伝えてくれますか？- 

その時に何をするかは何も約束せず、この教えを聞き続け、それに没頭しなさい。今日、あなた方は師匠を中心に団結して
いるが、「明日」、あなた方のうち何人が私の戒めに背き、私に背を向けるかわからないのである。 

39 慣れないうちに年月が過ぎてしまうことのないよう、日々 気をつけながら、心の道をまた一歩進んでください。し
っかりした足取りで歩きなさい。人より先に行きたいと思って急ぐと、つまずいたときにとても痛い思いをします。 

40 私は、あなた方が思考によって、直感によって、作品の霊性化によって強くなり、あなた方の人生に少なくとも苦
痛を与えないようにし、あなた方の道に現れるすべての苦痛を軽減する準備を整えてほしいと思っているのです。 

41 人々 よ、私はあなた方に多くの教えを与えてきた。私はすべてのわが子たち、先に行く者たち、そして「最後の者
」たちに語りかける。なぜなら、この御言葉を欲している新しい「小さな子供たち」が続々 とやってくるからである。 

42 最後の1枚」をお願いします。自分には精神的な使命がないと思っているのでしょうか。人類に対する責任を感じ
ないのですか？もしあなたがそう思うなら、それは間違いです。あなたの才能と使命は、私があなた方に私の指示を与える
ために用いるものをあなたが見るのと同じくらい偉大なものなのです。初めて私の話を聞いたとき、彼らはあなたと同じよ
うに考えたのです。なんという間違いでしょう。 

43 この道を歩み続けなさい。やがて、あなたが持っているすべてのものを理解し、あなたが地上で果たすべき使命が
何であるかを理解することになるでしょう。 

44 あなたがたの神であるわたしには、始まりもなければ終わりもないことを理解しなさい。私は永遠であり、この時
代に霊的生活の秘密をたくさん明かしているのだ。この知識は、愛と運命に忠実な法則を実現するためにあなたを導くでし
ょう。 

45 私が新しい教えを明らかにする時が来た。これは、まるで父が長い間不在だった子供たちのもとに戻ってきたかの
ように、あなた方に見える。 

46 私はあなたに自由意志を与えました。あなたの魂は長い旅の始まりに置かれ、その旅の終わりには浄化と完成のゴ
ールが待っているからです。この幸福に到達するためには、愛と信仰と不動の功徳によって到達しなければならないのです
。 

47 自由意志という贈り物がいかに美しいか、そして人間がいかにそれを悪く使ってきたか。しかし、この長い経験の
後、霊は立ち上がり、世の中の情念に打ち勝ち、その祝福された自由を父を讃えるためにのみ用いるようになるのである。 

48 花は植物から湧き出し、その香りを私に与えてくれます。これは彼らの運命であり、彼らは精神と自由の賜物を欠
いているので、逃れることができなかったのである。鳥は私に歌を捧げるが、それ以外のことはできない。なぜなら、彼ら
はこのために創られたのであって、自由意志を持っていないからである。 

49 心は自由意志のために、その情念によって、自分の務めを果たす道から迷わせようとするが、あなたも花のように
、鳥のようになる日には、その功徳はいかばかりであろうか。これは、精神がその正当な地位を得るための時間であり、ま
た、物質がその従属的な地位を認め、両者が良心によって導かれることを認めるときの時間でもある。その時、人間の中に
存在する調和は、すべての被造物の中に存在する調和と同じになります。私の存在は、人々 に認識されるだけでなく、感じ
られることさえあります。 

50 人々 が私に真の貢ぎ物を捧げる時が近づいている。人々 が最初の日から私に捧げてきた香を焚くのをやめる時だ。
お香に代わる貢ぎ物は、あなたの愛が私に届くことでしょう。 

51 あなたは「わたしに似せて」創られたことを知っていますが、それを言うとき、あなたは自分の人間の形を思い浮
かべます。私の似姿はそこにあるのではなく、あなたの精神の中にあるのです。 

52 私は道であり、真理であり、命であり、正義であり、善であり、これらすべては神聖なる愛から来る。あなたは今
、「わたしに似た者」であるために、どのようにあるべきかを理解しましたか？ 
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53 あなたの創造の理由は愛であり、私の力を誰かと共有したいという神聖な切望であり、私があなたに意志の自由を
与えた理由も同様に愛であった。私は、私の子供たちから愛されていると感じたいと思いました。 

54 人々 は、情熱の暴力に押し流され、罪の中に沈んでしまい、救われる望みを失ってしまったのです。しかし、癒さ
れない人はいないのです。魂は--

良心の声に耳を傾けない限り、人間の嵐は止まらないと確信したとき、地上にではなく、永遠にある運命のゴールに到達す
るまで、立ち上がり、わが掟を遂行するのだ。 

55 闘争や苦痛が無意味であると考え、存在が無意味であると考える人は、生命が形成するマスターであり、苦痛が完
成させるノミであることを知らないのである。私が聖杯で渡すために痛みを作り出したと思わないでください、私があなた
を倒させたと思わないでください。人間は自分の意志で不従順になったのだから、自分の努力で自分をも高めなければなら
ない。また、痛みだけがあなたを完成させると考えるべきではない。そうではなく、愛に満ちた活動を通して、あなたは私
に到達することができるのだ。 

56 もし私があなたを長く困難な道に立たせたなら、私がその道に同行し、あなたを教え続け、あなたの十字架を助け
ていることを忘れないでください。そして、私があなた方とともにいることを証明するために、私は人間となり、目に見え
、触れることができるようにまでなったのです。しかし、あなた方の判断は愚かで、人間化された私を見て疑い、あなた方
の目には神を見ることはできないと言うのだ。しかし、私が「私は霊だ」と言うと、あなた方は「見えないものをどうやっ
て認識し、信じることができるのか」と言うのです。 

57 あなたは、私の神聖な存在である私を理解し、私をスピリットとして感じることができる発達のレベルに達してい
るのです。霊の進化と輪廻によって、あなた方は徐々 に私の新しい教えを受け取る準備が整ってきました。 

58 人類を包んでいた闇が払拭され、それが霊魂の光となったとき、彼らは新しい時代の到来を感じるだろう。なぜな
ら、エリヤが人類に帰ってきたのだから。しかし、彼らは彼を見ることができなかったので、彼の精神は人間の心を通して
現れる必要があった。彼は預言者エリヤの象徴である、雲の上で火の車に乗って先見者たちの前に姿を現したのである。 

59 エリヤは、わが来臨を準備する先達として、この時代に来たのだ。彼は、苦難と試練を伴う新しい時代と、その啓
示の知恵をあなたに告げるために、預言者としてやってきたのです。彼は光の乗り物でやってきて、あなたを乗せて雲の上
に運び、平和が支配する霊的な家に連れて行くよう誘うのです。良き羊飼いとして彼を信頼し、第一時代のモーセに人々 が
従ったように、霊的に彼に従いましょう。あなたの使命を果たすために、彼があなたを助けてくれるように祈り、あなたが
彼について行きたいなら、そうしてください。 

60 エリシャは、エリヤが火の車に乗せられて天の高みに運ばれる前に、エリヤの預言の才能と霊を自分に移し、エリ
ヤが地上でそうであったようになるように頼んだ。エリヤは弟子の願いをかなえる証として自分の外套を彼に残した。しか
し、エリヤの霊とその預言的才能は、人との霊的なつながりと霊の輪廻の明らかなしるしとしてエリシャの中にあったので
ある。 

61 どの時代でも、どの神の啓示でも、エリヤは人々 の前に姿を現す。 

62 メシアはまだ地上に来ておらず、あと少しで人として生まれるが、すでに預言者の霊が後に洗礼者と呼ばれるヨハ
ネの中に受肉し、人の間に御言葉が存在することになる天の国が近いことを告げていたのである。 

63 その後、私がタボル山で姿を変え、弟子たちの前に霊の御自身を現したとき、エリヤはモーセとともに、主の傍ら
に座った。このようにして、彼は、人間の眠れる精神を光り輝く完全な生命に目覚めさせるために、自分の存在を人類に感
じさせなければならない時が、将来自分に託されていることを理解させたのである。 

64 人類を覚醒させるために、エリヤに託された時間である。ヨハネがヨルダン川のほとりで群衆に語りかけ、神の国
はすでに近いから備えよと言ったように、人々 から人々 へ、国から国へ、人から人へ、語りかける先駆者なのである。今、
聖霊としての主の臨在が民衆とともにあるから、内側に集まれと霊的な声で告げるのだ。 

65 エリヤは人類を整え、主の道を整えたとき、父のもとに帰るのです。 

66 その時は、エリシャに残したように、あなたにマントを残してくれと言ってはならない。彼は霊的に自分を知らし
め、時代は変わり、あなたはその紋章を忘れてしまうからだ。しかし、彼は愛の贈り物として、また彼があなたがたの間に
いたことの証として、預言の贈り物をあなたがたに残してくれるでしょう。 

67 弟子たちよ、自分を整えなさい。そうすれば、わたしはあなたがたを人の間に遣わし、わたしの顕現を聖霊として
知らせ、ヨハネのように人々 に言うことができる。"悔い改めよ、天の国は人に近づいたのだから"。 

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 32 
1 この第三の時代にあなたがたに示すわが言葉の霊的な意味をはっきりと把握するために、あなたがたは覚悟を決め

てください。 

2 あなた方はまだ幼い子供ですが、何度も生まれ変わっているのですから、もう立派な弟子になっているはずです。
第一の時にのみ子供であるべきで、第二の時に青年に成長し、第三の時に成人に達するためである。 

3 私はいつもあなた方を小さな子供として見てきました。幼少期には、自分の能力や感性が十分に発達しておらず、
人生の始まりも知らずに無邪気に生きていたのですね。その時、あなた方は私の最初の教えと啓示を受けたのです。 

第二の時代には、あなた方はすでに青少年であり、高められた姿で完全な精神的青春を生きているはずです。しかし、
私は、あなたが落ち込んで、抑圧され、儀式や伝統に縛られているのを見つけ、あなたが私の教えを活用していないのを見
て、私は、慈悲と愛の例を示して、あなたを約束の地に連れて行く道を示し、私があなたに与えると約束した新しい教えの
現段階にあなたを準備するために来たのである。 

新しい束縛に陥らないように、強くなれ、戦えと言ったのだ。しかし、あなたがたは私の教えをどのように理解したの
ですか。- 

あなたはまだ私の教えを知らないのです。私が霊的に戻ってくるという、あなたに与えられた約束をなぜ忘れてしまったの
ですか？私はあなたに提供したように、霊的に存在しているが、あなたは私を認識していない。 

なぜ私があなた方をイスラエルと呼ぶのかと尋ね、信じるために私に証明を求めるのです。- 

なぜ、あなた方は偶像崇拝と神秘主義*に身を任せ、物質的な崇拝行為と神の霊的な崇拝を混同しているのですか？私は、
あなたが兄弟たちによって、より高い発展への道から迷わされた偽りの教えに、混乱していることに気づきました。 

* 聖餐式や巡礼に参加しただけで奇跡的な力を発揮すると信じられていること。 

自由がないから文句を言うのだ。私は、あなたが苦い杯を空にして、苦しんできたことを見ています。しかし、私があ
なたを懲らしめたとは思わないでください。いいえ、私はいつも、あなたが私を父として愛し、私の神聖な保護を感じるこ
とができるように、あなたの歩みを導きたいと考えていました。 

4 しかし、今日、私は聖霊としてあなたがたの前に現れ、あなたがたへの約束を果たそうとする。私は人になったの
ではなく、御霊によって来たのだ。あなたがたがわが言葉を信じ、私に従う一方で、他の者たちはわが顕現を受け入れず、
否定している。私は、彼らに大きな証拠を与えなければなりませんでしたが、彼らのおかげで、私は徐々 に彼らの不信を克
服してきました。 

私がいつもあなた方に示してきた愛と忍耐は、あなた方の父だけがこのようにあなた方を愛し、指導することができる
ことを理解させるものです。私はあなたを見守り、あなたの十字架を軽くして、つまずかないようにする。私の平和を感じ
させ、あなたが私を信頼して自分の道を歩むことができるようにするのです。 

5 あなたがいつも苦しんでいるのは、私の謙遜の模範に耳を貸さなかったからです。あなたがたは、私があなたがた
に聞こえるように、理解できるようにするために、どれほど低いところに降りてきたかを考えていない。しかし、私はあな
たがたを赦す。あなたがたは最初の民、長子たちに属しているのだから。 

私の模範に従って生き、人類が私を愛し、私に近づけるようにしなさい。人々 はもはや、私を求める方法を理解せず、
私の存在を感じず、私の恩恵を認識せず、私の奇跡を偶然に帰結させるからである。彼らは私を信頼せず、大きな混乱の中
で無頓着に生きている。 

私は、木の葉は私の意志なしに動くことはないと、あなたがたに告げた。私が愛の法則で宇宙を支配していること、す
べての存在が私に従順であることを、あなたは知っています。人間だけが、自分の自由意志をうまく使おうとせずに、これ
らの法則を回避しようとするのです。 

6 波乱万丈の人生を休んでください。今日、あなたは苦しみの重さにひれ伏し、あなたの霊には痛みがあり、あなた
の目からは自分の犯した罪の後悔の涙があふれている。- 

あなた方は、わが大義に従ったために、誤った判断をされたのだ。しかし、あなた方が覚悟を決めれば、慈愛の実践が与え
てくれる強さで、兄弟たちの裁きに打ち勝ち、耐えることができると、私は言っているのです。 

7 私があなた方を私の言葉を広める道具として選んだのは、決して無駄なことではありません。私はあなたに信頼を
置いています。私はあなた方に難しい使命を託します。それは、あなた方の模範によって兄弟たちに救いをもたらすことで
す。種はあなたの中にある。それは、私が最初からあなたに命を与えたのと同じ種である。皆さんの努力と配慮の結果、種
から良い実がなることを期待しています。私があなたに託した使命を愛をもって果たし、あなたが背負う十字架を軽くして
ください。仕事を完成させ、肉体の死を恐れず、精神は決して死なないことを忘れないでください。地球で生きるための道
具として与えられた体内物質を、役目を終えたら地球に貢ぐだけである。しかし、あなたの精神は自由になり、無限の地平
を目指し、この世での仕事の報酬を得る新しい人生が始まるのです。 

8 誤った習慣や伝統を否定する。わが教えの光を利用し、わが意志のごとく、あなたがたの疑念を払い、謎を解き明
かしなさい。 
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9 あなた方が不当な脅しの下に生きず、罰を恐れてのみわが律法を遂行しないように、私はあなた方に霊の真の生命
を示すのです。私の法律を理解しなさい、複雑で難しいものではないのです。それを知り、それに従って行動する者は、恥
をかくことはなく、また、誤った言葉や予言、誤解や悪い解釈をすることもないでしょう。私の法律はシンプルで、常にあ
なたが従うべき道を示しています。私を信じなさい、私はあなたを白い町へ、あなたの到着を待ちわびて門を開いている約
束の地へと導く道なのだ。 

10 あなた方だけでなく、全人類に属する遺産を与えることができたのは、私の喜びである。あなたは多くのものを受
け取っているので、この豊かさを求める人すべてに分け与える義務があるのです。牢獄で罪を償っている兄弟たちに光を運
び、病人を慰め、私が第二の時代に行ったように、あなたの愛で彼らに「油注ぎ」*なさい、そうすれば、私の慈悲のバー
ムが彼らの上に流れるのを見るでしょう。苦悩する者を励まし、降伏を教え、新たな力を与えてください。そうすることで
、自分の才能を発揮し、力を発揮することができるのです。 

* 書籍付録の注1を参照 

11 

あなたの周りには、あなたを助けるためにやってくる徳の高い精霊の世界があります。忠実に、恭しくお願いすれば、その
恩恵を受けることができるのです。彼らは皆、同じように私によって準備され、この時代に人類を助けに来るのにふさわし
い存在となったのだから、好き嫌いなく呼びなさい。彼らの模範を見習い、精神的進歩という高い目標に向かって彼らと一
致団結してください。 

私はこの「精神世界」※に教えを請うたが、近づく戦いにおいて、彼らは無敵の兵士であり、あなたの守備範囲となる
であろう。 

* 付録の注2をご参照ください。 

12 私の法則は限定されたものではなく、無限であり、あなたは様々 な方法でそれを満たすことができるのです。私は
、あなた方が完璧な仕事をすることを要求しているのではなく、あなた方がそれを実践的に適用できるように勉強し、それ
に没頭しなければならない。 

13 長い間、私の言葉を聞いてきたのに、この「瞬間」が失われたり、悪く使われたりするようなことはないようにし
たい。もし、あなたが我慢すれば、自分自身を精神化することに成功し、その時、あなたは兄弟と開かれた本のような存在
になるでしょう。- 

1950年以降、標高の高い場所に到達します。私はこれからもインスピレーションであなたとコミュニケーションをとり、
人々 はあなたの言葉を私が送るメッセージとして受け取るだろう。その時、あなた方は私の教えがいかに賢明で深いもので
あったかを理解することでしょう。 

14 私のこの姿での顕現が終了する1950年以降、人類は大きな試練を受けることになります。自然は激動し、あらゆ
るものが揺らぎ、あらゆる分野に解体の兆しが現れるだろう。その時、覚悟を決めて弱者に寄り添いなさい。多くの者がそ
の試練に屈することになるのだから。 

15 ある人が恐れ、ある人が待ち望んだ1950年が間もなくやってくる。多くの宗派や宗教がこの日を思い浮かべ、こ
の時期に起こる出来事を待って、私の仕事を裁くのです。ある者は地上の混乱の原因について尋ね、あなたは私の名によっ
て彼らに語りかけ、この混乱の後に人類が悲願の平和を達成することを告げます。 

16 私はあなたがたの苦しみに鈍感ではないので、彼らは私のもとにやってきて、私を苦しめるのです。あなた方は、
この世という同じ家に住んでいながら、なぜ自分たちをよそ者と考え、人種や階級、信条に分け隔てるのですか？私は、境
界を取り払い、すべてを近づけることを約束します。王冠と笏は倒れ、権力は消え、富も消える。それらの差がなくなる時
が来たからだ。あなた方が等しく地球を所有する日が来るのです。誰にも止められることなく、1つのポールからもう1つ
のポールへと移動します。 

17 偽善、悪意、虚栄心は消え去り、愛と調和への道が開かれるでしょう。そして、未亡人、孤児、パンの欠如、平和
と喜びのない状態から私に向かって上がる嘆きは、愛と感謝の讃歌に変わり、すべてのわが子からはじき出されるでしょう
。 

18 平和と幸福を享受しているからこそ、自分の国に不安を感じることはない。しかし、あまり信用しないほうがいい
。この平和を守りたいなら、寝ずに監視して功徳を積まなければならない。 

19 労働者よ、私は試練の中であなたを探し求める。かつて忍耐強いヨブのように。しかし、私があなたを苦しめよう
と思ってやっているのだとは思わないでください。いや、この苦難の坩堝の中で、精神を強くしていこうという意図があっ
てのことだ。 

20 あなたの良心があなたの咎と罪を責めている時に、私の前で自分を清く見せようとしてはならない。あなたが父の
前で告白し、神の御言葉があなたを清めの流れのようにあらゆる汚れからきよめてくださるなら、その方がよいのです。そ
うすれば、あなた方は兄弟の前に出て、私の教えが含む真理を教えるに値すると感じることでしょう。 
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21 私の平和はあなたの国にある。悪い行いでこの恵みを失わないように、見守り、祈りましょう。私の平和を保ち、
私の知恵を宝物のように蓄積してください。- 

戦争がいかにあなたを待ち伏せし、あなたの門を叩き、あなたを陥れようと罠を仕掛けてくるか、あなたは知らないのです
か？しかし、もしあなたが見る方法を知っているならば、恐れるな。私は、あなたが戦いに勝利できるように、あなたのそ
ばにいるのだ。 

22 わたしはエホバであり、あなたがたをつねに死から救い出した者である。私は、いつでもあなたに語りかけている
唯一の神である。キリストは、イエスを通してあなたに語りかけた私の言葉です。"御子を知る者は父を知る 

"と言われたでしょ今日、あなたがたに語りかける聖霊もまた、わたしである。なぜなら、聖霊はただひとり、ことばもた
だひとつであり、これはわたしのものであるからだ。 

23 そして今、第三の時代、私はあなた方に光を送り、あなた方に啓示されたすべての意味を理解させようとしている
のである。 

24 では、なぜあなたは、私のものであるたった一つの神霊が存在するところに、三つの神々 を発見しようとするので
しょうか。 

25 私は最初の人たちに律法を与え、なおかつ、モーセにメシアを遣わすと告げた。私があなたがたに言葉を与えたキ
リストは、その使命がすでに終わりつつあるとき、あなたがたにこう言われた。"わたしは、出てきた父のもとに帰る 

"と。また、"父と私は一つである 

"と言われましたね。しかしその後、わが意志に従い、あなた方の進化に従って、わが啓示の謎を照らす真理の霊をあなた
方に送ることを約束された。 

26 しかし、誰が私の秘密に光を当て、これらの謎を説明することができますか？わが知恵の書の封印を解くことがで
きるのは、私以外の誰であろうか。 

27 まことに、あなた方が現在エホバやキリストとは別のものだと思っている聖霊は、あなた方が真理を理解し、見て
、感じられるように、わたしがあなた方の霊に知らせる知恵にほかならない、とわたしは言う。 

28 今日、わたしはあなたがたに、わたしのことばを受け取る用意をさせている。それは、渇いた植物に降る露のよう
に、あなたがたの霊の渇きをいやす清らかな水のように降るように。私はあなた方を優しい子供のように父の愛で迎え入れ
ます。 

29 確かな地盤の上に、最初の一歩を踏み出し始めているのです。しかし、もしあなたが立ち止まり、後にわが戒めに
耳を傾けないなら、あなたの兄弟たち、すなわち、私に仕えたいという熱望に満ちてあなたの後に来る者たち、自ら準備し
て私を待っている者たちのために道を塞がないようにしなさい」。私の教えを学ばずして、何を教えることができようか。
私の仕事を理解し、私を理解できるように、自らを啓発するのだ。私はアルファでありオメガであり、すべての教えの始ま
りと終わりである。 

30 この時、私はあなた方に、あるべき訪問を告げます。地球の4分の3が消え、すべての人に痛みが襲いかかり、世
界は大きな苦難に見舞われるでしょう。しかし、あなた方が準備すれば、あなた方のうちの一人を通して地域が救われるの
です。 

人間が到達した科学は、これから起こる奇妙な病気を治すには十分ではないだろう。そうすれば、悪を癒し、防ぐため
には、地上のものを超越しなければならないことが理解できるでしょう。"イスラエル 

"は人類を大きな苦難から解放する。しかし、自分の運命を全うするためには、どれだけ自分の力を発揮しなければならな
いか。この時代の使徒たちは、国から国へと福音を伝え、その贈り物は無尽蔵の泉のようにすべての人にその恩恵を溢れさ
せるだろう。 

31 私が奇跡を与えるたびに、彼らは新たな使徒の信仰を呼び起こし、その使命は大きくなる。しかし、もし彼らがう
ぬぼれるなら、災いだ、彼らはその賜物を失う。 

32 兄弟に与えられた贈り物を尊重すること。私が託した木の世話をしなさい。あなた方は皆、同じ畑で働く労働者な
のだから。私の慈しみはどこまでもあなたについて行く、私はあなたの業と思いを知っている。人々 は霊的成長のためにあ
なたの祈りを必要としているのです。 

33 あなた方の多くは、自分の苦しみが御父の愛の律法に反すると信じています。それは、"もし私が神の子なら、も
し全能の御父が私を創造したなら、なぜ私を陥れられたのか、なぜ私を従順で、善良で完全な者に創造しなかったのか？"

と考えているからです。 

34 本当に言っておくが、あなたは自分が何を考えているのか、考えていない。あなた方がわが法則に反すると見るも
のは、まさに愛の法則の確認なのです。しかし、このことをよく理解するために、よく聞いてください。 

天の神の梯子には無限の存在があり、その霊的な完成度は、到達した発達の度合いに応じて、異なるステップを踏むこ
とを可能にしている。あなたの魂は、この完璧の階梯の上で進化し、創造主の高邁な命令で定められたゴールに到達するの
に適した資質を持って創造されました。 

35 あなたはそれらの霊の運命を知らないが、私が創造したすべてのもののように完璧であることをあなたに告げる。 
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36 あなたはまだ、父から与えられた賜物を理解していない。しかし、心配することはありません。後で、あなたはそ
れらに気づき、それらが完全に明らかにされることを経験するからです。 

37 あなたのような無限の霊が、さまざまな生命の次元に住んでいるのですが、その霊の間をより高い力、つまり愛の
力で結びつけているのです。彼らは闘争のため、より高い発展のために作られたのであって、停滞のために作られたのでは
ありません。私の戒めを果たした者は、神聖な愛の中で偉大な存在となったのだ。しかし、あなたの霊が偉大な力と知恵を
獲得しても、その属性は神のように無限ではないので、全能にはならないことを忘れないでください。それでも、創造主の
愛が最初の瞬間からあなたに示したまっすぐな道を、あなたの完璧な頂上へと導くには十分なものでしょう。 

38 あなたの創造時に、私はあなたに自由意志を授けた。それは、あなたが自分の意志で、兄弟に注ぐ愛と慈悲を通し
て、私を讃えるようにするためである。 

39 自由意志のない心は、至高の存在にふさわしい創造物ではないでしょう。それは、完璧を目指すことなく、不活性
な存在となる。 

40 今日もあなた方は、兄弟愛がないために、物質的な生活を送っていますね。霊的な領域では、すべてが完璧に調和
して生きているからだ。 

41 神の愛に対する理解の欠如は、精神の退行を引き起こし、それは正しい道、取り返しのつかない悔い改めと服従に
戻ることによってのみ回避することができるのです。 

42 汝らの現世において、科学を修める兄弟は、汝らの発展の頂点に導いてはいない。彼らはあなたを苦痛に、深淵に
、そして傲慢に導きました。しかし、私があなたを見捨てたことは一度もない。あなたこそ、私の愛の呼びかけにためらい
なく応えたのだ。 

43 あなた方は、父から与えられた愛と正義の自由を乱用したのですから、自分の魂につけた汚れを、痛みと涙で清め
なければなりません。しかし、降伏して罪を償う者は、より高い次元に到達することができ、その上昇は転落より速い。 

44 何世紀にもわたって、私はあなた方に優しさ、神の愛の例と証拠を与えてきました。それは時にあなた方の心に触
れ、「主よ、あなたを愛しています、あなたを賞賛します」と叫ばせることができたのです。しかし、私はあなたに尋ねま
す。もしあなたがたが私を愛しているならば、なぜ私を見習い、私の教えを実践しないのか。なぜ、あなた方は精神生活か
ら遠ざかり、その結果、成長を遅らせてきたのでしょうか。自分の転倒、痛み、軽率さを、よくも神のせいにしたものだ。 

45 今日、私があなたがたを呼んでも、あなたがたは皆、私に耳を傾けることはない。それでも、わたしは、すべての
人がわたしに耳を傾けること、そして、わたしの子どもたちが誰ひとりとして、御霊の永遠の中で失われることがないこと
を約束する。 

46 ある者は、わが愛に報いるために、わが身を求め、ある者は、痛みに打ちひしがれて、わが慈悲が苦しみの杯をさ
げてくれるように懇願するだろう。 

47 私は、イエスを通してあなたに伝えたメッセージを拡大しています。しかし、あなたはまだ、迷い込んだ道を離れ
たいとは思っていないでしょう。 

48 あなたは、私から出たものでなく、あなたによって引き起こされたものすべてについて、私を非難するつもりです
か？- 愛を蒔けと言ったのに、代わりに憎しみを蒔いてしまった。愛を刈り取りたいですか？ 

49 私はあなたたちに、シンプルで純粋で寛大な生活を平和に送るよう教えたのに、あなたたちは憎しみと物質主義と
狂気の野心の絶え間ない戦いの中で生きようと主張しているのです。 

50 あなたはほとんどいつも、自分が何を求めているかを知らずに神様にお願いしています。 

51 あなたが神の教えをうやむやにし、迷うようになった時、どうやって神に、あなたが求める方法を知らないものを
与え、あなたの考えや意志に従って宇宙を支配するよう求めることができるでしょうか。あなたがたに言うが、あなたがた
の人間の気まぐれで宇宙を支配させたら、宇宙は一秒と持たぬであろう。 

52 私はあなたにもう一滴、神の叡智を授けたのです。詳しくは、今後のレッスンでお伝えします。しかし、よく考え
ずに私の教えを受けてはならない。それはただ、わが輝きを感じ、光で満たし、わが啓示をよりよく理解できるようにする
ためである。 

53 教えの意味を理解し、自分の良心と心の赴くままに解釈してください。 

54 スピリチュアライゼーションは、宗教や科学のテキストの中にあるものではない。それは、あなたの精神の中に眠
っている（隠れている）もので、「互いに愛し合いなさい」という戒めを常に満たしていれば、有意義な関わりを持つこと
ができるのです。 

55 この教えから派生した新しい哲学や理論を作らず、物質的な神殿を建てず、寓意や象徴を作らないことです。この
時代、あなたがたにもたらされるすべての啓示を与えよう。 

56 本当に言っておくが、真理を持つのは君たちだけではないのだ。さまざまな宗教の聖職者、科学者、信徒、非信徒
、彼らはみな、その起源において神の霊的被造物であり、私は彼らの人生の旅路の間に恵みを浴びせるだろう。 
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57 あなたの兄弟たちに、愛と慈悲と霊的高揚に関するわが教えを学ぶよう、謙虚に招きなさい。もし、あなたの作品
が、あなたが見るものすべて、そして、あなたが思索の瞬間にだけ疑うものへの愛に基づいていないなら、どれも完璧なも
のにはならないことを忘れないでください。 

58 見えないところにたくさんの命がある、彼女はそう疑い、祝福し、愛しているのです。 

59 偶像崇拝、狂信、地上のランキングを作らないこと。徳によって完成された心を彩る光に勝るものはない。 

60 より多く愛する者は、職責や虚栄心のためにそうであると言う者よりも偉大である。 

61 イエスを忘れるな! 

62 このような時、あなたの理解はより明確になり、わたしの言葉もより理解しやすくなる。 

63 私の神殿はあなたの心であり、その光は私の愛である。あなたが生活の中で良いことをし、兄弟を祝福し、彼らを
愛するとき、そこに置くことができる最大の供物は、あなたの精神の安らぎです。 

64 もし、あなたが卑しい情熱だけを抱いているのなら、聖歌や祈りや儀式があなたに何の役に立つというのでしょう
。私はお香ではなく、あなたの愛を渇望しています。涙は少なく、光は多い、それが私の望むあなたの存在です。 

65 あなたがたはすべて答えなければならない。そして、あなたがたの悪い行いに従って、あなたがたは自分自身によ
って最も強調された裁きを受けることになるのだ。私はあなたを裁かないからだ、これは間違っている。あなたの恐ろしい
告発者であり、恐ろしい審判であるのは、明晰な状態にあるあなた自身の精神なのです。一方、私は、荒々 しい告発からあ
なたを守り、あなたを無罪にし、あなたを贖う。私は、清め、赦す愛である。 

66 新しい教えは、この教えを把握するために与えるもので、これも「真の生命の書」を編纂するために与えるシート
である。 

67 そうすれば、あなたの謙遜と慈悲と愛の模範によって、この小さな群衆は増殖し、空の星や海の砂のように多くな
るであろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 33 
1 マスターは再び教典を開き、愛の教義を一音一音説明しています。もしあなたがたが父としてわたしに耳を傾けた

いなら、わたしはあなたがたに言う、「ほら、ここに食卓が用意されている。 

2 私は弟子たちの間で自分を知ってもらうために霊で来る。あなた方はこの時代を光の時代と呼んでいますが、それ
はあらゆる霊とあらゆる物質が私の霊的存在を感じているからです。 

3 私は光であり、道である。しかし、あなた方は、私があなた方の間に現れた目的をすべて知っているわけではない
。わが神聖なる指示とわが啓示を楽しむ代わりに、あなたたちはわが霊感*に無感覚のまま、私が来たのはあなたたちの物
質的な必要や心配を取り除くためだけだと考え、パンや仕事、お金や健康を求めることに限定し、その上で私があらゆる物
質的利益を与えていることに気づかないのである。 

* 付録の注3をご参照ください。 

4 中には、地上生活のために求めた恩恵を受け、感謝と喜びに満ちた心で来られた方もおられ、私はそれを祝福して
います。しかし、あなたがたに告げますが、あなたがたのうちに存在する霊的な賜物はもっと偉大であり、それらは私の指
導に促されて最初の実を結び始めているのです。 

5 あなたの心を開いて、私があなたに与えるすべてのものをその中で感じることができるように。だから、わたしは
あなたがたの中にいるのに、あなたがたはわたしを感じていないのだと、よく言っているのです。 

6 信仰を得るためには、第二時代のように、あなた方が奇跡と呼ぶわざを再び行わなければならないのですか。あな
た方の信仰を呼び覚ますために、私は盲人に視力を、半身不随の人に運動能力を、ラザロには命を与えなければならないの
か。本当に、この時代に多くの「盲人」が光を見、多くの「麻痺者」が再び歩き、多くの「死者」が恵みの生活によみがえ
ったのです。 

7 巡礼の旅が始まったときから知っている、2つの新しい道があなたの視線の先にあります。一つは広くて花の多い
もの、もう一つは狭くて棘に覆われたものです。他を捨てずに、徳の道である細い道を歩きたいが、それは無理な話だ。 

8 あなたがたに言うが、あなたがたはわが道を知らず、その無数の試練にもかかわらず、心に苦痛と嫌悪感だけを残
す快楽をもたらす非常に広い道とは異なり、そこに平安があることに気づいていない。 

9 あなたの霊が私の平和の中で永遠に生きることを望んでいます。だから、私はこのように自分を明らかにして教え
るのである。新しい契約の箱の前のこの時代に、あなたがたは父と新しい契約を結んだことを忘れてはならない。 

10 これからの苦痛の時代にも、あなたが堅忍不抜で、私の指示をあなたの隣人に与えるために出発することが、私の
意志です。あなた方は、わが言葉とあなた方の証を人類に広めるとき、兄弟たちの疑念に直面して、心を失ってはならない
。皆さんは、最初に私の話を聞いたとき、信じましたか？- 

今あるこの身体や殻を、人類への使命を果たすために使ってください。霊的な空間に住む人の中で、宝物と思えるようなボ
ディマターを持ちたいと思う人がどれだけいるだろうか。 

11 あなたの霊には、「あなたの良心に導かせなさい」と言い、あなたの物質には、「あなたの霊に導かせなさい、そ
うすれば、わたしの平和はあなたとともにある」と言うのです。そうすれば、たとえ話の中で花婿の到着をランプを灯して
待っていたおとめたちのように、あなたの精神も見守ることができるのです。私を迎えるために気を配り、「見て」生きる
人は幸いである。そして、彼らに最後の時が来て、彼らが霊の谷の戸をたたくとき、わたしは彼らのためにそれを開くだろ
う。 

12 熱意をもって働けば、明日は私と共にいることができる。第二の時代のわが弟子のように、兄弟に光を、苦しむ者
に安らぎを与えて旅立つことができるように、これらの教えで自分自身を準備するのだ。無為無策から目覚めよ。律法を持
つあなたがたが、わがことばを理解せず、わがあかしをしないならば、訪問が来る。あなたがたは問われ、あなたがたのう
ちにわが教えを受けていないならば、--

何と答えるか。その時、あなたは非難され、恐怖と後悔を感じ、マスターが愛情を込めて絶え間なくあなたに語りかけたこ
とを思い出すことでしょう。しかし、もしあなたがわが言葉を学び、それを熟考するならば、この啓示について話さなけれ
ばならないときに、あなたは準備することができ、あなたを理解する人々 は、"神の師は本当に我々 と共にあった！"と言う
でしょう。- 万一、成就したにもかかわらず、兄弟に誤解されたとしても、心配は無用である。 

13 将来、あなた方の多くは、この教えを人類に広めることに専念し、あなた方の仕事が実を結び、神の種が増殖して
いくのを見ることになるのです。 

14 私はすべての地上の巡礼者に、霊的な上昇と永遠の命の所有へと誘う私の声を聞くよう呼びかけます。神の言葉が
自らを明らかにするこの日に、その言葉を使い、自らを悟らせるのだ。 

15 わが律法は、あなた方の生活のすべての行為において、道徳、正義、秩序を教えるのに、なぜあなた方は反対の道
を求め、自ら苦痛を生み出すのでしょうか。そして、肉体をこの世に残してあの世に旅立つとき、その殻を愛しすぎたため
に泣くのです。 
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肉体はもはや自分のものではない、私のもとに来るまでは道を歩み続けなければならないと感じるとき、私はあなたにこう
言うのです。あなたは地上で私の戒律を守って生きてきたか"しかし、あなたがたは、自分をこれほどまでに愛し、これほ
どまでに与えてくださった方への愛の賜物がないために恥じ、落胆し、自分の霊を抑圧する鎖を作り、光を失い、恵みを失
ったために自分のために泣き、嘆き苦しんでいるように見えるのです。彼は、父なる神が自分を呼ぶ声だけを聞いている。
しかし、彼は成長しておらず、彼のもとに来る価値を感じていないので、じっと待っているのです。 

時が過ぎ、霊は再び声を聞き、完全に苦しみに満たされ、誰が話しかけているのかと尋ねると、この声は彼にこう告げ
た。どこから来て、どこへ行くのかわからないのか。そして、目を上げると、巨大な光が見え、その輝きに哀れみを感じる
。彼は、自分が地上に送られる前にすでに存在していたこと、その声が発せられた父にすでに愛されていたこと、そして今
、彼が悲惨な状態にあるのを見て、彼のために悲しみを抱いていることを悟るのです。彼は、自分が様々 な住処に送られて
闘争の道を歩み、その功徳によって報いを受けることを悟るのです。そして、御子は問います。"もし、私が地上に送られ
る前、私はあなたのとても愛する被造物でした-

なぜ、私は徳の中で不動のままではなく、あなたのもとに戻るために、落ち、苦しみ、労苦しなければならなかったのです
か？"と。すべての霊は進化の法則のもとに置かれ、このようにしてわが父なる霊は永遠に彼らを守り、子の善い行いを喜
ばれるのです。しかし、私があなた方を地上に送ったのは、この地上を戦争と苦痛の谷ではなく、精神的完成のための闘い
の場とするためである。私はあなた方に、不毛にならないように、殖えなさいと言ったのです。しかし、あなたが霊の谷に
戻った時、収穫をもたらさず、ただ泣くだけで、私があなたに与えた恵みを受けずに来たのです。だから、私はもう一度あ
なたがたを送り、あなたがたに告げます。自らを清め、失われたものを求め、霊的な上昇を図りなさいと。 

魂は地上に戻り、小さく繊細な人間の体を求めて休息し、新たな人生の旅に出る。彼は、自分に割り当てられた小さな
子供の体を見つけ、それを使って私の法に対する違反の償いをします。原因を知ることで、霊は地上に来て、それが父の息
であることを知り、父からもたらされる使命を知るのです。 

16 最初の数年間は無垢で、純潔を守り、霊的な生活と接触し続ける。その後、彼は罪を知るようになり、父の正しい
法に対する人間の高慢、傲慢、反抗を間近に見るようになり、生まれつき手に負えない肉体は悪に染まり始める。誘惑に負
けて、この世に生を受けた使命を忘れ、律法に反する行いに走る。精神と物質が禁断の果実を味わい、奈落の底に落ちたと
き、最後の時間が彼らを驚かせる。 

霊は再び、その罪の重荷に疲れ、ひれ伏しながら、（霊的な）生息地にいることを知るのです。そして、かつて自分に
語りかけ、今も自分を呼んでくれる声を思い出し、自分が何者なのかわからずに迷い、多くの涙を流した後、以前にもその
場所にいたことを思い出すのです。そして、彼を愛で創った父が彼の道に現れ、"お前は誰だ、どこから来た、どこへ行く 

"と言われるのです。- 

御子はその声の中に、自分に存在と知性と能力を与えてくださった方、何度も何度も自分を許し、自分を清め、暗闇から連
れ出し、光へと導いてくださる父なる方の言葉を認めるのです。父よ、私の不従順とあなたに対する負債は非常に大きく、
私には何の功徳もないので、あなたの王国で生きることは期待できません」と言うのを知っているからです。今日、霊の谷
に戻った私は、償わなければならない罪悪感だけが蓄積されていることに気づきました」。しかし、愛に満ちた父がもう一
度道を示すと、彼は肉体に戻り、再び人類に属するようになる。しかし、今、すでに経験した精神は、より大きな力で肉体
の殻を制し、優位に立ち、神の戒めに従うのです。戦いが始まる。彼は人間を貶める罪と戦い、自分に与えられた贖罪の機
会を生かそうとする。最初から最後まで戦い続け、こめかみの白髪が輝き、かつての抵抗力のある強靭な肉体が年月の重み
で曲がり始め、力を失ったとき、精神は強く、より成熟し、経験を積んだと感じるのである。罪がいかに大きく、忌まわし
いものに見えるか。そこから背を向け、ゴールにたどり着く。なぜなら、神の法則は正しく、神の意志は完全であり、この
父は子らに生命と救いを与えるために生きておられるという結論に達したからである。 

最後の日が来たとき、彼は自分の肉に死を感じ、痛みを感じなかった。静かに恭しく逝った。彼は自分の姿を心の中で
見て、まるで目の前に鏡があるかのように、美しく光り輝く自分の姿を見たのである。すると、声がして、"息子よ、どこ
へ行くのだ 

"と言った。そして、彼は自分が誰であるかを知っていて、父のもとに行き、父の光を自分の存在に入れさせ、こう言った
。"創造主よ、すべてを包み込む愛よ、私はあなたのもとに来て、休息し、あなたに成就を与えるために来ました"- 

決算が終わり、霊は健康で清く、罪の鎖もなく、自分を待っている高い報酬を目の前にしていました。 

その後、その父の光と融合し、喜びが増し、平和の地、聖地を見、深い静寂を感じ、アブラハムの懐に安住することを
感じたのであった。"- 

17 私はあなた方に霊的生活のすばらしさを語り、私の指導を提供します。イスラエルの民よ、人類よ、わが娘よ、私
のもとに来るというこの世の使命を果たすか。功徳によって天の国に入り、徳の実践によって地上の平和を得ることができ
るのです。 

18 あなたは何度も何度も肉体を得て、再体現するたびに罪と贖罪の義務を増やしてきたのです。あなたがたの苦しみ
をわたしのせいにしないでください。 

19 今、あなた方は自分の犯した罪を償う最後の機会を得たのです。 
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20 私は、あなたとの約束のために戻ってきたのです。最初の時から、わたしはあなたたちと契約を結び、最後まであ
なたたちを導きます。あなたがたは、わたしの食卓につくために用意した人たちだからです。私は食べ物であり、果物であ
り、パンであり、ワインである。 

21 第二の時代、愛に飢えた人々 が私に従ったように、あなたがたはたゆまず私に耳を傾け、義への飢えと渇きを癒す
ためにやって来るのです。谷にも山にも、海にも砂漠にも、わたしの言葉を伝え、大勢の人々 がわたしに従った。彼らの信
仰は疲れを知らず、その確信も不滅であった。そして、わが慈愛はその人たちに広がり、わが言葉の奥義で彼らを包み込ん
だ。母親たちは子供を抱きかかえ、男たちは私の話を聞くために仕事を離れ、老人たちは棒にもたれかかりながら群衆の後
をついてきたのです。 

22 その中で、師はパンと魚の奇跡を起こし、人を選ばず愛を持って配れば、どんなパンでも足りることを証明された
のです。一致団結と兄弟愛もまた、食となるのだから。 

23 弟子たちも、こんな粗末なもので大勢の人を養えるのか、と疑っていた。しかし、奇跡が現実になったのを見て、
彼らは恥じて言った。"まことに、この人こそメシアだ！"と。 

24 そして今、第三の時代、あなた方は新たに私を手に入れた。私は、人類が食べる永遠の命のパンをあなたがたに与
える。 

25 私は、人間の知性によってこの言葉をあなたに与える。このように自分を知ってもらうために、私は人間の精神的
、知的発達を待って、この時期の人間を利用する必要があった。私の意志は成就された。この謎は、当分の間、正しく理解
できないすべての人々 のために明瞭さに変わるだろう。 

26 宗派や教団の裁きや嘲りを恐れてはならない。かれらこそは，予言の書を手にしていながら，それを（正しく）解
釈せず，それ故にわれを期待することを知らなかったのである。一方、聖霊としてのわが再臨を語る予言を知らないあなた
方は、私に期待していた。今、第三の時代が到来しているが、人類は福音をどう解釈すればいいのか理解していない。 

27 羊飼いのいない羊のように、どれだけの民衆が行っていることか。しかし、わたしはあなた方とともにいる。そし
て、自分自身を認識できるように、第二時代のように、貧しく、卑しくして、自分自身を現したのだ。もし人類が、私に従
う者たちを通して私を識別したいと望むなら、それは成功することができる。病める者、苦しむ者、屈辱を受けた者、疲れ
果てた者、正義に飢え渇く者、信仰に死んだ者、彼らこそが私に従う者たちなのだ。 

28 この間、私がどこかの教会の懐に現れなかったのと同様に、第二の時代に宗教から現れなかったことに、誰も驚か
ないのである。 

29 虚栄心、物質主義、偶像崇拝が支配しているところでは、私は止まりません。私は、わが律法の本質を忘れさせる
ような儀式がない、最も簡素で謙遜な胸中で、わが身を知らしめるだろう。それゆえ、私が困窮者、無学な者、罪人に囲ま
れているのを見ても驚いてはならない。私は私の慈悲を彼らの中に置き、彼らを有用な存在に変え、多くの人を改心させる
贈り物を与え、彼ら、つまりあなたを通して、私の力をはっきりと証明したのである。しかし、まだ疑問があるのなら心配
はいらない。「自分の国で預言者となる者はいない」のだから。明日、外国人が来て、あなたを信じるか、未知の土地に行
って、あなたを受け入れるか、すべての人があなたを疑っているわけではないからです。また、あなたの愛と親切心を頼り
に、あなたについてくる人たちもいて、それによって、困難な道のりを登るための刺激となり、拍車をかけてくれるのです
。- 

あなたがくじけそうになったとき、あなたに従い、あなたに力を見出す人たちはどうなるのでしょう。落ち込んだときは、
わたしを求めなさい、わたしはあなたを強くする。痛みに遭ったとき、私が懲らしめたと思わないでください。その試練か
ら、自分の成長のためになることを引き出してください。 

30 私はそれを望むだけで、あなたは純粋になれるでしょう。- 

もし、私があなたを清めたとしたら、どんなメリットがあるのでしょう。各人がわが掟に背いた罪の償いをせよ、これが功
徳である。そうすれば、将来、転倒やミスを避ける方法がわかるからです。痛みは、それを思い出させてくれるからです。 

31 もし、犯した罪とその当然の結果との間に心からの反省があるならば、その痛みはあなたには届かないでしょう。 

世間は非常に苦い杯を飲むが、私は決してそれを罰したことはない。しかし、その苦しみの後、それを呼ぶ私のもとに
やってくる。そうすれば、恩知らずな者は、自分の存在に恩恵だけを注いでくださった方に感謝する術を知ることになりま
す。 

32 これまで、世の中に蔓延していたのは、人間の愛ではありませんでした。それは、人類の始まりからそうであった
ように、支配し、征服するのは暴力である。愛した者は邪悪の犠牲となった。 

33 悪はその王国を拡大し、地上に強くなった。しかし、今まさに、私の武器でそれらの権力に対抗するために来たの
だ。そうすれば、愛と正義の王国が人々 の間に確立されるであろう。その前に、私は戦います。あなたがたにわが霊の平和
を与えるためには、私が戦争を仕掛け、すべての悪を滅ぼすことが必要だからである。 

34 正義の日はすでにあなた方とともにある。生きている者も死んだ者も、この時、良心の声を聞くのである。 

35 この世はあなたの霊魂の永遠の住処ではありません。そうであれば、大好きな自分の体が死ぬことも、自分に存在
を与えてくれた両親の命が絶えることもないでしょう。すべては儚く、この世に永久のものはない。もし、ここにあるもの
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すべてが幸福と快楽であったなら、あなたは自分の精神を思い出すこともなく、他人のことを考えることもなく、私を思い
出すこともないでしょう。 

36 あなたの魂が歩んできた苦難の道はとても長いものでした。安らぎを求めて我に帰り、己の完成を求めよ。そうす
れば、私はあなた方を、無知の闇に迷う者を指導し救う師へと変貌させるであろう。 

37 私の許しの言葉に涙した者よ、なぜまだ正義があなたのもとに来ないのか、あなたの右手はあなたの兄弟の血で汚
れているのを私に見せたのに。- 

あなたの真の悔い改めは、あなたを守るマントのようになり、私の赦しは、あなたの贖罪のためにあなたを強くする澄んだ
水のようになるからです。しかし、災いなるかな、殺人を犯してその負債を払わない者が。災いなるかな、不正を働いた者
、恥をかいた者、両親への義務を果たさなかった者。その時、人生と苦痛は、賢明な裁判官として彼らを裁き、師匠として
彼らを教えるからです。 

38 今日、あなたが私のもとに来たのは、あらゆる反対を押し切って、あらためて私のことばを聞きたいと思ったから
です。あなた方は私の弟子になりたいという願望があるので、私の神聖な教えを聞き、勉強しに来るのです。 

39 あなたを新たにし、あなたの情熱に打ち勝つ力を見出すには、あなたの霊を啓発し、あなたの霊的純潔に対する真
の愛をあなたの中に呼び起こす、わが御言葉に勝るものはないことを、あなたは知っているはずです。 

40 この時、わが言葉がより詳細に示され、あなたがたに啓示することを知らないということがないようにするためで
ある。しかし、私が時々 イメージで語るのは、あなたが私の教えをよりよく記憶するためである。 

41 私は、難破して溺れかけている人の手の届くところに現れた救命ボートです。平和の宿る岸辺に一身に置かれた者
は、後に隣人が滅亡の危機に瀕したとき、同じことをする義務を自分の中に感じる。 

42 船では足りず、多くの漂流者が助けを求めている。見よ、人類は悪徳と堕落と犯罪の中に滅びようとしている。見
よ、物質主義と利己主義に陥った人間たちを。女性はいたるところに支配する罪に慣れてしまい、美徳と繊細さを失いつつ
あります。人間の神殿である家庭は、光と温もりと平和が失われつつあるため、冒涜されているのです。 

43 私はこの星にやってきて、神の神殿である人間の魂を求め、道徳的刷新と兄弟愛によって到達できる新しい世界、
平和の世界について語り、信仰を呼び起こします。 

ある者は、心が力強く鼓動するのを感じ、神の理想を自分のものとし、ある者は、障害や困難について不平を言い、私
に従わない言い訳とする。これらの人々 は信仰に欠け、自分の運命から背を向ける者は、全行程を終えるまで何度も同じ地
点に来なければならないということを理解していない。 

44 私は、物質的な義務や、心や感覚の健全な快楽から目を背けろと言っているのではありません。私はただ、あなた
の魂を毒し、あなたの身体を病ませるものを放棄することを求めます。 

45 法の中で生きる者は、自分の良心が命じることを実行する。許された楽しみを捨てて、禁じられた楽しみの中に飛
び込む者は、最大の楽しみの瞬間でさえ、なぜ自分が幸せでもなく、安らぎでもないのか不思議に思う。快楽から快楽へ、
どんどん沈んでいき、心も精神も真の満足を得ることなく奈落の底に沈んでいくからだ。 

46 ある者は屈服し、喜びを見いだせずにいた杯を最後の一滴まで空けなければなりません。そうすれば、永遠の命の
宴に永遠に招いてくださる方の声を聞くことができます。 

47 私は弟子たちの供物を受け取る。エリヤは、あなたがたがわがことばを聞くのにふさわしく、その霊的な意味の使
い方を知ることができるように、あなたがたを準備し、わがもとにとりなしたのである。私の約束は、心の痛みの中で私を
求める者は皆、慰められるということです。 

48 私が人間と接触するのは、聖霊の時である。私の声を聞いた者のうち、ある者は私を認識し始め、ある者はすでに
私を愛している。このわが顕現の時が終われば、人類は誰が来たかを知ることになる。彼らは、エリヤを恵みと力に満ちた
先駆者として、また、人類への愛から降りてきたマスターとして認識することでしょう。 

49 愛する弟子たちよ、私を模範としなさい。そうすれば、やがてあなたがたの償いは終わり、時代を超えてあなたが
たを導いてきた羊飼いであるエリヤが、あなたがたを私のもとに差し出してくれるでしょう。 

50 霊魂がこの世を去るとき、その先に待っている霊の谷の広大さに寂しさや迷いを感じてほしくない。それゆえ、エ
リヤはあなたがたに語りかけ、この移行に備え、あなたがたは人間とその創造主との間の羊飼いであり仲介者であるその霊
を、兄弟たちに知らせなければならない。 

51 苦難と正義の時代を生きている皆さんは、今、その果実を手にしているのです。この時は来るべくして来た、と書
かれていた。私はあなたがたに祈り、悔い改めるよう警告したが、あなたがたは眠っていて、私の言葉を覚えていないこと
がわかった。しかし、私はあなた方を見守っており、あなた方に非常に広い視野を示す私の教えを再び届けに来たのである
。もし、それをつかむことができれば、勇気と強い意志を持つことができ、この光があなたの精神を貫いたとき、人のとこ
ろへ行き、無気力から解放する手助けをすることができます。無知で罪を犯す者を憐れみ、救いに至る道を示してください
。 

52 かつて子供だった者を弟子にし、弟子たちをさらに私に近づけているのだ。私はあなた方全員を天の一階梯に乗せ
、あなた方の苦難を共にしたのだ。人類の痛みは私に届いている。イライジャは人類の精神的統一のために戦っているのだ
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。バベルの塔は高慢と争いの中で成長したが、私はそれに対抗して、謙遜と愛の土台でイスラエルの塔を建てているのだ。
その闘いは大変なものですが、最後には徳が罪を覆し、平和が取り戻されるのです。そうすれば、弱い者は強くなり、盲人
は目を開き、魂の真の目覚めが起こり、発展的な人生に入ることができるのです。 

53 人間の欲する金や権力は、その霊に安らぎを与えず、病床に慰めを与えず、その心を硬くするだけである。私が金
持ちの前に苦痛のイメージを置いて、彼らの気持ちを試したことが何度もあります。彼らは、孤児や仲間の不幸や苦痛に無
関心で、私が彼らを物資の管理者にしたのは、彼らが正義と愛を持って物資を分配できるようにするためだということが分
かっていないのです。 

54 自分を癒してくれる慈愛の手、慰めの言葉、自分を救済してくれる模範を待っている存在がたくさんいるのです。
霊は愛と誠と正義に飢えている。イスラエルよ、あなた方は与えることができる。 

55 あなたにとって、すべての時が平和であるわけではありません。だから、まだ行動の自由がある今日、熱心に働き
、祈りによって他の国の兄弟たちを準備しなさい。御霊は距離を知らないことをあなたはすでにご存知でしょう。ですから
、わが使者たちを通してわが教えが伝えられる日、彼らはつまずくことなく、その使命を理解し、支えと温かさを与えてく
れる友、兄弟を見出すことでしょう。 

56 このメッセージを託され、私と交わりながら生きている者には、私は完全な働きを植え付け、その言葉の中に私の
霊を現すだろう。 

57 あなた方の多くは、師匠に従うことで人間から侮蔑されることを感じてきたはずです。また、実家で拒絶された人
もいれば、配偶者に拒絶された人もいます。しかし、わたしはこれらすべてを見ていて、あなたの犠牲に豊かな報いを与え
ることを忘れないでください。 

58 あなたを取り囲むすべての人に、敵ではなく、兄弟を見なさい。誰にも罰を求めず、寛容の手本を示し、あなたの
精神に後悔が生じないように、寛容であること。あなたの唇を閉じて、あなたの原因を私に裁かせてください。 

59 病人を癒し、混乱した人々 に正気を取り戻させる。心を曇らせる魂を追い出し、両者*が失った光を取り戻すよう
にする。 

* 付録の注4をご参照ください。 

60 国々 のために祈りなさい、わたしはあなたがたを見守る。私の言葉をすべての心に届けてください。その後で、あ
なたが受けた恩恵について私に感謝しなさい。そうすれば、あなたは、木の葉の一枚も私の意志なしに動いてはいないこと
を認識することができるのです。 

61 本当にあなたがたに言う。わたしから最も離れている者は、裁きの時であることを自覚し、予感と不穏さを感じる
。 

62 私の声はトランペットのように精霊を呼び覚ます。しかし、もし人類が第一時代と第二時代の予言を研究し、理解
することに注意を払っていたならば、今起こっていることは何一つ驚いたり混乱したりすることはなかったでしょう。 

63 昨日の私の言葉は今日も成就する。王の星が輝きを失うより早く、同じことが成就されないように。 

64 諸国民の戦いがあなたがたにもたらす苦渋を耐え忍び、彼らに（神の）正義を求めてはならない。彼らの苦しみの
杯は既に十分に苦いのだから。あなたの判断、思考、祈りに慈悲を。 

65 まだ、ある程度の平和を享受している人々 は、戦争の苦難や辛苦に苦しむ人々 を助けるために祈る義務があるので
す。 

66 もし、あなたが思いやりの代わりに、人類に多くの苦しみを与えている人々 に対して怒りや軽蔑を感じるなら、本
当にあなたに言いますが、あなたはすべての精神の高揚と理解を奪っているのです。 

67 私の声をあなたの心に響かせ、私の言葉を実行に移しなさい。それが、この地上で私の教えが力を得る方法となる
のです。それは、病み堕ちた人類から生まれた思想に立ち向かうための光である。 

68 人々 が精神の発達のために望むことができるすべての正義、すべての偉大さ、すべての光は、私の教えの中に見出
すことができるだろう。しかし、人間が立ち止まって私の教えを調べ、その内容に関心を持つためには、まず、私の弟子た
ちの刷新と美徳の中に、その最初の実りを認識する必要があるのです。 

69 あなたが平和に暮らすなら、私は偉大な秘密を明らかにすることを約束します。そうすれば、私の光はあなたの存
在の中で輝くことができるようになるからです。 

70 皆さんは、わが真理の証人となり、航海者の灯台、あるいは人類の道を行く巡礼者の星のような存在になりたいと
願っているのです。 

71 今日、あなた方はこの宣言によって、私をあなた方の間に持つことになった。私の留守を利用して、幼児から弟子
となり、私が語るのを止めた時に、私の言葉を立派に説教することができるようにしなさい。 

72 学び、見守り、祈り、兄弟の間に愛と慈しみを蒔きなさい。そうすれば、私はあなた方の作品を通して人々 に、「
互いに愛し合いなさい！」と言うことができる。 
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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 34 
1 愛する人々 よ、このメッセージを人類に明らかにするために、より良い時を待ってはいけない。今以上にふさわし

い時は他にないのだから。 

2 現実に目を向け、もはや世の中の虚栄心を夢見ないようにしましょう。私の教えをこの世のすべての道に知らしめ
ることがあなたの使命であることを理解しなさい。 

3 私は、この大勢の人々 の中に、未来の使者、新しい使徒、任務を遂行するためにたゆまぬ努力をする労働者を見出
すことができます。 

4 ある者は東方へ、ある者は西方へ送り、言語の多様性はわが言葉の普及の障害とはならないであろう。 

5 私の教えの中にある光と愛と正義の剣は、道を切り開き、無知の壁を破壊し、境界線を消し去るだろう。すべては
民族統一のために用意されている。 

6 闘争の当初は、三位一体・マリア主義の精神的教義を喜んで受け入れる人もいるでしょう。しかし、他の人々 はそ
れを拒絶し、自分たちの地上の権力や間違った解釈を脅かすものとして、あなたを迫害するでしょう。しかし、あなたがた
に言うが、それはあたかも手のひらで太陽が光を放つのを妨げるようなものである。 

7 この御言葉を拒む者は私を拒んだことになり、受け入れる者は私を受け入れたことになると警告しておかなければ
ならない。その霊的な意味において、私はこの時代の人々 に自分自身を明らかにし、私の霊はその中に存在しているからで
ある。だから、私はあなたがたに言う。わが言葉を受け取る者は、わが声を認識し、わがために心の扉を開き、わが身を内
に持つようになる。 

8 私の正義は、あなたに償いと負債の返済のための素晴らしい機会を提供しました。私があなたに託したあなたの人
生を一日も無駄にしないでください。 

9 あなたは父の家に悔い改め帰ってきた放蕩息子であり、私は愛をもってあなたを迎え入れ、嗣業を取り戻させたの
です。 

10 私の前に泣いて来る者のうち、どれが本当に悔い改めた者なのか、心からの悔恨の涙で自分の罪を泣き、償う機会
を私に求めているのか、私は知っている。彼らは父を傷つけたから泣くのであって、自分のことで泣くのではありません。
それに対して、私を傷つけたことを反省しているように見える人たちがいて、涙を流し、二度と罪を犯さないと約束し、誓
う人たちさえいるのです。しかし、彼らは誓うと同時に、新しい地上の財を私に求めるのです。この人たちは、やがて再び
父の家から旅立つ人たちです。 

11 もし、彼らが求めていたものを私から得ることができたとしても、それを無駄にすることになる。もし、それを得
られなかったら、彼らは私に対して冒涜することになる。彼らは、この道の低さには茨しかないと思っており、自分が選ん
だ道が最も不確かで、でこぼこで、危険なものであることを知らないのです。この世の快楽に完全に身をゆだねれば、富が
増え、苦労が減ると思っている。しかし、精神的な十字架という甘い重荷を拒否したために、物質的に大きな重荷を背負い
、その重荷のために鬱になってしまうことに気づかない。 

12 愛を持って神の法則を実現し、平和と光と調和の楽園に住もうとする人は、どれほど少ないことでしょう。 

13 人が歩んできた道は非常に長い。それでも彼らは禁断の果実を食べることを好み、それは人生に苦しみと失望を積
み重ねるだけである。禁断の果実とは、神が創ったので良いが、人間が適切な準備をしなかったり、過剰に使用すると害に
なる果実のことである。 

14 男と女は何の準備もなく生命の実を取り、地上に新たな人間を誕生させるとき、創造主に対する自分の責任を認識
していないのです。 

15 科学者は、まず自分の良心の声に耳を傾けることなく、敬虔な手で科学の木から果実を切り取る。その良心の声は
、わが律法が彼に語りかけ、知恵の木の果実はすべて善であり、したがって、それを摘む者はただ隣人のためにのみそうし
てよいことを告げるのである。 

16 私が挙げたこれら二つの例は、律法への従順さゆえに人間がその心に永遠に抱くはずの内なる楽園の愛も平和も、
なぜ人類が知らないのかを示しています。 

17 あなた方が同じものを見つけられるように、私は罪人、不従順な者、恩知らずな者、傲慢な者を教え、あなた方が
霊を授かっていること、良心を持ち、何が善で何が悪かを十分に判断し評価できることを理解させ、平和と知恵と無限の愛
と不死と栄光と永遠の楽園へ導く道を示しています。 

18 私は罪を犯したあなた方に話しているのです。正しい人はすでに霊の楽園に住んでおり、霊を持たず、したがって
良心もない残りの者たちは、自然という楽園で、すべての創造物と完全に調和して従順に生きているのです。 

19 今日、私はあなた方が発展する道を照らし、その先で私に会うことになるのです。強制はしないが、この呼びかけ
に耳を傾けなければ、やがて勝手に救いの道を求めるようになることに注意を喚起しているのだ。しかし、その時、あなた
は、あなたの非人間性、あなたの僭越、あなたの傲慢の恐怖から逃げ出すでしょう。 
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20 私は、厳しさを求めて来たのではありません。あなた方自身が、自分の犯した罪にふさわしい罰を与えているので
す。 

21 わが民よ、あなたがたの心にわが言葉の真髄を残し、そこから霊的な栄養を摂取できるようにするのだ。あなたの
心は花のようであり、その香りは私が置いた愛のエッセンスだからです。この花を枯らしてはいけない、すぐに香りを失っ
てしまうからだ。あなたの庭の花々 は繊細ですが、あなたの心はもっと繊細で、その神髄はもっと繊細です。 

22 一九五〇年以降、あなた方はもはや、あなた方が声の伝達者あるいは通訳と呼んできたこれらの通信機関*を通じ
て、わが言葉を受け取ることはないだろう。ある者は、この地上から 

他の者は、最初のインスピレーション、つまり霊から霊への接続に先立つサインを受け取るために残る。 
* 付録の注9をご参照ください。 

23 このつながりがあなた方の間で発展し始めると、あなた方は真に現在受けている教えを理解し始め、同時に、わが
言葉の霊的意味を、声の主がわが言葉に加えたかもしれないあらゆる不完全なものから切り離す方法を知ることになるでし
ょう。 

24 今、私はあなたに尋ねます。あなたは、地上の貧しい者でありながら、精神的に豊かであることに同意しますか？
それとも、永遠の命の知識より、この世の快楽を好むのか？- 

私はあなたを祝福する。あなたの心の中で、私にこう言うのだ。"主よ、あなたの言葉を聞くことの栄光は、何にも代えが
たいものです "と。 

25 今回、私はあなた方に新しいメッセージ、すなわち『第三の証』を与える。多くの人がその姿を目撃しています。
しかし、あなた方に言っておくが、私があなた方に啓示したことの意味を完全に理解するのはあなた方ではないし、このメ
ッセージの持つ意味を理解するのもあなた方ではないだろう。 

26 私が教えを与えても、あなた方は物質化されているので、間違って解釈してしまうことがよくあります。私が霊的
な洞察を語ったのに、あなた方はそれを物質的な意味合いにしてしまったのです。そして、より霊的に進化した世代が現れ
、これらの啓示を含む教えを学ぶとき、彼らは霊的感動に震えるだろう。あるときは、わが言葉の穏やかな平和を喜び、ま
たあるときは、わが愛の教えの中に見出すものに驚かされることでしょう。その時、彼らは言うでしょう。その時出席して
いたこの言葉の証人たちが、どうしてその意味、偉大さ、光に気づかなかったのでしょうか。- 

今回が初めてではないでしょう。第二の時代にも、私が人の心に語りかけても、彼らは世界のため、物質のためだけに生き
、考えていたので、私を理解することはできませんでした。 

27 第二の時代、私に殻として仕えていた身体が苦悩に入り、私が十字架から最後の言葉を発したとき、私の最後の言
葉の中に、その瞬間にも、その後長い間理解されなかったものがありました。 

"わが神、わが神、なぜ私を見捨てたのか" 

28 この言葉によって、多くの人が疑い、ある人は臆した、揺らいだ、弱気になったのだと混乱した。しかし、彼らは
、これが最後の文章ではなく、その後に私が話した他の文章が、完全な強さと明瞭さを示していることを考慮しませんでし
た：「父よ、あなたの手に私の霊を委ねます」、そして「すべては達成されました」。 

29 今、私はあなた方の混乱に光をもたらし、あなた方が謎と呼ぶものに光を当てるために戻ってきたので、あなた方
に告げます。十字架にかかったとき、苦悩は長く、血まみれになり、他のすべての人の体よりも限りなく敏感なイエスの体
は、長い苦悩に耐え、死は訪れませんでした。イエスはこの世での使命を果たし、すでに最後の言葉を語り、最後の教えを
与えていた。そして、その殉教した身体、引き裂かれた肉体は、御霊との別れを感じながら、苦悩の中で主に問うた。"父
よ、父よ、なぜ私をお見捨てになったのですか "と。- 

それは、傷ついた子羊が羊飼いに捧げる優しく苦しい嘆きであった。それは、「言葉」であるキリストが、イエスにおいて
本当に人間となり、その苦しみが本物であることを証明するものであった。 

30 この言葉を、父と永遠に結ばれているキリストに当てはめることができるでしょうか。- 

人の盲目によって汚されたイエスの肉体のむだづかいであったことは、これでわかっただろう。しかし、その殉教した肉体
に主の愛撫が降り注ぐ中、イエスは語り続けられた。その言葉は、"父よ、あなたの手にわたしの霊をゆだねます 

"であった。- "すべては達成された "と。 

31 人類よ、いつになったらこのように私に話してくれるのだ？非難でもなく、疑いでもなく、信仰の欠如でもない、
父への愛の証である、最後の時に父を近くに感じたいと父に告げる優しい嘆きを、あなたはいつ口にするのでしょうか。- 

私の文章の一つ一つを考えてみてください。私はあなたに約束された真理なのですから。 

32 今、私があなたがたに教えるのは、無学な者、無知な者を利用したのであって、科学者や学識者は私を否定したか
らである。また、罪人を探し出して改心させ、わが真理の証人となるよう送り出してきた。これらのわが子たちは、私が自
分自身を知らせるために、彼らが説く教義の光に目覚めることによって、この恵みにふさわしいことを証明しなければなら
ない。そうすれば、彼らは自分の任務を十分に理解し、模範を示し、善行を示すことによってのみ、同胞に信じてもらえる
ことを理解できるだろう。 
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33 この指導の時間は、多くの人々 の装備に好都合である。 

34 私の教えは、あなた方が自らを清め、聖霊の弟子と呼ぶにふさわしい変容を得るための、命の川の純粋で透明な水
です。わたしのことばで心を整えなさい。そうすれば、本当に、そこから良い種が芽を出すと、わたしはあなたに言う。そ
して、あなたの作品、言葉、思考は、私の真理を放射するようになる。 

35 確かに、あなた方だけでなく、被造物全体が私の真理の生きた証となる。しかし、この仕事には、あなた方が果た
すべき使命と、自分自身への借りがある。あなたがたに本当に言いたいのは、あなたがたは私に何の借りもなく、自分自身
に借りがあるということだ。 

36 もしあなたがたが主について証しをしないなら、わたしが証しをしよう。しかし、あなたがたは戦いの時に主とと
もにいなかったので、激しく泣くことになる。 

37 あなたの証言を真実として受け入れてもらう方法を知りたいですか？- 

自分に対して誠実であること、持っていないものを持っていると言わないこと、受け取っていないものを明らかにしようと
しないことです。自分の知っていることだけを教え、自分が目撃したことだけを証言する。しかし、答えられないことを聞
かれたら、黙っていても、決して嘘はついてはいけません。もう一度言いますが、あなたのイエスは常にイエスであるべき
で、あなたのノーは常にノーであるべきで、そうすればあなたは真実に忠実になります。 

真理を語る者は、その働きによって悟りをもたらすので、信仰を得るために誓いを立てる必要はないのです。誰が偽者
で、誰が-信憑性を必要とする瞬間が来たら-

自分の言葉に力を与えるために神の名を呼び起こさなければならないか、誓わせてください。神にも、マリアにも、両親に
も、自分の命にも誓ってはならない。もう一度言いますが、あなたの言葉を証しするのはあなたの行いであるべきで、そう
すれば、両方とも私を証しすることになります。 

38 もしあなたが真理を語って信じられるなら、あなたを信じる者は幸いである。もし、あなたが真理を語ったために
拒絶され、傷つき、嘲笑されたとしても、真理の問題は私のものであるから、私に任せなさい、そうすれば、私はあなたを
弁護しよう。また、偽りのベールで真理を覆い隠そうとしないでください。あなたは、エルサレムのあの大きな神殿を知ら
ないのですか。人々 は、力と知恵を求めて、何世紀にもわたってそこに入っていったのです。その懐が霊魂の安らぎの場の
ようである限り、それは偉大なものであった。しかし、偽善、嘘、貪欲が入り込むと、その幕が破れ、後にはその石が一つ
も他の石に残らなくなった。 

39 もう一度言いますが、自分に対して正直になり、自分を欺こうとしないこと、つまり、真理を愛することを始めな
さいということです。世界の大首領が倒れ、諸国がわが神の正義を感じるときが近づいている。その時、人々 の間にどれほ
どの慟哭が起こることでしょう。虚偽、誤り、不正の世界は消え去り、その代わりに正義と光である神の王国が確立される
のです。多くの人間の仕事にとってそれは終わりとなるが、精神化の時代にとっては始まりとなるのだ。 

40 強者が弱者を虐げ、子供の純真ささえも失われ、親は子供を理解せず、子供は親を理解しない、あなた方の作り出
した邪悪な世界が消滅するのです。最も神聖な原理と制度が人間によって冒涜され、人々 が兄弟として愛し合う代わりに殺
し合っているこの世界。 

41 この新しいバベルを消滅させるためには、その邪悪なものを雑草のように根こそぎ取り除かなければならないので
す。しかし、この苦しみの杯の中で、汚れた者は清められ、盲人は目を開き、死は多くの人々 の地上の歩みを止め、しかし
彼らを滅ぼすのではなく、生命に導くのである。 

42 人類の悪業は何も残らない。しかし、あなた方の過去の廃墟の上に、私は偉大な王国として新しい世界を立ち上げ
る。そこでは、人類は大家族のように、平和に暮らし、愛し、感じ、考え、私の愛の法則の中で生きていくだろう。 

43 新しい世代は、先人が残した経験と発展の果実を精神的にも物質的にも刈り取り、すべての過去から良い果実を選
び出す。 

44 わが神性に対する不完全なカルトの上に、真に霊的な神への崇拝が立ち上がるでしょう。ちょうど、現代の人間の
物質主義的科学の上に、兄弟愛と福祉と平和に奉仕する新しい科学が立ち上がるように。 

45 人の隔たりはなくなり、不和の中で互いに遠ざかり、それぞれの民族の方言や言語を生み出したように、地上に調
和が輝き始めると、すべての人が単一の言語によるコミュニケーションの必要を感じるようになる。なぜなら、それは「互
いに愛し合いなさい」というわが戒めに基づくものだからです。 

46 同じ種の動物でさえ、ある地域から来たものと別の地域から来たものとが理解しあえるのに、人類が理解しあえな
いというのは、どうして正しいことだろう。 

47 あなたの父の霊感のもとで愛のうちに団結しなさい。そして、すべての創造物のアルファでありオメガである彼は
、あなた方に普遍の言語を与えてくれるでしょう。 

48 あなた方自身をリフレッシュしなさい、私の言葉でリフレッシュしなさい、それはあなた方の言語の分裂の上にあ
り、あなた方の始まりを超え、終わりを超えるものである。しかし、もしあなたが、わが声楽家たちの唇を通して、私があ
なた方に話した、あまりに詳細で縦横無尽な方法を不思議に思ったなら、私がこれらの心に送ったのは、わが神聖な光の閃
光に過ぎなかったことを知ってください。 



U 34 

35 

49 あなたは私に尋ねます。"主よ、もしあなたがこの顕現の証人に私たちを選ばれたのなら、なぜ私たちを地上の苦
しみや不幸から排除されなかったのですか？"と。- 

これに対して私は、あなたがたは兄弟の苦しみを理解するために、兄弟が飲んでいる苦しみの杯を少しずつでも空にする必
要があると答えます。 

50 もし私が、この時代に人間の傲慢と悪意が作り出したものはすべて破壊されると言ったのなら、あなたがたの中に
も破壊すべきもの、剪定すべきもの、償うべきものがあると思わないのか。 

51 あなたは才能に恵まれていますが、同時に大きな試練に見舞われています。しかし、もし痛みがあなたを警戒させ
るなら、それは他の人々 が飲む苦い薬の一滴に過ぎないことを思い出してください。心が痛みを感じると、祈るように促さ
れ、その中で、この民族が地上にもたらした仕事の一つを直感的に認識するのです。 

52 わが子たちよ、光と平和と兄弟愛の思いを込めて祈りなさい。これらの祈りは宇宙で失われることなく、その力が
霊的に振動し続け、あなたが祈った人の心へと導いてくれるからです。私の言葉があなた方にとってありふれたものになっ
てはならない。最初の頃と同じように謙遜に、熱心にやって来て、あなた方の祈りが兄弟たちに感じられるようにしなさい
。あなたの全身が揺さぶられる日が来るでしょう。その日が、私がこの形であなたに話す最後の日となるでしょう。 

53 あなたがたは、私がこの時期にあなたがたを呼び出したことをどう思うのか。それは、あなたの病気を癒すためだ
けだったのか、失われた平穏を取り戻すためだったのか。- 

いや、人びとよ、もし私があなたがたを真のいのちに導き、あなたがたの心に信仰を与え、あなたがたの顔に微笑みを、あ
なたがたの体に力を回復させたとすれば、それはあなたがたにこのように装備を与えて、戦いに立ち上がらせようと思った
からである。しかし、多くの人が自分のことを考え、心の安らぎを求めるためだけに私のレッスンに参加し、その先に待っ
ている課題を少なくとも知ろうとはしないのを私は見ているのです。また、私の教えの意味を勉強し理解することに関心を
持たず、欲しいものを手に入れたらすぐに去ってしまう人もいます。 

54 あなた方はこの仕事を共にするために召されたのだ。だから私はこの民にわが言葉を注ぎ、たとえそれがわが文の
一つであっても、心の中に同じものを留めておくようにしたのである。 

55 私の教えは、あなたに伝えます。もしあなたが、わが言葉を人類に知らせないなら、石はわが真理と、あなたが生
きている時代の証人となるために語るだろう。しかし、石が話すのを待ってはいけない。石は大地を震わせ、海を荒らし、
火山の火口から滔々 と流れ出ることによって、そうするのである。 

56 この世界が疫病や未知の病気、あらゆる種類の苦難によって荒廃したとき、地球のあらゆる道に散らばるあなた方
が、私の親切で力強い御言葉を心に届け、台風に打ちのめされた人たちにそよ風のように訪れるように、あなた方自身の準
備は間に合った方がよいでしょう。 

57 これからの時代、あなた方が私の言葉を学び、それに浸る平和があるかどうかわからないからです。 

58 良き弟子として祈り、崇高な目標で心を満たしなさい。私はあなた方の間で人種、階級、宗教の区別をしないこと
を忘れてはならない。あなた方がどこに行っても、まるで自分の祖国にいるかのように感じ、出会う人はどんな人種であれ
、本当の意味であなた方の兄弟だと思うようになる。 

59 私はこの御言葉をあなた方に持ってきて、あなた方の言葉で聞かせたが、後で他の言語に翻訳して、すべての人に
知られるようにすることをあなた方に依頼したのである。 

60 このようにして、あなた方は真のイスラエルの塔を建て始めるのです。それは、すべての民族を霊的に一つにする
ものであり、あなた方がイエスの口から「互いに愛し合いなさい！」と言われてこの世で経験した、神聖で不変かつ永遠の
掟においてすべての人間を一つにするものなのです。 

61 あなたがその純粋さと真理を確信するまで、わが言葉を調査しなさい。そうしてこそ、勇気をもって自分の道を進
むことができ、精神を脅かす物質的な観念の侵入に立ち向かうことができるのです。物質主義は死であり、闇であり、精神
にとってくびきであり、毒であるからです。あなたの精神の光や自由を、地上のパンや、はかない物質と交換してはならな
いのです。 

62 本当にあなたがたに言う。わが律法に信頼し、最後まで信仰を貫く者は、物質的な命の糧を欠くことはなく、わが
霊との結合の瞬間には、わが無限の慈悲によって、常に永遠の命のパンを受けるのだ。 

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 35 
1 自分の霊魂の進歩のために、謙遜と信仰をもってわたしに頼む者は幸いである、彼らは父から頼むものを受ける。 

2 待つことを知る者は幸いである。わが慈悲深い助けは、適切な瞬間に彼らの手に届くだろう。 

3 私の愛の意志から逃れるものはないと知りながら、求めること、また待つことを学びなさい。あなたのあらゆる必
要、あらゆる試練に、わが意志が現れることを信じなさい。 

4 子供には、正義と愛という神の法則の範囲内のことを父親に求める権利があり、父親には、子供を養う義務がある
のです。 

5 この地上でわが意志に従う者は、霊になったとき、わが愛を享受することができると、私は告げます。 

6 あなたの十字架の重荷があなたを重くするとき、あなたの助け主を呼びなさい。 

7 試練の時に短くとも大きな声で誠実に祈れば、慰められる。そして、主と同調することを達成すれば、「私の意志
はあなたのもの、あなたの意志は私のもの」と言えるようになるのである。 

8 辛い試練の時だけでなく、平穏な時にも祈りなさい。そうすれば、あなたの心や思いは、他の人のことでいっぱい
になるのです。また、あなたに良いことをした人や、あなたに害を与えていない人のためだけに祈ってはいけません。これ
は功徳がありますが、あなたに何らかの害を与えた人のために執り成すことに比べれば、大したことではありません。 

9 あなたの師である私は、ピラトの前で「彼を十字架につけろ！」と叫んだ人たちの助け手であり、贖い手であった
ことを忘れないでください。はりつけにしろ！"- 

祈り、考え、言葉、そして物質的な方法を通して、あなたも兄弟が十字架を負い降伏するのを助けることができるのです。
そうすることで、自分の苦しみや葛藤の重みに耐えている人の償いができるようになるのです。 

10 今こそ、慈悲の心を持つ好機です。だから、祈り、求め、働け。畑は肥沃で、あなたを待っている。 

11 国々 の平和を祈り、祈りで引き寄せる。あなたの思考に癒しのバームを送り、兄弟の心に光を伝えてください。あ
なたがたに言うが、あなたがたの願いは、決してあなたがたの父に聞き入れられず、聞き流されることはない。 

12 多くの人が、私が人の心を通して自分を知らせたことを否定するだろうから、備えよ。しかし、あなたは彼らにこ
う言うでしょう。「神は三代にわたって人間を通して語られた。太古の昔から人類に与えられたすべての預言、霊感、啓示
は、人間の代理人を通して受け取った神の声で、あらゆる時代の人間を導いてきた。 

13 あなたの証言を否定し、反論し、憤慨する者は、地上の学者を名乗っていても、霊的顕現が何であるかを知らない
から、このような行動をとるのです。 

14 このような形でわが顕現を目撃したこの人々 を通して、人類がその起源から天の父と交わり、この惑星で声の担い
手として仕えるように運命づけられていたこと、過去の時代には主が唇を通して話された人の例は孤立していたが、今あな
た方は、人が世代を超えて父と霊と霊の交わりにおいてより完全で明瞭になる時代の中に生きていることを学ぶようにとわ
が遺書は述べている。 

15 その時、人は主とあらゆることを相談し、神の法の戒律の中でこの世の仕事を成し遂げるようになると、あなたは
告げます。一家の父親は、主がその唇に置かれた言葉で、子供たちに語りかけるのです。教師はより高い霊感のもとに教え
、統治者は神の意志を国民に伝える方法を知り、裁判官は良心の声に従うようになる。良心の声は、すべてを知る神の光で
あり、したがって完全な判断ができる唯一の人なのである。医師は神の力を第一に信頼し、その言葉も癒しの力も主から与
えられるようになる。科学者たちは、彼らが地上にもたらした困難な課題を理解し、その霊的な装備のおかげで、神からの
指示を受けることができるのです。最後に、発展の道に魂を導くという使命をこの世にもたらしたすべての人々 は、わが啓
示を受け取るためにどのように立ち上がり、それを受け取ったときのような光と純粋さをもって人の心にもたらすかを知る
ことになる。 

16 私はあなたがたに、来るべき時代について語り、あなたがたはそれが実現するという確信のもとに、発表し、預言
するべきである。しかし、あなたがたの兄弟たちがあなたがたの預言を馬鹿にしても、絶望してはならない。使徒ヨハネで
さえ、父との結びつきで受けたものを知らせたとき、嘲られ、気違いだとさえ思われたのだから。それでも、ある人には不
可能と思われ、ある人には奇妙で理解不能と思われたことが、すべて成就する時が来た。 

17 あなた方が今生きている時代は、まさにあの先見者、預言者、マスターの声の担い手の口を通して私が言ったこと
がすべて成就する時代なのです。 

18 愛と真実の使徒は、その霊的なビジョンのために、迫害され、殉教し、追放された。しかし、彼は迫害者や処刑者
から私の保護を欠くことはなかった。だから、私はあなた方に恐れるなと言うのだ。もし彼らがこのためにあなたを投獄し
ても、私はあなたを自由にし、もし彼らがあなたに仕事とパンを与えないなら、私はあなたを守り、もし彼らがあなたを辱
め、中傷するなら、私はあなたをほめ、あなたを正しくし、もし彼らがあなたを殺すなら、私はあなたを真の生命によみが
えらせるであろう。 

19 だから、この預言を広め、やさしさと強さと信仰と愛に満ちた心で、この証を兄弟たちに伝えることができるよう
に、祈りによって自分自身を準備するようにと、私は言い続けているのだ。 
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20 この準備のもとであなたが私の名によって行うことは、すべて良い実を結ばなければならず、あなたが切望してい
たことがすべて実現するのを見ることになる。 

21 昔の民に約束したことをすべて果たしたように、あなたがたにも約束したことを果たす。 

22 あなた方は恐怖の時代に生きている。人は苦しみの杯を最後まで空けることによって、自らを清めるのだ。しかし
、予言を研究してきた者たちは、国同士が理解し合えないために、あちこちで戦争が起こる時代が迫っていることを、すで
に知っていたのだ。 

23 未知の病気や疫病は、まだ人類の間に出現しておらず、科学者を困惑させている。しかし、人の間で痛みが頂点に
達したとき、彼らはまだ 

"神の罰！"と叫ぶ力を持っているのです。しかし、私が罰するのではなく、あなたの精神と肉体を支配する法則から逸脱し
たとき、あなた自身が自分を罰するのです。 

24 人間の理不尽さではなく、誰が自然の力を解き放ち、挑戦してきたのか。誰がわが掟に背いたか。- 

科学者の傲慢さしかし、本当に言っておくが、この痛みは、人の心に生えた雑草を根こそぎ刈り取るのに役立つ。 

25 野原は死体で覆われ、罪のない者も滅びるだろう。ある者は火事で、ある者は飢えで、またある者は戦争で死ぬだ
ろう。大地は震え、自然の力が動き出し、山は溶岩を噴き出し、海は荒れ狂うだろう。 

26 私は、人が自分の堕落を、自由意志が許す限界まで押し進めることを許します。そうすれば、人は自分の仕事にお
ののき、その精神に真の反省を覚えることでしょう。 

27 謙虚な弟子たち、兄弟を愛する者たち、あなた方は不完全なものばかりですが、平和の思い、霊的な光に満ちた祈
り、兄弟愛の言葉、真理と慈善を含む仕事で、戦争が解き放つ情熱の影響に対抗してください。戦争が終わり、この争いが
終わったとき、多くの人々 が身体と魂の癒しを求めて遠くからやってくるからだ。 

28 主よ、その時が来ても私たちを見捨てないでください」とこの民は私に言います。それに対して私は、「私はあな
たを置き去りにすることはできない、なぜなら私は創造されたすべてのものの中に存在しているからだ」と答える。 

29 そして、この惑星の端から端まで、霊魂たちは、真の優しさをもってあなた方に「互いに愛し合いなさい」と言う
ことができる唯一の方である方の光に触れているのを感じるだろう。 

30 この戒めは、多くの人にとって審判となり、ある人は傷口のように心に感じ、ある人はその成就のために眠らせな
い見張り番のようになる。 

31 わが預言者の一人がかつて言ったように、あなたがたから私を引き離すことはできないことがこれでわかっただろ
う。 

32 あなたが行くところには、私も一緒に行く。あなたが私を求めるところには、必ず私を見つけることができる。ど
こに目を向けても、私を見ることができる。しかし、私は今日、私の言葉であなた方に苦渋と大きな苦難の前兆だけを告げ
たくはないのです。私がこのような話をするのは、あなた方が目を覚まして祈り、試練が訪れたときに驚かないようにする
ためです。 

33 人類を待ち受ける戦争と大災難をあなた方に告げたように、地球のすべての国々 が平和を享受する日が来ること、
人々 が私の中で互いに愛し合い、その生活、仕事、世界での働きが、この地球から香ばしい香のように私のもとに立ち昇る
喜ばしい崇拝となることも、私はあなた方に告げる。 

34 あなたは私に尋ねる。"主よ、この時はいつ来るのですか 

"と。そして、私はあなたに答えます。人類が痛み、悔い改め、再生し、善を実践することによって自らを清めたとき。 

35 人の霊が父と交わした契約を果たすなら、今度は私が、わが約束を最後まで果たすだろう。私はわが秘密を知らし
め、わが子たちの間に知恵と平和と啓示のうちにそれを広める。 

36 わが民よ、この世を歩む限り、見守り、祈りなさい。霊的にも肉体的にも準備しなさい。やがてわたしは、わが真
理を語るためにあなたがたを送り出す。 

37 私の教えが示す祈りと慈愛と謙遜の実践によってあなたの霊を整え、また、あなたの身体を悪徳や悪い習慣から取
り除き、霊の完全な協力者となるまでおとなしくさせることによっても、あなたの身体を整えなさい。一度、装備を整えれ
ば、道がはっきりと目の前に現れることを体験できるはずです。ですから、神の懐を出てから戻るまでの霊の生涯は、発展
の梯子であると私は告げます。 

38 父なる神があなたを創造されたとき、あなたをその梯子の一段目に置かれました。それは、あなたがその道を旅す
るときに、創造主を本当に知り、理解する機会を持てるようにするためでした。しかし、最初の一段を降りてから、上昇気
流に乗り始めた人は、なんと少ないことでしょう。彼らは物質に支配されることを許し、その結果、自分たちの発露によっ
て悪の力を生み出し、奈落の底を掘り、そこに兄弟たちを引きずり込まなければならなくなり、彼らは自分の弱さと腐敗、
高揚と純潔への願望の間で血みどろの闘いを始めた。 

39 もし、あなたが常に善と正義の中にとどまっていたら、地上での生活はどれほど違っていたことでしょう。その中
で、あなたは私の愛の実りを得ることができたのだから。それでも、あなたがたは失われてはいないし、わたしの王国から
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追放したわけでもない。その証拠に、私が人間の姿で「私のプレゼンス」を包んであなたのところに来たとき、私はあなた
が多くのエラーと不完全さをもって作り出した世界に降り立ちました。 

40 この世界で、私はあなた方に私の血と体を与えた。あなた方の異常と恩知らずにもかかわらず、私はあなた方を愛
していることを証明するために。 

41 最初の時代に与えたわが不変の律法、預言者たちの善のための訓戒、わが教義、わがメッセージの一つ一つは、人
間が良心を通して受ける霊的光であり、彼の霊は、もし彼がその成長の初めから律法と純粋さの中にとどまっていたならば
、私のものと融合したことだろう。 

42 人の姦淫、無知、霊的高揚の欠如、罪による苦痛を契機として、父なる神は、世の快楽のために軽んじた彼らに知
恵の書を知らせ、もう一度真の道を示して救うために降臨されました。 

43 何世紀も経ち、何度もこの世に生を受けたが、未だに我が法の本質と自らの霊魂の本質を理解していないのだ。 

44 しかし、私がこの時代に明らかにするのは、霊魂を私があなた方に話しているレベルまで引き上げ、そこからあら
ゆる誤りを認識し修正し、破壊されたものを再建し、失ったものをすべて取り戻すことができるようにするための教えであ
ることもお伝えします。 

45 私の神聖な種蒔きでは、人の堕落によってその霊的な開花と結実が遅れたとしても、種を失うことはありません。 

46 この時代、人類に大きな苦痛を与えながら、大地が掘り返されている。しかし、私が私の種を見つけ、それを籾と
分けることが必要なのである。 

47 あなたの罪とわが律法への不従順の原因は何だったのでしょうか？ 

48 弟子たちよ、聞きなさい：あなたがたが生命を得る前に、わたしはすでに存在しており、わたしの霊の中にあなた
がたを隠していたのである。しかし、私は、あなたがたが功徳を積まずに私の王国を受け継ぐことを望んだのではありませ
ん。誰が作ったかわからないまま、あるものを所有し、方向性もなく、目的もなく、理想もなく、去っていって欲しくなか
ったのです。 

49 そのために、私はあなた方に良心を与えたのです。私は、あなたがたに自由意志を与えたのは、あなたがたの作品
が私の前で真の価値を持つようにするためである。私はあなたに精神を与えた。それは常に光り輝く純粋なものへと昇華す
ることを切望するように。私が肉体を与えたのは、心によって善と美を感じるためであり、試金石として、常に試練として
、また物質界で生きるための道具として役立つようにしたのです。地球はあなたの精神の学校であり、神聖なるマスターの
存在を欠かしたことはありません。人間の生は、受肉した霊魂にとって深い知恵の書であった。 

50 空間が初めて精霊の存在によって照らされたとき、これらの精霊はまだ幼子のようによちよちと口ごもり、高い霊
性の場所に留まるための発達も力も持っていなかったので、支えや強く感じるための基盤の必要性を感じ、物質と物質世界
を与えられ、その新しい状態で経験や知識を得たのです」※。 

* 付録の注5をご参照ください。 

51 あなた方はまだ、この時代に人類の間で果たすべき使命に気づいていない。しかし、私は私の言葉によって、あな
た方の闘争とゴールに到達するための方法を知らせるだろう。 

52 あなた方の脳は小さく、それだけではあなた方の持つ賜物の価値や、父なる神がこの人々 を通して人類の間で成し
遂げようとしている仕事の重要性を理解することに成功しないのです。 

53 わが知恵と力のある意志は、わが使者、わが弟子、わが預言者たちがわが言葉の顕現という良い知らせを携えて出
て行く道を開いている。そうすれば、同時に、あなたたちが外国人と呼ぶ大勢の同胞たちが、あなたたちの国の懐に来るた
めの道を整えることができるだろう。 

54 その群衆は、体のためのパンと心のための平和を求めてやってくるように見えるでしょう。しかし、すべての霊の
奥底に秘められているわが約束の実現を追い求めるのは、彼らの霊であることを私は知っている。 

55 遠い国や国々 から、精神の解放を望んでやってくる同胞を見ることになるでしょう。その古代のパレスチナからも
、イスラエルの部族が砂漠を渡ったときのように、大勢でやってくる。 

56 その巡礼の旅は、新たな遺産としてご自分の王国を差し出してくださった方を胎内から追い出して以来、長く、悲
しいものでした。しかし、それはすでに、休息し、わが言葉を省みるオアシスに近づいている。そして、わが律法の知識で
強化され、長い間忘れられていた発展を示す道を進み続けるのだ。そのとき、あなたがたの国は約束の新天地、新エルサレ
ムであると多くの人が言うのを聞くでしょう。しかし、その約束の地はこの世の彼方にあり、そこに到達するためには、こ
の時代の試練という大きな砂漠を乗り越え、霊のうちに到達しなければならないことを、あなたは彼らに伝えるでしょう。
また、この国が砂漠の中のオアシスに過ぎないことも伝えなければならない。しかし、人々 は理解するだろう。オアシスは
疲れ果てた放浪者のために日陰を提供し、さらに、そこに避難する人々 の乾いた唇に、その透明で新鮮な水を提供しなけれ
ばならないのだ。 

57 私があなたに話すその影と水は何ですか？- 

私の教え、人々 、愛の営みにおける私の神聖な教え。そして、この豊かな恵みと祝福を誰に託したか。- 
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あなた方の中で、あなた方の心がますますあらゆる利己主義から解放され、あなた方のあらゆる仕事の中で純粋な鏡として
示されるようになるために。 

58 あなた方の愛によって、伝統に執着し、霊的に停滞しているその人々 を、三位一体・マリア主義の霊的教義に改め
ることができたなら、あなた方の心も喜びも満たされるのではないでしょうか？もし、古いイスラエルが新しいイスラエル
の仲介によって改宗したなら、つまり、前者が後者によって恵みを得たなら、あなたがたの間に喜びはないのでしょうか。
これまでのところ、ユダヤ人が道徳的・精神的な向上を達成するためには、古い伝統を断ち切らなければならないと確信す
るものはない。それは、エホバとモーセの掟を守っていると信じながら、実際には金の子牛をまだ拝んでいる人々 です。 

世界中に散らばったこの誤った民が、地上に目を向けるのをやめ、天に目を上げて、初めから自分たちの贖い主として約束
され、彼を貧しいと思い、彼の中に何も良いものを見出せなかったために誤審して殺した彼を探す時が近づいているので
ある。 

59 今、彼らが裁きによって私に課したあの十字架が、あの霊たちの一人ひとりにとって、正義の立方体となる時が来
ているのだ。 

60 そして、彼らの目にはこの世で何も持っていなかった方が、すべてを持っておられること、また、主がしばしば語
られたあの宝とあの王国が真理であることを見て驚き、この世の何も、どんな宝も富も、御霊の平安にはかなわないことに
気づくのである。 

61 その人々 が私に背を向けたとしても、私は彼らを待っている。人はその言葉や契約さえも破ることができるが、私
は不変であり、決して約束を破らないからである。 

62 もし、私が彼の贖罪者となると言われたなら、私はそれを贖い、もし、私がそれを私の王国にもたらすと言われた
なら、私はそれを私の王国にもたらすだろう。 

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 36 
1 私の言葉の優しい優しさを前にして、発展の道から外れた精神は深い後悔に襲われるのです。私の言葉の愛に満ち

た優しさは、人が自分の罪が赦されるに値しないことを受け入れるために涙を流させるのです。 

2 私は心から悔い改める者を慰め、その罪を赦し、自分の引き起こした悪を償う手助けをする。悔い改めない者は、
私に到達できないことを知れ。悔い改めることによってのみ、更新と訂正と浄化がもたらされるからだ。また、清められた
霊だけが私の前に入ることができることを知っていてください。しかし、自分の犯した罪の大きさを知らなければ、どうし
て本当に悔い改めることができるでしょうか。仲間の命を奪うこと、信仰を破壊すること、精神を欺くこと、心を裏切るこ
と、無実を冒涜すること、恥をかかせること、兄弟から自分のものを取り上げること、嘘をつくこと、恥をかかせること、
このすべてに慣れてしまったためにあなた方が気づかなかった多くの不完全なことを、私は人間の前に来て理解させる必要
がありました。しかし、私の愛の言葉がやってきて、その本質において、あなたは完全な正義の存在を知り、良心を通して
自分の悪業の一つ一つを認識させ、自分の考えを吟味させ、すでに忘れていた自分の霊的充足感を思い起こさせたのです。 

3 その時初めて、それまで取るに足らないように見えた自分の罪の大きさ、間違いの大きさに気づき、初めて自分が
引き起こした多くの苦しみや痛みの深刻さを正しく評価することができたのです。そこで、あなたがたは自分のことを恥ず
かしく思い、自分の裸と汚れをすべて私に見られていると感じたのです。それゆえ、優しさと平和と純粋さに満ちたわが言
葉を聞いて、あなたは一瞬、わが愛に値しないと感じたのです。しかし、すぐに私が求めているのはまさにあなたであると
聞き、自らを清め私に仕えるべきと悔い改めた証として、涙で身を洗ったあなたの心は、その進化の道を歩み始めたのであ
る。 

4 わが子の一人が私を忘れることは不可能である。なぜなら、彼はその霊の中に良心を携えており、それはわが霊の
光であって、遅かれ早かれ私を認識しなければならないからである。 

5 ある人々 にとっては、わが言葉の意味を理解し、そこに光を見出すことは容易であるが、他の人々 にとっては、わ
が言葉はなぞなぞである。 

6 この時、すべての人が私のメッセージの霊性を理解できるわけではないことをお伝えします。そうすることができ
ない者は、新しい時代を待たなければなりません。 

7 私はこれまで、謎に包まれた人たちのところに来たことはありません。もし私があなた方に比喩的に話しかけ、神
聖なものをあなた方に明らかにしたり、永遠なるものを何らかの物質的な形で表現したりしたならば、それはあなた方が私
を理解できるようにするためであった。しかし、もし人がそれらの教えの意味を求める代わりに、形や物や記号を崇拝する
ことに止まるなら、何世紀もの停滞に苦しみ、すべてのものに神秘を見出すのは当然のことである。 

8 イスラエルがエジプトに滞在していた時代から、私の血が子羊の血として具現化され、その犠牲があなた方に霊的
な命を与えるためにキリストが流す血のイメージであることを理解せずに、伝統と儀式だけで生きている人々 がいます。ま
た、私の体によって養われていると信じている者たちは、私が最後の晩餐で弟子たちにパンを与えたのは、私の言葉の意味
を食べ物のように受け取る者は、私から自分を養うのだということを理解させるためだったことを理解しようとせず、物質
のパンを食べています。 

9 わが神の教えを真実に理解できる者はいかに少ないか、また、霊をもって解釈する者はいかに少ないか。しかし、
私は一度に神の啓示を与えたのではなく、私の教えのたびに少しずつ説明することを忘れないでください。 

10 時折混乱に陥り、誤った解釈の上に他人を重ねてきたのであれば、今日、第三時代の霊的教えを明確に理解し、正
しく解釈していないのは当然であります。 

11 あなた方が偶像を打ち倒し、古い誤りを破壊し、自分の考えを整理し始めることが必要です。そうすれば、父なる
神は太古の昔から常にあなた方に霊について語り、あなた方に教えるためにしばしば物質のイメージを用いてきましたが、
常に霊的生命について言及してきたことを認識できるようになります。 

12 眠りから覚めよ、人間よ、汝の魂にわが言葉を探求させよ。本当にあなた方に言いますが、もしあなたがわが教え
の一つをよく学び、それを理解するならば、あなたはわが啓示の精神的核心まで突き詰めたことになるのです。 

13 求めよ、求めよ、そうすれば与えられるであろう」と言った教えを思い出してください。今日、私はあなたに言い
ます：尋ねることを学びなさい。 

14 今、私が「求めることを学ばなければならない」と言うのは、過去のあなた方の求め方が不完全で、自分勝手だっ
たからです。今日の私の教えは、人の悲しみを感じることを学べということです。あなたの隣人の痛みと苦しみ、あなたの
兄弟を苦しめる不幸を体験し、感じなさい。人知れず傷を負う者を理解し、遠く離れていて見えない者の苦しみを感じるこ
とを学ばなければならない。後者のうち、他の民族や国にいる人、他の世界や来世にいる人のことを考えなければならない
。ある日突然、自分のことを忘れて他人のことばかり考えていても、何も失うものはないのだから、恐れるな。人のために
祈る者は、自分のためにも祈ることを知れ。 

15 あなたが父を捜して思いを高めるのを見るとき、私の霊にどれほどの喜びを与えることだろう。私の存在を感じさ
せ、平和を溢れさせる。 
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あなたの考えが不器用で、あなたの要求を表現できないことを気にしないでください。父に語りかけるように、自信を
もって私に語りかけなさい。親友に話すように、あなたの不満を私に打ち明けてください。あなたの知らないこと、あなた
の知らないことはすべて私に尋ねなさい。しかし、あなたの霊が私のもとに昇るその祝福された瞬間に、あなたの父があな
たに与える光、力、祝福、平和を受け取ることができるように、祈りなさい。 

16 私はまだ、祈りによって、これから多くの啓示を霊に与えることができるのです。この顕現において、あなた方自
身を完成させれば、あなた方の請願の完成に達することができる、つまり、尋ねることを学ぶことができるのです。 

17 あなたの霊が霊の谷に入り、地上での滞在と働きを説明するとき、私があなたに最も求めることは、あなたが兄弟
のために求め、行ったことのすべてでしょう。そうすれば、その日、あなたは私の言葉を思い出すでしょう。 

18 一つの時代が終わり、新しい時代が始まることで、皆さんが体験しているこの危機と混乱がもたらされたのです。
重病の人が回復を迎えるときと同じで、むしろ死が訪れたように思えるのです。 

19 この危機が人類に大きければ大きいほど、その後の健康状態も大きくなる。あなたがたに告げますが、このように
なるのです。今、あなた方は自らを装備し、信仰を強め、戦いに備えなければならない。 

20 この言葉をよく耳にするあなた方に、私は言います。「見よ、祈れ。大きな苦難の時がすべての人にやってくる。
その時代には、高慢でうぬぼれ屋には不条理で非論理的に見える出来事を目撃することになるでしょう。学者が無知だと思
っていた人に目を向け、金持ちや権力者が困窮者を探し求めるようになるからです。 

21 ある人は心の中で私に言います：「先生、私はあなたが告げられるこのような苦痛の時を待つ必要はありませんで
した、私の生涯は悲しい試練の連続でしたから」。なぜなら、その日が来れば、もはや泣くことはなく、そのような苦悩を
知らない人々 に勇気と慰めを与えることができるからです。 

22 本当にあなたがたに言う。今日、大多数の人が苦しみの杯を飲むとすれば、それは兵士が戦いの時だけ鋼鉄になる
からで、最後の戦い、偉大な戦いが近づいていると私は言うのである。その時、兄弟の痛みに目を、耳を閉ざしてはならな
いし、死から隠れようともしないことだ。本当にあなたがたに言いますが、信仰の薄い人が終わりを見るところには始まり
があり、死を見ると思うところには命があるのです。わたしが立ち会って、あなたがたをわたしの愛で覆い、あなたがたの
回復すべきその世界に入るのを助けるからである。 

23 サプライズがないように、事前にすべてをお知らせしています。他の人に警告し、準備、祈り、修正、警戒を促す
手段を探しましょう。 

24 私は父の言葉であり、この言葉の中であなたが受け取る神聖なエッセンスはこの創造主の霊からの光であり、私は
あなた方ひとりひとりに私の霊の一部を残していることを思い出してください。しかし、今、私の話に耳を傾ける大勢の人
を々取り囲む貧しさと、あなた方が集う部屋の謙遜さを見るとき、あなた方は静かに私に尋ねる。"師よ、なぜこの時、あ
なたの顕現に、あなたにふさわしい豊かな祭壇と厳粛な儀式を提供できる、大きな神殿や教会の一つを選ばなかったのです
か？"と。 

25 主人についてこのように考える心には、こう答えよう：私をこの貧しさに導いたのは人ではない。私があなたがた
に求めるのは物質的な貢ぎ物や外的な供え物ではなく、その逆であることを理解させるために、あなたがたの都市の貧しい
郊外の質素な住居を私の顕現の場として選んだのだ：私はまさにもう一度謙遜を説き、その中に霊性を見出すために戻って
きた。 

26 私は人間の虚栄心や華やかさをすべて捨て、霊的なもの、高貴で寛大なもの、純粋で永遠なものだけが、わが霊に
届くのだ。神は霊であり、神を礼拝する者は霊と真理によって神を礼拝しなければならない」とサマリアの女に言ったこと
を思い出してください。無限の中に、純粋な中に、私を求めよ、そうすれば、そこで私を見つけることができる。 

27 人類が私に差し出す物質的な供物は、それが真に善いものであれば、私は善意を受け入れるだけである。人は自分
の悪行をごまかすため、あるいは見返りを求めるために、どれほど多くの犠牲を私に捧げていることでしょう。だから、霊
の安らぎは買えない、たとえ最高の宝物を差し出せたとしても、物質的な富によってあなたの黒い汚れが洗い流されること
はないと、私はあなたに言うのです。 

28 悔い改め、私を怒らせたことへの悲しみ、刷新、修正、犯した罪の償い、これらすべてを私が教えた謙虚さととも
に、そうして人は、香や花やろうそくよりもはるかにあなたの父に喜ばれる、心と心と思考の真の犠牲を私に捧げるのです
。 

29 私があなたのために創ったものを、なぜ私に提供するのか？自分の作品でもないのに、なぜMeの花を提供するの
ですか？ 

一方、もしあなたが愛の業、慈悲の業、許しの業、正義の業、隣人への助けを私に捧げるなら、この賛辞は必ず霊的なもの
となり、愛撫のように、子供が地上から主へ送る接吻のように父へ昇っていくことでしょう。 

30 人間の心を通した私の姿は単純明快であり、私が自己を表現する形態も同様である。しかし、それはあなたを震え
上がらせ、あなたの精神がすでに知っている過去を理解させ、未来に属する出来事をはっきりと見させるのです。だから、
私の話を聞く限り、あなたがたは魅了され続けるのだ。このマスターのように心を読む方法を知っている者はいない。 
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31 さまざまな国から、この木陰に避難してくるのです。この木は、すべての旅人をその葉の下に招いてくれます。し
かし、あなたがたに告げますが、遠い国の人々 がこの国にやってくる時はすでに来ているのです。 

32 直感と予感が人々 をあなたのもとに導くでしょう。彼らはあなたの証と平和を求めてやってくるのです。彼らの多
くにとっては、私が教える者の一言で、真の霊能者の使徒としての使命を果たそうとするのでしょう。 

33 災いなるかな、この国は愛の心でよそ者を受け入れる用意をしないならば、エルサレムのように、その都市の石が
一つも他の石の上に残らないだろう。 

34 あなた方の浄化は、あなた方がドアをノックする人々 に伝えるべき、わが教えを受け取るに値する者となるためで
あると、あなた方は気づいていないのか。この嵐の時代、戦争と情熱の時代、私はあなたが邪悪な波の間を平然と航海し、
あなたの兄弟を救う救命ボートになることを望んでいることを忘れてはいないか？ 

35 用意する者は幸いである、彼は霊から霊へわたしの声を聞くであろう。 

36 あなたが住んでいるこの国の兄弟のために、試練に耐えて浄化を遂げることができるように祈りなさい。大きな精
神的な運命がこの人々 を地上にもたらしたのです。その運命を果たすためには、騒がしく、装備を整え、警戒することが不
可欠です。 

37 我が教義の教えに無用なものを混ぜてはならないことを理解せよ。あなたは、私から受け取ったのと同じ純粋さを
もって、それらを知らなければなりません。あなたの模範と証によって、わが教えを地域、村、地方に広め、あなたの兄弟
たちもその中で強められるよう見守ってください。この民は増殖し、装備を整え、霊的に生きなければならない。その働き
によって、彼らはこの真理の守護者となる。 

38 人々 よ、功徳を積め。その功徳によって、明日あなたがたを自分の家に迎え入れる人々 、あるいはあなたがたの家
に迎え入れなければならない人々 のために、この恩寵を得よ。 

39 今日、私は、不器用で罪深い体を通して、御自分を知ってもらうために霊で来たのだということを理解するように
、彼らを教えてください。この人間の体には誰もいないように 

神を見よ!あなた方は言葉を聞くだろう、その中には神の本質、すなわちわが霊から出るものがあるからだ。この言葉は「
言葉」であり、「言葉」は私、無限からあなたに語りかける彼である。 

40 "言葉 "は "愛 "であり、"言葉 "の中に明らかにされた "知恵 

"である。この声を聞きなさい、大勢の者たちよ、無関心でいてはならない、あなたたちはわが神性の聖域にいるのだから
。自分自身を新しくしなければなりません。心を清めなければ、私の教えを理解することはできない。 

41 わが掟を守るために苦心する者は幸いである、知恵の光はやがて彼らのうちに輝き出す。 

42 精神の完成のために戦う者は幸いである。なぜなら、神の子が到達しうる最高の理想に触発されたからである。 

43 わたしはあなたがたの心を磨いている。そこから、渇いた者のために命の水を湧き出させる。 

44 あなたの任務を遂行する時が来た時、あなたの意志に従って行動してはならない。また、あなたの不完全な考えを
わが言葉やわが作品に加えることに注意せよ。あなた方は冒涜と不純物に陥り、あなた方の良い行いは真の命の書から抹消
されるからです。 

45 あなたがたは、わが真理をもって武装し、住処に入るがよい。あなたがたは、わがことばを聞かせなければならな
い、そうすれば、平和が訪れる。 

46 時には、あなた方が三位一体・マリアン精神教義のメッセンジャーや働き手として認識されることもあるでしょう
。逆に、路上に投げ出されたり、誹謗中傷されたり、偽者だと非難されたりすることも起こるでしょう。しかし、恐れては
ならない、もし彼らがあなたを非難するなら、彼らの裁きの瞬間もまた彼らに訪れるだろう、もしあなたが彼らに話したと
き、彼らが真実に目を開くことができなかったとしても、彼らが一旦私の裁きを受けるとき、あなたの言葉を思い出し、光
を見るだろうからだ。 

47 ある大罪人の霊がこの物質的生活から離れ、霊の谷に入ると、自分が想像していたような地獄は存在せず、過去に
聞かされた火は、自分の良心である容赦ない審判に直面したときの自分の行いの霊的効果に過ぎないことを知り、愕然とす
るのだそうです。 

48 この永遠の*裁き、その罪人を取り囲む暗闇の中で明けるこの輝きは、あなたが想像できる最も熱い火よりも強く
燃えています。しかし、それは私を怒らせた者に対する罰としてあらかじめ用意された拷問ではなく、そうではなく、この
苦しみは犯した罪の自覚から、彼に存在を与えた方を怒らせたという苦しみ、彼が主から受け取った時間やすべての財を悪
い方向に利用したという苦しみから生じているのです。 

* ここでいう「永遠」とは、地上的・一時的の反対、つまり別世界のことですが、そうではなく、「永遠に続く」という意味です。 

49 その罪が犯した者をより傷つけると知っていても、その罪によって私を傷つける者を罰するべきだと思いますか？
あなたがたは、自分自身を悪くしているのは罪人自身であり、彼を罰することによって、彼が自分自身に引き起こした不幸
を増やしたくないのだということがわからないのでしょうか。私はただ、彼が自分自身を見つめ、良心の容赦ない声を聞き
、自問し、自答し、物質によって失った精神の記憶を取り戻し、自分の起源、運命、誓いを思い出すことを許すだけだ。そ
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して、この裁きの中で、有害なもの、無用なもの、霊的でないものをすべて取り除くために、自分の悪を根絶する「火」の
効果を経験しなければならない。 

50 霊が自分の良心の声と判断を聞くために立ち止まるとき、-

本当にあなたに言います、その時、彼は私の前にいるのです。 

51 この休息、静寂と明晰の瞬間は、すべての霊に同時に訪れるわけではない。ある人はすぐに自分自身の検査に入り
、それによって多くの苦しみを避けることができます。現実に目覚め、自分の過ちを悟るや否や、その悪業を最後まで償う
覚悟を決めて進んでいくからです。また、悪徳商法や怨恨、あるいは罪の人生によって盲目になった人は、その盲目から脱
するのに長い時間がかかります。また、ある者は、まだすべてが微笑んでいた時に、あまりにも早く地上から連れ去られた
と思って不満に思い、呪い、冒涜して、混乱から解放される可能性を遅らせている。このように、わが知恵だけが知ってい
る多くのケースがあるのだ。 

52 また、私の子供たちが犯した罪を償うために、私が特別に作った場所もない。私が不思議と祝福を与えていない世
界はないのだ。 

53 あなたがたの住むこの世界は、涙の谷、すなわち贖罪の谷であると言わないか。- 

しかし、この涙の谷を作ったのは、神か人なのか？- 

不思議と快適さを散りばめ、些細なことでも喜んでもらえるようにと考え、天国のようなイメージにしました。しかし、こ
のように人類の福祉と進歩、喜びと精神的な進歩のために作られた世界の中で、人間は苦しみ、泣き、絶望し、自らを破滅
させているのです。 

54 しかし、もう一度言いますが、私は人間の苦しみのためにこの世界を作ったのではありません。人間が悪い解釈で
どれだけ真実を歪めてきたか、精神生活が明らかにされたシンボルをどれだけ全く違った形で解釈してきたかに気づいてく
ださい。 

55 計り知れないほど大きな霊の谷には、闇も、火も、鎖も存在しない。 

56 知識の不足による自責の念と苦悩、その人生を楽しむための霊性の不足による苦しみ、これらすべてが、汚れたま
ま、あるいは準備不足のまま霊的生活の入り口に来た霊の償いの中に存在するのです。私は、人が自分自身に悪を加えるこ
とを知っているので、人の罪、不完全さ、堕落を御父に加えられた軽傷と考えることはできないことを悟るのです。 

57 地球は汚されることもなく、父の手から生まれた時と同じように美しく、清らかです。ですから、母、庇護、人の
家という宿命を逸脱していないのですから、純潔を返せとは言いません。一方、人間に対しては、懺悔し、自分を新しくし
、魂と身体を清めること、つまり、元の純粋さに戻り、さらに、徳を高め、戦い、実践することによって得た光をその精神
に示すことを要求することにします。 

58 このページで止まって、弟子たちよ、まず心に刻み、長い間熟考することなしに、この本の教えを続けてはならな
いのだ。あなたがたに言うが、それは現世であなたがたの役に立つし、あなたがたを待ち受けているものにおいて、あなた
がたの道を容易にするものである。 

59 私は、時代や時代を超えて、あなた方に断片的な教えを与えてきました。今日、私があなたに教えていることは最
後のものだと思われます。あなたの知性では、霊的な教えにおいてこれ以上の完成度を想像することはできないからです。
しかし、これは私の最後の言葉ではないし、人間の知性器官を通して与えられたこの宣言が最後の教えでもない。そして、
あなたがもうそれを考えないように、今あなたに言う、私の最後の言葉、私の最後の指示を決して受け取らないように。私
は「永遠の言葉」なのだから、永遠に語りかけ、啓発するのは当然である。私には始まりも終わりもないのだから。 

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 37 
1 人類にはいつの時代にも、精神的に大きな光を放つ人、隣人の発展の道を照らす人がいた。 

2 彼らはどこから地球に来たのでしょうか？この星に帰らなければならない人たちが住む、一番近い世界*から？- 

いや、わが民よ、その知識と善良さから、彼らが来た世界について結論を出すことができると、私はあなたに言う。 
* 地上から近い異界、つまり "天国への梯子 "の下段で、まだ自浄作用のない霊的存在が住む場所のことです。 

3 精神的な高揚の程度は、永遠における無限の梯子の段差を表しています。しかし、その完成への道は7つの段階か
ら成っており、その反映が人間の生活であり、その生活も7つの段階に分かれているのですね。 

4 人間のすべての部分は、彼らが持つべき光に到達し、真の霊性を獲得するために、展開し、発展しなければなりま
せん。 

5 彼の身体、心、道徳、精神、そして彼の全存在は、これらの7つの大きなコース、これらの7つの試練*を通過しな
ければならず、そこから彼は浄化されて、光と明るさに満ち、強さと知識と経験に満ちて出てくるのである。そうすれば、
その人は自分の霊に神の国が存在することを理解できるようになる。 

* 七つの封印については、『真説』第1巻の解説をご覧ください。 

6 神の意志に従うこと、霊的霊感を解釈できるようになるための感受性、思考を通じての父および霊界との交わり、
これらが新しい時代があなたに用意する発展の進歩です。 

7 人類には、物質的な快楽のために生きた時代、権力や支配、一過性の富を追い求めた時代、自分を取り巻くすべて
のものの美しさを求めて感性を磨いた時代、精神の平和を求めて宗教の道に入った時代、この地上を自分の領域とし、この
人生を永遠のものとし、物質を神のものとしようとした時代がすでにあったのである。 

8 今、人間の生命にとって決定的な時である。よく観察すれば、あらゆる分野、あらゆる自然や力の中に、巨大な闘
い、偉大な戦いを発見することができるだろう。 

9 人類というステージの終わりです。しかし、新しい時がいつ始まるかは、封印を解く小羊である私だけが教えてく
れるのです。あなた方はまだ、予言の成就する出来事が次々 と起こる第六の啓示の時代に生きているのです。 

10 新しい日が明け、心に静寂と平和が訪れ、人々 の間に真の祈りと真の霊性が生まれるとき、どれほど多くの宗教が
、どれほど多くの宗派や教義がわが力のライトセーバーの下に倒れ、どれほど多くの科学や理論が忘却の彼方に葬り去られ
るだろう。 

11 宗教の違いは、それを許さないからです。それは、神からのみ生じる愛と正義と真理の法則のもとに団結する人々
であろう。 

12 この人類は、あらゆる神の霊感に無関心で、その精神にとって最も重要な時期の入り口にいることに気づいていな
いのです。しかし、人の間における私の存在について、これから起こる予言について考えるとき、深い眠りから目覚めるだ
ろう。あなた方全員が、第七の封印が開かれ、その光がもたらされるとき、目を覚ましていなければならないからです。 

13 その間に、私はこの民にわが言葉を用意し、彼らが真理に触発されて旅立ち、わが教義の愛の教えを兄弟たちに教
えることができるようにしているのだ。 

14 真理だけを養い、純粋さを含まないものをすべて拒絶すれば、あなた方から光の子たちが出てきます。 

15 子供たちが現世で安全な道を歩むことができるように、あなたとともに精神的な高揚を見ることができるようにし
なさい。 

16 あなたの心が愛に満ちた感情、優しさに満ちた思考を提供することができるすべての子供たちを見守りなさい、そ
うすればあなたは彼らに良いことをしたことになります。あなたの作品で、すべての人への愛を教えてください。 

17 私は、あなた方が守れないすべての人々 を見守り、この時代に人々 が撒く悪しき種が、それらの霊に感染し、混乱
するのを許さないだろう。 

18 進化の法則に従って霊を転生させるのは私であり、現世の影響によって私の計画が変更されることはないと、私は
真に告げます。力を求めるすべての野心的な努力の上に、わが意志はなされるであろうから。 

19 すべての人間は地上に使命をもたらし、その運命は父によって予示され、その精神はわが父の愛によって油を注が
れる。人は儀式を行い、幼い者を祝福するのは無駄なことだ。あなたがたに言うが、いかなる時代にも、水はわが律法に対
する罪から魂を清めることはできない。もし私がすべての罪から純粋な霊を送るなら、宗派の牧師はどのような汚れからバ
プテスマでそれを清めるのでしょうか。 

20 人間の起源は罪ではなく、人間だけでなく自然を構成するすべての生き物が満たす自然の法則の成就の結果として
誕生したことを理解する時が来たのです。私は「人間」と言ったのであって、「彼の精神」と言ったのではないことを理解
してください。人間には、自分に似た存在を作り出す私の権限がありますが、霊は私からしか出てきません。 

21 成長し、増殖することは普遍的な法則です。星もまた、種が増殖するにつれて、他のもっと大きな星から生まれた
のです。この事実によって、彼らが罪を犯したとか、創造主を怒らせたなどと言ったことは一度もありません。では、なぜ
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、この神の戒めを実行する際に、あなた方が罪人とみなされなければならないのでしょうか。律法の成就は決して人間を汚
すものではないことを理解すること。 

22 人間を汚し、魂を発展の道から遠ざけるものは、低俗な情熱、すなわち放縦、悪徳、姦淫であり、これらはすべて
法に反するものである。 

23 真理を見つけるまで勉強し、探す。そうすれば、もはや命の創造主の戒めを罪と呼ぶことはなく、あなたの善行の
模範によって、あなたの子供たちの存在を聖別することができるでしょう。 

24 私が無限から来たと言ったことを思い出すと、父との距離を考えて悲しいため息が胸から漏れる。そして、あなた
の感覚を働かせて、それらを私に、そしてそれらを通してあなたの精神を、あなたが想像する最も高い者の住処があるとこ
ろへと引き上げるのです。祈って満足することもあるが、神の霊が宿る場所に到達できていないことが起こる。 

25 弟子たちよ、よく聞け。私が語るその無限は、君たちの知性では決して測れない。この無限は、優しさ、光、純粋
さ、知恵、愛、完全性をあなたに語りかけます。これらはすべて神の属性であるため、始まりも終わりもありません。 

26 このことが明らかになった後、私がわが言葉で、わが愛は人となり、わが優しさは女となったと言うとき、それを
理解しなさい。 

27 私は無限の中に宿る明確な場所や限定された場所を持たない。なぜなら、私の存在は、神聖なもの、霊的なもの、
物質的なもののいずれにおいても、存在するすべてのものの中にあるからである。あなたは私から、私の王国がどの方向に
あるか知ることはできない。あなたが高みに視線を上げ、それが天に向けられるとき、それは象徴的なものとしてのみそう
しなさい。あなたの惑星は絶え間なく回転し、移動するたびに新しい天国のセクションと新しい高さを提供するからです。 

28 そして、あなたがたをわたしから引き離すものは、わたしの完全な律法とあなたがたの霊魂との間に置かれたあな
たがたの不正な働きだけであることを、このすべてをもって告げたいのです。 

29 あなたの純度が高ければ高いほど、あなたの行いが高ければ高いほど、あなたの信仰が不変であればあるほど、あ
なたの祈りは私をより近くに、より親密に、より身近に感じることでしょう。 

30 同様に、あなたが善いこと、正しいこと、許されることから距離を置き、暗く利己的な生活の物質主義に身をゆだ
ねるほど、あなたは私をますます遠くに感じるようになるのです。あなたの心がわが掟の遂行から離れれば離れるほど、わ
が神聖なるプレゼンスに対してより鈍感になるのだ。 

31 なぜ今、私がこのような形でわが言葉を現し、霊と霊との対話の準備をしているのか、その理由を理解してくださ
い。 

32 あなたは、私が無限に遠くにいると信じていたので、どうすれば私のところに来ることができるのかわからなかっ
たのです。私があなたのところに来たのは、あなたに私の神聖なプレゼンスを感じてもらうため、そして、父とその子ども
たちの間には、彼らを隔てる空間や距離がないことを証明するためです。 

33 また、私があなたの心を通して自分自身を知らせたことは、あなたの父からあなたに与えられた慈悲であり、それ
によって、あなたと私を隔てていた霊的な距離が縮まったことを理解しなさい。 

34 なぜなら、それはあなた方が霊化し、功徳を積むことによって得た贈り物ではなく、あなた方の霊的達成の一部を
形成するものだからです。そして、1950年が終われば、このようなコミュニケーションは終わり、あなた方の功績によっ
て、霊と霊の結合の中で、私をより身近に感じることができるようになることを期待しているのです。 

35 この新しい結合は、深く精神的で、シンプルで、自然で、純粋で、完璧なものになるでしょう。それはあらゆる不
完全な、偶像崇拝的な、狂信的な、暗黒のカルトの終わりの始まりを示し、あなたの存在の聖域を開いて、わが霊が永遠に
そこに住めるようにするだろう。 

36 外見的な歓喜も、歓喜も、いかなる誇示もなく、ただ純粋さ、敬虔さ、真実、一言で言えば「霊化」が行われるの
である。 

37 この約束の実現があなたにもたらす奇跡の数々 を思い浮かべ、私があなたのために用意した、あなたの人生の一部
となる恵みをついに手に入れることができるよう、今こそ功徳を積むことを始めなさい。なぜなら、それは本質的に神聖な
ものであるため、永遠にあなた方と共にあり続けなければならないからです。そうすれば、天の御国の人類への接近がどこ
にあるのかがわかるでしょう。 

38 今、私はあなたに言う。地上で働きなさい。しかし、信仰を持って、兄弟に対する真の愛を持って行えば、糧に欠
けることはない。 

39 紡ぐことも蒔くこともない鳥が、保護する衣や食物を欠くことがないのなら、どうしてあなたは、愛されているの
だから、私の配慮を欠くことができようか。あなたがたが飢えや寒さで滅びるためには、あなたがたの邪悪さと恩義が、わ
が恩恵を拒む原因となるはずです。 

40 私は生命であり、温もりであり、光である。私はパンと澄んだ水であり、死者を生き返らせ、暗闇に生きる者を光
の生活に目覚めさせるために新たに来たのである。 

41 昔、すべての目が私を見よと預言された。そして、私は今、人類に私の真理を見させる準備ができている。 
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42 人が「私」を見て、感じ、理解するためには、何が足りないのか？- 

スピリチュアライゼーション。スピリチュアライゼーションは、人間を肉体だけでなく、精神的にも敏感にさせる。彼が自
らを清め、私への真の祈りが心から沸き上がるとき、彼は初めて私を共に感じ、私の優しさを感じ、私の無限の愛を浴び、
こう叫ぶだろう。"私は主を見た、私の心に主を感じた！"と。 

43 もし、私が地上に正しい人を見つけたら、その人を道具として使い、彼を通してあなたがたに教え、手本を示すだ
ろう。しかし、本当にあなたがたに言うが、私は全地上に正しい人を一人も見出していない。 

44 第一時代と第二時代の義人はどこにいるのか、彼らの徳、わが律法の実現に対する忠誠と熱意、彼らの信仰と勇気
を研究するためである。- 

彼らは霊界に住んでいて、あなたのために働いていますが、あなたは彼らを見ることも感じることもできません。なぜなら
、あなたの物質的性質はまだ、霊的なものを見せない濃いベールだからです。 

45 あなたたちは、情熱の荒波にもまれ、とても長い夜の影に包まれた漂流者のようなものです。この嵐の中で、わた
しは現れ、わたしの助けの愛は、あなたを救いの港に導く道を照らす灯台のようなものであった。 

46 しかし、私があなたの精神に、この物質的な生活を超えたものを見る才能を与えるために来たとでもいうのでしょ
うか。- 

いいえ、皆さん、私は皆さんに新しい才能や能力を与えているわけではありません。しかし、あなたが開発し、使用したも
のだけが、あなたの存在の中で輝きを放っていることを理解しなければなりません。一方、あなたが忘れてしまったもの、
軽視していたもの、留意していなかったものは、眠っている能力として-密かに-

存在し続けているのです。私が与えるものは、二度とあなたから奪わないからです。 

47 あなたの中には多くの隠された能力が眠っており、私の声によって目覚めるのを待っている。しかし、今、復活の
時が来た。ラザロがこの世を去ってから聞いたのと同じように、私が「起きて歩け」と言った声を、あなた方は聞くことに
なるのだ。 

48 わが来訪を待つ術を知る者は幸いである。彼の目覚めは完全なものとなり、霊化によって新しいメッセージが含む
すべてを認識できるようになるからである。 

49 物質的にも精神的にも、愛を持って働けば、わが平安を得ることができるのです。自分の犠牲と苦労の果実を最後
に刈り取るまで、忍耐することを学ぶのです。 

50 愛があれば、霊的な高次の発達を遂げることができます。私はあなた方人間に問う。"あなた方は自分の精神に何
をしたのか？"そして、あなた方霊に対して、"私が託した身体に何をしたのか 

"と。一方も他方も、私に答えることはできないでしょう。あなたがたは、自分の罪と弱さの重大さを自覚することから、
とても遠いのですから。あなたがたの行いを判断できるのはわたしだけである。だからわたしはあなたがたにこの光を送り
、あなたがたの良心に啓発され、わが真理の鏡の中に自分自身を見ることができるようにするのである。 

51 あなたの精神は、あなたが逃してはならない進化の法則に従うことを忘れてしまったのですか？私があなたのハー
トに置いた、愛と生命と上昇の進化の種であるオリジナルのエッセンスはどうなったのでしょうか？この言葉は、もはやあ
なたには理解できない。まるで私が外国語で話しかけているようだ。 

52 "愛する 

"ことは、あなたが生まれた目的です。父を愛し、父にあってすべての同胞を愛すること、それが律法であり、あなた方が
忘れ、心から消し去ったものである。 

53 しかし、自分の行動を振り返り、考え直すことをせず、自分の心をさらに硬くし、毒することを許してしまうので
す。 

54 あなたは、狂気の道を止めようと近づいてくる声に耳を傾けようとせず、奈落の底に突き落とされ、兄弟を道連れ
にしようとしているのです。 

55 あなた方のうち誰が、あなた方が憎しみと堕落の限りを尽くして切り開いたその深淵を想像できるだろうか。- 

その巨大な苦悩の杯の中に、何世紀、何千年、何万年と蓄積された闇や苦悩を、誰も、想像できないのです。 

56 この世界の全歴史の中で最も進んだと自負しているこの時代の人々 に問います。あなたがたは、あらゆる恵まれた
環境の中で、隣人を殺したり、破壊したり、奴隷にしたりせずに、平和を作り、力を得て、繁栄する方法を見いださなかっ
たのか？道徳的には泥の中を転げ回り、霊的には暗闇の中をさまよっているのに、自分の進歩が真実で本物だと信じている
のでしょうか？私は科学と戦うつもりはない。なぜなら、私自身が人間に科学を与えたからだ。私が反対するのは、あなた
方が時々 使う目的だ。 

57 あなたには、私が囲んだ教えを理解し、賢明になることを望みますが、人生のすべてのステップにおいて、常に良
心を道しるべとしてください。そうすれば、精神の能力が開花するだけでなく、健康で力強い肉体を手に入れることができ
るのです。 
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58 人はパンだけで生きるのではなく、神からのあらゆる言葉によって生きるのだ」と言ったことを思い出してくださ
い。それは、あなたの存在の中には、この世にあるものだけでは満足できないものがあり、それを満たすためには、物質を
超えたもの、つまり、霊が湧き出る完全圏にのみ存在するもの、つまり神を求めなければならないことを教えようとしたの
です。 

59 あなたは一瞬たりとも私の光を見逃さなかった。しかし、あなたは墓を覆う冷たい石板のようなもので、一瞬は少
し温まるが、またすぐに冷めてしまうのです。 

60 わが力とわが忍耐は無尽蔵であり、もしあなたが、奈落の底にある愛の証をまた与えてほしいと望むなら、私はそ
れを与えよう。しかし、私が今一度あなた方に示すこの無限の愛の中には、私の賢明かつ容赦ない正義が存在することを伝
えなければならない。 

61 あなたを助けるには、私を信じることだ。しかし、警戒して戦いに備えよ。戦士であれ、しかし同胞の生活を破壊
する者ではなく、愛と道徳と平和と善行をもって建設する者の戦士であれ。 

62 ニーズや抑圧によって、物質的な生き方に逆戻りしないようにしましょう。逆に、誘惑や試練に直面しても、霊性
を持って立ち上がることです。まことに、あなたがたに告げますが、もし、あなたがたは、これらの試練や人生の苦難をど
のように利用するかを知っているならば、それらを乗り越えて、より高い人生へと上昇し、勇気ある、気高い、あなたの父
の愛の熱烈な弟子となることができるようになるのです。 

63 私の教えの言葉に家族の父や母として出席している男性や女性に、私は勇気と光と平和をもって武装するようにと
伝えます。 

64 常に子供たちに名誉と力を与えるものを求め、彼らの障害となるような誤りを彼らの道から遠ざけてください。 

65 私は、物質的な努力から離れ、愛と慈悲の法であり、常に良心の光に照らされた霊的な道に戻るという、あなたが
私と交わした約束を忘れてはいないのです。 

66 この道を安全に歩むには、自分のことを忘れて、兄弟の必要性に目を向けることが必要です。 

67 そうすれば、あなたが無関心に見過ごしたすべての人の中に、苦い杯の苦しみ、傷や重い十字架があったことを経
験することになります。 

68 誰にも気づかれずに、自分の苦しみに黙って泣いている心が、どれだけあることか。どう解釈していいかわからな
い笑顔の裏には、どれだけの苦い思いが隠されているのだろう。しかし、あらゆる恐怖と苦痛を感じ、心を読む私は、あな
た方に言う。直感を働かせ、兄弟の内面を読み取ることができるように準備するのだ、心はいつも開いて痛みを見せてくれ
るとは限らない。 

69 このひそかな嘆き、内なる涙、苦しむ人々 の顔には現れない悲しみのために、心に浸透することが必要であり、そ
れは霊化によってのみ可能であり、それによって慈愛があなたの中で開花するのです。 

70 ああ、もしあなたが、貧しさにもかかわらず、多くのことを与え、行うことができると知っていたらしかし、皆さ
んはまだ物質的な意識が強いので、お金がなければ良い仕事はできないと思い込んでいる人が多いようです。だから、痛み
や飢えや惨めさで泣くのはおかしいと、自覚なく背負った宝の重さにひれ伏すように言いに来たんだ。 

71 いや、人間よ、重くのしかかるのは、自分の罪の重荷だけではないのだ。現世の情念と闘争の中でますます弱った
あなたの肉体は、その物質を弱さから解放しようと闘う自らの霊の強さ、力に抗うことができない、ということです。 

72 私が人間として生まれた夜のことを思い出してください。寒くて暗くて、でも、この時の人間の心はそれほどでも
ない。その夜、わが霊は、彼が人の間に住むようになったので、喜びに満たされていたが、彼らは深い眠りの中で、わが存
在に鈍感で、約束の者が来たことを知らずに眠っていた。そして、私の苦難の道が始まったのです。 

73 生まれたばかりの赤ん坊の揺りかごになる藁と、要求の少ない動物たちの温もりだけが、「私」の到着の瞬間にそ
の家族が手に入れたものだったのです。 

74 あなた方は自然が神の顕現に鈍感であると信じているが、それは人間の誤りである。あなた方を除けば、偉大なも
のから小さなものまで、創造されたすべてのものはわが法則に従うものであり、そこから外れることはありえない。霊と良
心と意志の自由を持つがゆえに、すべての被造物とは異なる形で形成された人間だけが、わが神性に対して鈍感なままなの
です。 

75 なぜあなたは、父の存在を感じず、その声も聞こえないほど心を硬くしてしまったのでしょうか？- 

なぜなら、あなたの自由意志のためです。私は人間として来たのではありません。しかし、人類が私を受け入れた愛のない
心の冷たさを感じました。 

76 この言葉を聞いた地球のこの地点だけが、私が子供たちと一緒にいる場所だと思わないでください。本当にあなた
方に言いますが、様々 な形でのわが顕現は普遍的なものです。 

77 人の心を通したわが宣教の先駆者として、あなたがたの間に姿を現したエリヤは、あなたがたの住むこの地だけに
来たのではありません。彼は地上のあちこちに行き、新時代と天の国の到来を告げたのです。 
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78 自然は大地を揺るがし、科学は新しい啓示に驚き、精神世界は人類に押し寄せたのに、人類は新しい時代の前触れ
であるそれらの声に耳を傾けなかった。 

79 神の光の洪水が降り注ぎ、人々 を暗闇から救い出してくれたのです。しかし、利己的で物質主義的な人々 は、魂の
完成や地上での生活の道徳的向上を目指すどころか、その光を利用して、自分のために王位や栄光、身体のための快適さや
快楽、そして必要と思えば仲間の命を奪うための武器を作り出しました。彼らの目は、わが光の強さによって曇り、虚栄心
が彼らの破滅を招いたのだ。しかし、その光によって、彼らは真実を知り、道を発見し、自分自身を救うことができると、
私は言っています。 

80 この光を心に受け止め、神のメッセージとして受け止めることができた人は、良心が自分の歩みを導き、仕事の指
針とすることができたのである。主が再び来られ、民衆とともにおられることを予感させたからです。 

81 様々 な宗派や教団の代表者たちは、私を受け入れようとせず、その心、その威厳、その偽りの偉大さが、私を精神
的に受け入れることを妨げているのである。だからこそ、新しい時代の到来を感じ、孤独に祈り、主の霊感を受けようとす
る人々 のグループ、兄弟団、協会が地球上の至る所に形成されているのです。 

82 わが子たちよ、あなたがたは、神の霊感の光のもとで徐々 に形成されたこれらの群衆に属するが、あなたがたは、
恵みによって、人間の言葉に変えられたこの霊感を持っていると言わねばならない。ですから、この霊的な教えの目的を見
失い、誤ることのないよう、よく見、祈り、瞑想しなければなりません。 

83 途中で何が甘えることができるのか？- 虚栄心、我が民よ。 

84 あなたがたに言うが、この霊感は、謙虚な者、慈悲深い者、真理と正義と平和を望む者の間で勝利するのだ。 

85 あなたが祈りによって得た平安と力は、あなたが善を蒔き、倒れた者を起こし、信仰を燃やし、地上のすべての民
の間で祝福と慰めとなるために、勤勉で疲れを知らないものにするでしょう。 

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 38 
1 私は「最後の者」を受け取り、「最初の者」に与えたのと同じ光で彼らを満たし、彼らが立ち上がり、私の教えを

知らしめるようにする。 

2 1950年にあなた方に語りかけるのを止めると予告したので、あなた方がまだわが言葉を聞くことができるのは短
い時間であり、その時以降、わが声はもはや人間の心を通して響くことはないだろう。それを聞いて信じた人は納得して強
くなるが、それを聞いて疑った人は戸惑うことになる。それに対して、私の話を聞いたことがない多くの人は、私の弟子た
ちを探し出して、師から学んだことを尋ねるでしょう。 

3 光を求めよ。そして、光を持っている者は、暗闇の中を歩くすべての者が光を見出すのを助けよ。現世で混乱した
考えを抱いている者にとって、霊的な谷に入ったときの混乱はさらに大きくなる。それゆえ、私は3つの時代の間、すべて
のわが子たちに寄り添い、彼らの精神の発展を通して、彼らが上昇すべき道を示してきたのである。 

4 霊の命については、あなた方が徐々 に理解できるようになったことをすべて明らかにしました。今日はその知識の
さらに深い面をお見せします。 

5 今こそ、すべての目が私を見よと、私があなたがたに預言した時である。あらゆる霊が私に耳を傾けるようになり
、この教えが人類に理解されたとき、人はもはや偶像崇拝や狂信に陥ることはない。なぜなら、霊化が与える単純さと純粋
さによって、自分の霊を私へと高めることを学んだからである。 

6 良心の声に天の鐘の響きを聞いて、人の精神はゆっくりと目覚めていくのです。それはエリヤの霊であり、荒野で
呼びかける者の声であり、羊飼いのように、羊が待ち受ける平和の囲いの中に従順に入るように愛情を込めて呼びかけるこ
の時代の目に見えない使者である。 

7 私が私の王国を離れて罪人を捜すことを不思議に思う者は、真に私を知らないのだ。私は正しい者を残す。彼らは
救われ、すべてを持っているからだ。なぜなら、彼らもまた、わたしが義人のように愛しているわたしの子どもたちであり
、彼らをわたしの家に連れてきて、彼らの父を喜ばせたいからである。 

8 もし私が正しい者だけを愛し、罪人を軽んじていたとしたら、あなたの良心は父なる神が正しく行動されたと思う
でしょうか。 

9 私は、あなた方が自分の汚れを洗い流し、私の前で自分を正当化するための方法を示す。兄弟に善を施し、さまざ
まな形で慈善を実践することです。 

今日、あなたはすでに学んだことを伝えることができます。また、病人を見舞い、あなたの愛で私の名によってバームを与
えることができます。あなたの信仰の中に、癒しの権威があり、あなたの慈悲が最高のバームとなるからです。彼にその才
能があるかどうか、誰にも疑わせてはならない。 

10 自分が貧しいと思うからこそ、慈善事業をすることに何のためらいもない。第二紀にイエスが弟子たちと一緒にお
られたとき、こんなたとえ話をされた。"ある公人が寺に入り、施しとしてコインを置いていった。すると、身なりのよい
パリサイ人が、七枚の金を次々 と落として、彼のしたことが観察され、彼の贈り物が大きいことが皆にわかるようにした。
その後、病気で貧しい女性がひざまずいて祈った後、持っているのはわずかな硬貨2枚だけだったということで、それを置
いていった。イエスは弟子たちに言われた。「見よ、多く与えようと思った者は少なく与え、少なく与えた者は多く与えた
。なぜなら、彼女は持っているものをすべて与えたので、その日食べるはずのパンも与えたからである」。 

11 私の言うことを聞くあなた方に、私はあなた方が自分の中にどれほどのものを抱えているかを理解させ、本当に困
っている人を前にしても、決して困窮することがないようにするのだ。 

12 あなた方は、かつて聖霊の時代に生きると言われた人たちです。今こそ、すべての精神が真理に目を開く光の時代
である。私の鎌はすでに雑草を根こそぎ刈り取り始めているのです。世界が戦争に巻き込まれている時に私が来たことに驚
かないでください。 

13 人々 は科学を通して多くの光を見てきたため、目がくらんでしまったのです。しかし、この盲目が終わるとき、わ
が慈悲によって、彼らは真の道を認識し、その道で私に会い、羊飼いが迷える羊にするように、迷える者を解放し救うので
ある。 

14 この時、私はあなた方の間で人間にはならなかった。私はただ、私の王国からあなた方の霊に送る光として来ただ
けである。明日、あなたの霊がその祈りにおいて私のもとに立ち上がることができるように、私は無限の中からあなたを鼓
舞する。 

15 今日、あなた方は、あなた方の装備によって魂が浄化され、あなた方の間に私の存在を感じるようにしなければな
らない。あなた方が求めるものを受け取る方法を知るために、あなた方自身を霊的にするのだ、それは私にとって決して多
すぎることはない。肉体の要求によって重荷を負わされている魂の要求を忘れてはならない。自分に最も欠けているのは神
の教えであることを自覚し、それがこのような形で豊富に流れている今、それを求め、それを理解し、兄弟への愛の業をも
ってそれを適用するのだ。 
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16 私は、あなたが私の教えを理解し、あなたの生活を改善するのを見たいのです。そうすれば、私があなたに明らか
にしたこの仕事を高価な宝石のように守り、この恵みを持つことにうぬぼれず、この恵みを必要としている人に否定せず、
また、確かにこの教えから物質的利益を得ることはないでしょう。 

17 まことにあなたがたに告げますが、第六の封印の神殿は決して市場にも強盗の巣窟にもならないのです。この聖域
は霊的なもので、すべてのわが子たちが入ることができるように門を開いている。そこで罪人は救済を受け、憎しみ、復讐
心、邪悪な傾向も消えていく。 

18 あなた方は今、真の信仰と勇気をもってこの福音を宣べ伝えるために、準備されているのです。また、私の言葉を
正しく解釈して、あなたの行動がより大きなものとなるようにと願っています。私の弟子の中に狂信者、純血主義者、熱狂
的な者がいることを望まない。しかし、あなた方の精神の高揚が内面的であり、あなた方の外面的行動がすべて単純で自然
であるように。この人々 が空の星のように、海の砂のように増えるとき、私の霊的指導の真の弟子たちからなるように。彼
らは聞いた御言葉を説明し、私の教えが真実であるとその業をもって証言する者となるように。 

19 あなた方が話さなければならない時を恐れてはならない、私やあなた方を信じてもならない。私は、試練の時には
何を話すかを考えてはいけない、あなたの信仰と霊的な高揚があれば、私の神聖な光があなたの唇を通して話すのに十分で
ある、とあなたに告げた。もし人々 が、あなたが受けた霊感について説明や正当化を求めるなら、私はまた、あなたが兄弟
に説明できるように、わが啓示の真理を理解させる。 

使者の中には、民を目覚めさせる使命を帯びたわが預言者もいるであろう。しかし、預言者ヨナのように、異教徒の罪
深い町に行って警告し、もし彼らが身を新たにしないなら、その住民に災害、苦しみ、災い、病気を告げるようなことがあ
ってはならないのです。しかし、その予言が実現したとき、彼は自分の言葉が現実のものとなっていないことに大きな驚き
を覚えました。 

そして、預言者は恥じて孤独の中に引きこもり、そこで主に語りかけ、「あなたが私の口に置かれた言葉は、なぜ成就
しないのですか。ほら、あの人たちはあなたの預言者と見なすどころか、私を詐欺師と見なしていますよ」。 

しかし、その時、彼は父の答えの声を聞いた。「私は、あの人々 が私の言葉に耳を貸さなくなった時に起こるはずの訪
問を知らせるために、あなたを遣わしたのだ。しかし、彼らはあなたの言うことを聞いて悔い改め、偽りの神々 を打ち倒し
、ひざまずいて私を拝み、自分たちの罪を知って泣き、恐る恐る私の裁きを待っていたのです。 

20 私は彼らが装備しているのを見て、苦しみの代わりに喜びと平和を送りました。あなたが理解するように、あなた
の言葉を実現するために、私が何千人もの人を傷つけなければならないとお考えなのでしょうか？もし、あなたがその中の
一人に共感しないのであれば、私はすべてに共感します。あなたが与えた言葉は、彼らが自分を新しくすることで、訪問を
避けるようにするためでした。彼らは悔い改めたのだから、真の神への喜びと信仰に満ちているのを見よ！"と。 

21 弟子たちよ、これらの教えを心に留めておきなさい。これらは、あなたが道を歩む上で役に立つ実例です。あなた
の中には、霊的な視力、予知夢、直感の賜物が眠っています。そうすれば、あなたは常に自分の道が照らされ、兄弟に注意
を促すことができます。 

22 あなたの仕事は、警告し、目覚めさせ、告知することです。しかし、兄弟が祈れば、出来事を変えることができる
ので、注意が必要です。しかし、このことで騙されたと思ったり、信仰を失ったりしてはいけません。あなたの運命は、苦
しみを防ぎ、平和を作ることに限定されています。プレゼントでこの結果が出れば、満足できるかもしれません。人類の平
和を祈り、兄弟が救いと平和と感動を見出すことができる聖域を全員で形成してください。 

23 そうすれば、あなたがたはわが恵みで精神を養い、わたしはあなたがたの間で愛の渇きをいやすことができるであ
ろう。あなた方が兄弟を愛したときはいつでも、あなた方は私を愛したのであり、あなた方が敵を赦したときは、あなた方
は私と和解し、あなた方の功績の供え物、すなわち常に私の神性に喜ばれる供え物を信仰の祭壇に捧げるのである。 

24 聞いてください。私は、ご自分の姿に似せてあなたを造られた方です。私は唯一の神であり、私より前に存在した
者はなく、私の霊は創造されたものではなく、私は永遠であり、これまでも、そしてこれからもあり続ける。 

25 私の存在と、私の中に存在する三位一体、すなわち、第一の時代には律法を与えたエホバである父の中に、第二の
時代にはイエスを通して愛を教えた「言葉」の中に、第三の時代には光と知恵であなたを満たしすべての啓示をあなたに説
明する聖霊の中に認めるこの三位一体は、すべての霊の中に波動を生じさせ人間の心を通してあなたの中に姿を現している
のである。 

26 父は預言者の口を通してキリストの到来を告げ、イエスは真理の霊である聖霊の顕現を告げた。これらは、私が自
らを人類に知らしめた啓示の三つの段階であり、法、愛、知恵として、三つの啓示の様式と一つの神、三つの行動の様式と
一つの意志、一つの愛として、啓示の三つの様式を持つ。 

27 もし父が永遠であるなら、子も永遠です。なぜなら、イエスの中で語られた神聖な言葉は、常に父の中にあったか
らです。聖霊は、ご自分の中に常にある神の知恵であるため、永遠である。このように、わたしがわたしのかたちに似せて
人を造ったとき、つまり、人の中にこの三位一体の像が存在するとき、わたしは人に肉、魂、霊という三つの構成要素を与
えたのである。物質的な「肉体」、精神的な「魂」、神的な「霊」という3つの基本要素から形成される存在である。 
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28 あなたの魂の最も高貴な場所には、私の神聖な知性の閃光が輝いている。それはあなたの霊であり、それゆえ、あ
なたたちは真に私の霊の子供なのである。 

29 私は、あなたにも父親としての幸せを分かち合ってほしくて、あなたを人間の親にし、あなたに似た存在に形を与
え、私が送る霊的存在が化身するようにしたのです。神と永遠の中に母性愛があるのだから、それを体現する存在が人間の
中にいてほしい、その存在が女性なのだと思いました。 

30 ある時、人間は2つの部分に分けられ、1つは男、もう1つは女という2つの性が創られました。一方は種、もう一
方は肥沃な大地。一体となって初めて、完全で、完璧で、幸せだと感じることができる2つの存在をご覧ください。その調
和の中で、一つの「肉」、一つの「意志」、一つの「理想」を形成していくのです。 

31 この結合が良心と愛によって鼓舞されるとき、それは結婚と呼ばれる。 

32 結婚の律法は、男女の結合が創造主との契約を意味することを悟らせるために、「最初の」*の良心に語りかける
光として下されたのです。その結果、神の前で結ばれたものは、この世で解消されることはないという証しとして、両親の
血が流れ合った子供が生まれたのです。 

* 初代のイスラエル人 

33 父と母が子供を授かったときに感じる幸せは、創造主が愛する子供たちに命を与え、父となったときに感じた幸せ
に似ています。その後、モーセを通してあなた方に掟を与えたのは、あなた方が選択の伴侶を理解し、隣人の妻を望まない
ようにするためである。それは、人間が自由意志によって姦淫と情欲の道に迷い込んでしまったからである。 

34 この時期が過ぎると、私はイエスとしてこの世に現れ、常に愛の律法である私の恵み深い指導によって、結婚を、
そして結婚とともに人間の道徳と美徳を高めたのである。私は、私の言葉を忘れられないようにたとえ話をし、結婚を神聖
な制度にしました。 

35 今、私は新たにあなた方の間にいるのですから、男女を問わず、あなた方に尋ねます。結婚をどう捉えたか？満足
に答えられる人は、なんと少ないことでしょう。私の神聖な制度が冒涜されたのだ。生命の泉から死と苦痛が湧き出るのだ
。この真っ白な法律書の上には、男と女の汚点や跡が描かれている。甘いはずの果実は苦く、人の飲む杯は胆汁に満ちてい
る。 

36 あなたがたはわが掟から離れ、つまずくと、恐る恐る自らに問う。-

：肉の欲望が、常に良心の声を聞き流してきたからです。では、お聞きします。あなたがたが幸せになるために必要なもの
はすべて与えたのに、なぜあなたがたは安らかでないのか。 

37 私は大空に青いマントを広げ、その下にあなた方が "愛の巣 

"を築くように、そしてそこで、世の中の誘惑やもつれから遠く離れ、鳥のように単純に生きるように。単純さと心からの
祈りの中で、人はわが国の平和と多くの神秘の啓示を感じることができるからだ。 

38 男たちよ、もしお前たちが選んだ伴侶が、何の実も結ばない不毛の地のようなものならば、お前たちは自分の運命
と償いの義務に専念すべきことを忘れて、新しい土地を探しに出てしまったのだ。結婚生活で遭遇する試練や苦しみを、な
ぜ運命のせいにするのでしょうか。あなたたち自身が選んだ道なのに。 

39 私の神性の前で結婚する者は皆、たとえその結婚がいかなる聖職者によっても確認されないとしても、私と契約を
結ぶ。この契約は、すべての運命が書き留められる神の書に記録され続ける。 

40 絡み合ったこの2つの名前を、誰がそこから消すことができるのか。我が法の中で一体となったものを、誰がこの
世で解消することができようか。 

41 もし、あなたたちを引き離したら、私自身の仕事を破壊することになる。もし、あなた方が地上で結ばれることを
私に願い、私がそれを認めたのなら、なぜその後、誓いを守らず、誓いを否定するのですか。これは、わが律法とわが名を
嘲笑するものではないのか。 

42 あなた方不妊の女性たちに、主人は言います。あなた方は、自分の子宮が命の泉となることを強く望み、求め、あ
る晩、ある朝、優しい心の鼓動が自分の中で聞こえるようにと願ってきたのです。しかし、昼も夜も過ぎて、あなたの胸か
らすすり泣きが漏れるだけで、あなたの扉をたたく子供はいません。 

43 私の話を聞くあなた方のうち、科学によってあらゆる希望を奪われた者たちが、この奇跡を通して私の力を信じ、
多くの人が私を認識するために、どれほど多くの実を結ばなければならないことだろう。見て、我慢してください。私の言
葉を忘れてはならない。 

44 家族を持つ父親たちよ、過ちや悪い例を避けるように。私はあなたに完璧を求めません、ただ子供への愛と配慮を
求めます。霊的にも肉体的にも準備をしなさい。あの世では、大きな霊の軍団があなた方の間で人間になる時を待っている
のです。 

45 私は、人々 が約束の都が近いことを知り、その子供たちが新しいエルサレムに住むために到達するように、数だけ
でなく徳においても増加し、増殖する新しい人類を望んでいるのです。 

46 地球が愛の結晶である善意の人々 で満たされることを願います。 
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47 この時代のソドムとゴモラを滅ぼし、その罪に心を慣らしてはならない、その住人に同じことをしてはならない。 

48 このようにして、私は第三の時代のあなた方を準備している。私があなた方に告げた大勢がやってくるのだ。 

49 各自が自分の役割を果たせ。さあ、私の教えを譬えで聞くがよい。 

50 "神の前に光と純粋さと無垢に満ちた霊がいた" "彼は主に言った" "父よ、私の使命は何か教えてください。 

私はあなたに仕えることを切望しています。"そうすれば、あなたは人間の子としてこの世の試練を経験し、母の優しさと
父の愛情を身近に感じることができるだろう」。 

51 精神は喜び、待ち望んだ。一方、主は男と女を愛の絆で結び、そうして（結ばれて）二人をその人生の道へと送り
出された。- 

52 女の胎内で新しい存在が発芽し、神はその霊をその体に肉付けさせ、9ヶ月目に日の目を見たのです。 

お母さんは嬉しそうに顔をほころばせ、お父さんも誇らしげに見ていた。あの息子は二人の作品であり、二人の愛の結
晶であった。女性は強いと感じ、男性は少し創造主のように感じた。二人はその優しい心のケアに専念した。 

53 母親の優しいまなざしと、父親の真剣な、しかし愛情に満ちた顔を見て、息子は心を躍らせた。 

54 時は流れ、父親は生活苦から愛の巣を離れ、道に迷って歩き、茨の茂みに衣の千切れを残してしまいました。毒の
ある果実を食べ、道ばたで見つけた花を落葉させる。気分が悪くなったり、落ち込んだりしたときに、残された大切な人た
ちのことを思い出したのです。戻って探そうとしたが、力不足であった。そして、力を振り絞って、体を引きずりながら、
長い道のりをよろよろと歩いて、家の門にたどり着いた。妻は涙を浮かべて彼を抱きかかえ、息子は病気で瀕死の状態であ
った。 

55 瀕死の息子を見た父親は、回復を願い、絶望して髪をかきむしり、神を冒涜した。しかし、その精神は肉体から切
り離され、あの世に行った。両親は寂しくなり、自分たちに降りかかった不幸を、彼は出て行ったこと、彼女は彼を引き留
められなかったこと、と交互に責めた。 

56 その霊が創造主の前に現れたとき、彼はこう言いました。「父よ、なぜ私を、私の不在で泣き叫び絶望したあの優
しい母の腕の中から連れ去ったのですか？これに対して主は、「待て、忍べ。人々 が自分の誤りに気づき、わが掟を理解し
たとき、お前は同じ胎内に再び戻るであろう」と答えられました。 

57 男と女は一心同体で暮らし続け、内心で自分の犯した罪を悔い改めながら、再び新しい子供の気配に驚きました。
神は霊をその子宮に新たに戻させ、「その身体で生命の準備をし、その子宮でもう一度自分をリフレッシュしなさい」と言
われたのです。 

58 長男がいなくなったと思っていた両親は、長男が自分たちの中に戻ってきたことを知りませんでした。しかし、長
男が残した空白は次男によって埋められ、その家庭の懐には喜びと平安が戻り、母は再び微笑み、父もまた喜びを感じるよ
うになった。 

59 今、男は自分のもとを去ることを恐れ、彼らのもとにいる間は愛情をもって彼らを大切にすることに心を砕いた。
しかし、時間が経つと過去の経験を忘れ、悪友に誘惑され、悪徳商法と誘惑に陥ってしまった。妻は彼を非難し、拒絶する
ようになり、家庭は戦場と化した。やがて男は敗れ、病み、弱り、女は子供を一人ゆりかごに残し、無垢な子供のためのパ
ンと、彼女を愛することも守ることも知らない仲間のための食料を探しに出掛けた。辱めや虐待を受け、危険にさらされ、
邪悪な心を持つ男たちの欲望に抗い、そうやって愛する人たちに日々 の糧を与えてきたのです。 

60 神はその無垢な精神を憐れみ、理性の光に目を開く前から、再び彼を召されたのです。しかし、その霊が主の前に
姿を現したとき、苦痛のうちに主に告げた。「父よ、あなたは再び、私が愛する者たちの腕の中から私を奪い去りました。
私のロットの硬さをご覧ください今、私は、彼らの胸に、あるいはあなたの胸に、永久に留まることができるように、あな
たにお願いします。 

61 無気力から目覚めた男が目にしたのは、次男が死んだベッドの頭で、泣き崩れる妻の姿であった。男は自ら命を絶
とうとしたが、妻は「命を絶たないで、手を止めて。"神様が子供を取り上げる原因は私たち自身にあるのだ 

"と気づいてください」と言って止めたという。その言葉に真実の光が宿っていることに気づき、男は落ち着きを取り戻し
た。 

その後、日が経つにつれて、家庭の喜びであった亡き子供たちを痛切に思い起こす心にも平安が訪れ、それ以降、家庭
は荒廃していった。 

62 その時、御霊は主に尋ねた。"父よ、あなたは私を再び地上に遣わされるのですか？"「そして、その心が滑らかに
磨かれるまで、必要なだけ何度でも」と主は告げられた。- 

再び転生した時、母親が病気で、父親も病気で、彼の体は病んでいた。その霊は、救いを求めて、苦しみの床から父親のも
とに立ち上がりました。今回、彼は日の目を見ることなく※、両親の唇に笑顔はなく、ただ涙が流れていた。母親は朝か
ら晩までその子の揺りかごで泣き続け、父親は自責の念にかられ、その子が自分の弱さを受け継いでいるのを見て、胸が痛
くなったそうです。 

* 両親の病気のため、生まれつき目が見えなかったのです。 
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63 その病める肉体に御霊が滞在したのは短く、彼は主の臨在のもとに戻った。 

64 再び孤独に包まれた夫婦だったが、痛みはかつてないほど二人を結びつけ、心は愛し合い、人生の旅路の終わりま
で共に歩むことを誓い合った。夫は職務を全うし、妻は夫を看病し、二人とも病気から回復した。 

65 彼らは神がもう一人の息子を与えてくださるとはほとんど信じていませんでしたが、見よ、主はその生き物に肉体
と精神の健康が花開いたのを見て、女の自己犠牲と男の改善の報酬としてその霊を送り、女の胎内からは花のつぼみのよう
に新鮮な小さな体が生まれ、その家は幸福と平和であふれかえりました。 

66 男と女は膝をついて主に感謝し、嬉し泣きしながら、その忍耐強く従順な精神は息子を通して微笑み、神に向かっ
て言った：「主よ、これ以上私を両親から引き離さないでください。私の家には平和があり、彼らの心には愛があり、私の
ゆりかごには温もりがあり、母の胸には乳と蜜があり、食卓にはパンがあるのです。父は私を愛撫し、その手には仕事のた
めの道具がある。私たちに祝福を"そして、主は御霊の喜びをもって彼らを祝福し、一つの 

"体"、一つの心、一つの意志に結ばれたままにしておかれました。"(譬え終わり)。 

67 今日、わたしはあなたがたに言う、このぶどう酒、すなわちわたしの教えを飲み、喜びなさい、あなたがたの父の
もとに集まるとき、主の家には宴会があるのだ。 

68 この時、私の言葉を聞いて、新しい命に目覚める人がどれだけいるだろうか。あなた方は信仰が死んでいた。地上
の医者がある者からすべての希望を奪い、司祭がある者に主の晩餐にあずかることを拒んだからである。 

69 わが言葉が病人を癒し、愛情をもって罪人を赦し、主人が永遠の命のパンをすべての人に差し出したことを感じた
とき、あなたは心を開いたのです。 

70 あなたは人生を歩む中で、邪悪な川、泥沼、誰も肥沃にする方法を知らない不毛の土地を見てきました。 

71 かつて肥沃で、平和と幸福という豊かな果実を世界に提供していた畑が、今では血と破壊と死の畑に変わってしま
ったことを、皆さんはご覧になったでしょう。 

72 父が子に近づくことが必要なのです。私は夜の静寂の中、野に降り、花の冠に落ちる露である。しかし、枯れてし
まった花、希望を捨ててしまった心は、私の愛を感じることができないのです。 

73 弟子たちよ、私の教えによって、あなたがたの心に慈悲の心が目覚め、人の苦しみを自分のものとし、人の葛藤や
試練や悲劇に無関心ではいられなくなったことを自覚しなさい。 

74 思いをひとつにして、兄弟のために祈る。わたしはあなたがたの願いを聞き、あなたがたの願いに報いる。まだ、
自分の苦しみや悩みを忘れて、人のことを考えることができないほど弱いのです。私はあなたに言います。これらの試練は
、勇気と主への信頼をもって肯定し、あなたが反抗したり拒絶したりすることによって、あなたの人生の道から離れたり解
消されたりすることはないからです。一方、精神的な高揚、信仰、内なる平静があれば、最も恐ろしい苦難を克服すること
ができるのです。すべての棘、すべての深淵を乗り越えれば、あなたの精神に光の輝きを残すことができるのです。試練を
冷静に受け止める術を知っている人は、他人から見れば永遠に思えるような苦痛の瞬間が短くなることを感じるだろう。 

75 この人生はあなたの十字架の道であり、あなたは時にその上に倒れますが、同時に、あなたが運命の重圧で沈むた
びに、目に見えない愛に満ちた助け手があなたを再び引き上げてくれるので、あなたは自分の十字架と一人ではないことを
実感します。 

オオカミがあなたに近づいたとき、私は彼を追い払いました。不信心者やスパイが、あなたがたの集会の懐に侵入して
、欠点を発見し、あなたがたを非難したとき、わたしは、わたしの優しさのマントであなたがたを覆い、それらの唇を閉ざ
したのだ。人々 が質問してあなたがたを試したとき、あなたがたはまだ光の言葉で彼らを説得する用意をしていなかったの
で、私は早々 と聖霊の声をあなたがたの口に乗せたのです。 

76 私はあなたがたを叱るのではなく、わが言葉のよさのうちに、希望と矯正とまた裁きを求めるのだ。もし、私があ
なたの不完全さをおだて、あなたの罪をほめそやしたとしたら、あなたはどうなるのでしょう。これは、人が世の中の君主
にすることではないのか。- 

あなたが熱心に自分の霊的進歩を求めているのを見ると、私はいつもあなたを励まし、あなたが時間を気にせず、天気が悪
くても病人を見舞い、あなたが審判の前に立ったとき、あなたは落ち着いて、真理のことばで私を証ししてきました。 

77 このように、心は耕すべき畑であり、畑が広ければ広いほど努力しなければならないこと、蒔いた種を放置しては
ならないことを学びました。 

78 あなた方の中には、新しい種を蒔くために他の国へ行く者もいる。私は、あなた方が互いに通じ合うことのできる
普遍的な言語を与えた。それは、人間の唇が話す洗練された言語ではなく、御霊が愛を通して表現するものである。 

79 また、このような大旅行をする必要がない人もいるでしょう。そのためには、ごく近しい人に慈悲を与え、混乱し
ている実体のない霊に光を与えるための準備をすればよいのです。災いなるかな、困窮する軍団の呼びかけに門戸を閉ざす
者は！彼らは混乱の中で赦さない。 

80 勤勉な弟子は、自分の十字架の重さを軽く感じ、私に仕えることを喜ぶので、一歩一歩、私を祝福するのです。怠
け者は自由を奪われ、非常に重い負担を背負わされていると感じているのです。私は誰も束縛せず、誰も奴隷にしません。
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それどころか、私はあなたに真の自由を与え、刑務所も死もあなたを鎖につなぐことはできませんが、多くの人が自分を失
ったと思ったところで、あなたの精神をその発展の無限のはしごに引き上げることができるようにするのです。 

81 弟子たち：あなたは、自分を傷つけた人を赦す準備ができていますか？あなたの敵は誰ですか？- 

あなたがたに告ぐ、同胞を敵と呼んではならない。私は人を敵に回すのではなく、その罪と無知を敵に回すのだ。 

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 39 
1 私はあなた方に降り注ぐ平和である。 

2 見て祈り、良いことをすれば、慈悲の行使によって戦争を無効化することができる。 

3 人が手入れをした科学の木は、人類にとって苦い実を結んでいる。しかし、私は今、あなたに透明な愛の水を与え
、あなたがそれに水をやり、その木がもたらす果実がどれほど違うかを経験することができるようにします。 

4 あなたが私の教えの中で科学の木を管理する秘訣を発見する前に、その木は強いハリケーンに叱られ、その悪い果
実を最後まで落とし、浄化されるでしょう。 

5 この嵐の後、あなたは次第に自分の精神に新しい光が輝き、それが人生におけるすべての道に反映されるのを見る
でしょう。 

6 あなた方は今、審判の時を生きているのです。わが神聖なる正義の鎌がたゆまず雑草を刈り取ることを、何度も話
したことを思い出してください。 

7 科学も、宗教も、権力者も、私の正義を感じることができるようになるでしょう。私の視線にさらされないもの、
私の秤で量られないものはないだろう。人類の始まりから、罪は死を宣告され、わが言葉は成就されなければならない。 

8 わが民よ、地上でこれらの出来事の兆候を見るとき、祈りのうちにわがもとに立ち上がり、家族と一つの思いで団
結し、平和を必要としている兄弟たちにわが愛のメッセンジャーとして霊魂を送りなさい。 

9 祈りの力を疑ってはならない。慈愛の行いに信仰がなければ、兄弟に何も与えることができないからである。 

10 解き放たれた自然の力でさえ、あなたの祈りを聞いて落ち着くことがあると、私は教えませんでしたか？もし彼ら
がわたしの声に従うなら、主の子らが身を整えたとき、どうしてその声に従わないことがあろうか。 

11 私がこの世であなた方と一緒にいた時も、あなた方が試練の時に父と一体となり、父から力を得て、人々 の間で愛
と慈悲の使命を果たすことができるようにと、祈ることを教えました。 

12 祈りは、（霊的に）昇るための梯子として、自分を守るための武器として、自分を教えるための本として、そして
自分を癒し、あらゆる病気から回復するためのバームとして役立つように、神が人間に与えた恵みである。 

13 真の祈りは地上から消え去り、人々 はもはや祈らず、祈ろうとしても、霊をもって私に語りかける代わりに唇で行
い、空虚な言葉、儀式、見せかけを用いている。イエスが教えなかった形式や慣習を使うなら、人々 はどうやって奇跡を見
るのでしょうか？ 

14 真の祈りが人の間に戻ってくることが必要であり、それを新たに教えるのは私である。 

15 他者への愛に感化され、彼らが私に向かって上向きに努力するための一歩として、彼らに仕える者は幸いである。
目を開いて自分を見るとき、父に近い自分を見ることができるからだ。 

16 自分の使命を果たしたことを知るために、何をすべきかを問うてはならない。わが律法は、互いに愛し合うことに
限られているからだ。毎日がこの戒律を行使する機会であることを理解してください。 

17 誰もが自分なりの方法で、愛するという使命を果たすことができるのです。 

魂を導く者、教える者、科学者、知事、家庭の父、あなた方は皆、「互いに愛し合う」というわが最高の戒めによって自ら
を鼓舞するならば、隣人に仕えることができる。 

18 すべてが浄化され、すべてが新しく生まれ変わる。そうすれば、新しい世代は、自分たちの偉大な精神的使命を果
たすために、この地球が準備されていることに気づくだろう。 

19 愛するべき人を選ばず、すべての人を分け隔てなく愛しなさい。霊的な愛にはえこひいきがあってはならない。 

20 私が教える愛は、愛する人への愛、祖国への愛、そして自分自身への愛を超えるものです。 

21 自分の物質的な貧しさを考えたら、この愛の仕事に役立たないのではと恐れてはいけません。そうすれば、地上の
品物を必要とせず、隣人に善を施すことができるようになります。わたしが、この貧しく単純な心の民の中から、いかにわ
が働き手を選び、苦しむ者の相談役、医者、親友としたか、また、慰めと安らぎを求めて人が彼らのもとに来るのを見よ。 

22 彼らの愛から癒しのバームが無尽蔵に流れ出し、それまで物憂げだった唇から、指導し、刷新し、内面を動かし、
納得させる光の言葉が生まれたのである。そして、私が彼らに相続財産を明らかにする前に、この労働者たちは何を心に抱
いていたのだろうか。- 

何も、慈善を実践することも、自分たちを導くこともできない、のけ者にされたような気分だったのです。 

23 このような労働者の謙遜の前に、金持ちが現れて助けを求め、医者が未解決の問題について質問し、神学や哲学の
知識の分野で自分を訓練した人たちが最初の教訓を学ぶようになるのを見なさい。あなたがたの間に起こったこの奇跡に驚
かないのか。そうすると、もう皆さん、人類が理解するんですよ。地上の権力や富は、あなた方が愛を学ばなければ、平和
をもたらし、物質的に助け合うことで互いの役に立つには十分ではないでしょう。 

24 もし、あなたの精神に愛があり、それを隣人に感じてもらうことができれば、奇跡が起こるのを見ることができる
でしょう。霊的生活の本質である慈悲、愛、善に鈍感であり、距離を置いていた者よ、徳を積むことを始めよ。また、渇き
と疲労と飢えとで疲れ果てて、あなたの戸口に来る者があれば、箱に十分なパンがあるかどうかを考えずに、あなたの食卓
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にその者を座らせなさい。あなたが旅人を食卓に招くとき、心からの愛で行っているか、真の慈悲で行っているか、あなた
の心に尋ねてみてください。もしそうであるなら、あなた方はパンが倍加するのを見るでしょう、あなた方は皆満たされる
でしょう、そして、私に感謝し、私を祝福する信仰の炎がさまよう人の心の中に燃え上がるでしょう。あなたが彼にしたこ
とを、彼は自分の人生で実行するでしょう。あなたは、最も限られた心にも通じる愛の教訓を彼に教えたのですから。 

25 謙虚になりなさい。あなたがたの神であるわたしが、卑しく生まれ、後に簡素なエフォドでわたしのからだを覆っ
たことを思い起こしなさい。どうしていつも良い服を夢見て、王様のローブにも憧れるのですか？ 

26 あなたの国はこの世のものでもありません。この人生は戦場のようなもので、勝利して征服された土地に入り、報
いを受けるために、功を積みに行くのです。 

27 それは、戦いの中で武器を捨て、戦いから臆病にも逃げ出し、あなたの霊を待っている勝利を放棄するようなもの
だからです。 

28 私は完全な道であり、私の地上生活において、私の手本となる「真の生命の書」をあなた方に残した。その教えを
通して、あなた方はすべての戦いに勝利するために戦うことを学ぶのである。私の愛の剣は、人類の悪と無知に対して絶え
間なく戦った。私の武器は殺人的なものではなく、あなた方に死をもたらすものではなく、永遠の命をもたらすものであっ
た。私の優しさは、私を誹謗する者たちを絶望と混乱に陥れ、私の愛の赦しは彼らの心の硬直を打ち破り、私の人としての
死は、彼らを恵みの命へと目覚めさせました。約束のメシアが無敵の戦士として発表されたのを覚えていないのでしょうか
。 

29 憎しみと傲慢に対抗する真の武器として、人の心から愛と許しと謙虚さが湧き出るときが来たのです。憎しみが憎
しみに、傲慢が傲慢に出会う限り、国は互いに破壊し合い、心に平和は訪れない。 

30 人々 は、平和の中でしか幸福と進歩が得られないことを理解しようとせず、権力と偽りの偉大さという理想に走り
、兄弟の血を流し、命を奪い、人々 の信仰を破壊したのである。 

31 人間は、その誇り高き科学をもって、わが律法に挑む。私は、もう一度、彼の罪と戦うと言う。しかし、人は私の
中に、高慢で傲慢な裁判官を見出すことはないだろう-これらは人間の欠点であるから-

また、復讐の重荷を彼に感じることもないだろう-

卑しい情念はあなたの不完全さにふさわしいものだからだ。彼は容赦ない審判に会い、愛の偉大な教義を指導してくれる師
匠に出会うのです。 

32 あなた方全員が戦争を望んでいるわけではありませんし、無実の人々 や善意と信仰を持つ人々 に対して憎しみや誇
りを育んでいるわけでもありません。戦争が起ころうとするとき、わたしはしるしを与えるから、彼ら（善意の人々 ）は見
張り、祈りなさい。 

33 東から西へ、国々 は立ち上がり、混乱し、北から南へも出発して、みな十字架の道にぶつかるだろう。この衝突の
中で、憎しみは燃え、傲慢は消え、雑種は滅ぼされる巨大な葬儀の火蓋が切られるのです。 

34 新しい世代が平和と愛を育むために、純粋な地球を見つけることが必要なのです。しかし、その前に、人類が今な
お背負っているカインの罪の最後の痕跡さえも消え去るだろう。 

35 私の教えの霊的な輝きの下にいるあなた方は、近づいてくるこのすべての苦痛の中に、神の罰や報復があることを
見出すのでしょうか。- いいえ、私たちが育てた実を、これから刈り取るのです、とおっしゃるのです。 

36 私はいつもわが子たちを憐れんでいる。あなたたちは小さすぎて、自分たちがしている悪事をすべて理解すること
ができないからだ。だから、わたしはあなたがたに近づき、わたしのことば*を具体化して、わたしの使者を送り、あなた
がたを戒め、あなたがたの悪い道に警告を与えるのだ。しかし、あなたはいつ私の呼びかけに耳を傾けたのですか。- 

決して- だから人類は苦しむのです。 
* 

これは、神の言葉は声の担い手の仲介によって私たちにもたらされ、物質的に語られ、聞き手によって物質的に聞かれることを表し
ています - 霊感によって霊的に受け取った言葉とは対照的です 

37 愛する人々 よ、あなたが見ることになる混沌を前にして、単なる見物人であってはならない。あなたが受けた平和
と強さについて、私に説明しなければならないからです。 

38 その平和と力は、あなたが祈るため、あなたの心が暗くならないため、そしてあなたが善を行い、信仰を燃やし、
人々 の間に慰めを広めるために勤勉で不断の努力をすることを証明するためにあるのである。 

39 愛する弟子たちよ、私の教えをあなたがたの兄弟に広めなさい。私が教えたように、はっきりと話すようにと請求
します。この作品のすべての部分をよく勉強しなさい。本当に言っておくが、明日、君たちは兄弟に尋問される。三位一体
の神、キリストの神性、マリアの純潔について、どのような観念を持っているかを問われると思いますが、これらのテスト
に合格できるよう、強くなければなりません。 

40 三位一体について、あなた方は、神の中に三つの異なる人格が存在するのではなく、ただ一つの神霊が三つの異な
る発展段階において自らを人類に知らしめたのだと言うでしょう。しかし、これ（人類）は（真理の）底を突くことができ
ないので、たった一つの霊が存在するところに三つの神を見出すと信じていたのである。ですから，エホバの名を聞くとき
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は，父としての神，そして裁判官としての神を思い浮かべてください。キリストを思うとき、キリストの中に師としての神
、愛としての神を見、聖霊がどこから来るかを理解しようとするとき、聖霊は、より進んだ弟子たちにその知恵を明らかに
する神にほかならないことを理解しなさい。 

41 もし私が最初の時代の人類が今日の人類と同じように霊的に発達していることを発見したならば、私は父として、
師として、聖霊として自らを彼らに知らせただろうし、そうすれば人はただ一つしか存在しないところに三つの神々 を見る
ことはなかっただろう。しかし、彼らはわが教えを解釈する能力を持たず、混乱し、わが道から離れ、自分たちの考えに従
って、利用しやすい神や小さな神を作り続けたことでしょう。 

42 これで、御父が段階的に御自身を現された理由と、三位一体の概念に関する人々 の誤りを理解することができまし
た。 

43 わが神聖なる霊には、無限の顕現と属性がある。しかし、私は3つの時代に3つの主要な属性で自らを示したので
、あなた方を三位一体と呼んだ。そして今、あなた方はすでにこれらの3つの啓示で私を認識し、それらを1つに統合する
方法を知っており、その中で、今日は裁判官として、明日は支配者として、その後は無限の知恵と善の父として自らを明ら
かにできる唯一の神を見ている。 

44 これ以上、あなたの想像力で私に物理的な形を与えようとしないでください。知性、愛、知恵が形を持つのと同様
に、私の霊には形は存在しません。 

45 多くの人が父を思うとき、わたしを老人のような姿に想像してきたからだ。 

46 キリストというと、すぐに頭の中にイエスの肉体的なイメージが形成される。しかし、肉体をもって生まれた神聖
な愛であるキリスト、人となったわが言葉は、肉体の殻を出たとき、そこから出たわが霊と融合したと、私はあなたがたに
告げます。 

47 しかし、聖霊というと、鳩のシンボルを使って、何らかの形で聖霊をイメージしようとします。しかし、私はあな
たに、象徴の時代は終わったと言います。このため、あなたが聖霊の影響下にあると感じるとき、あなたはインスピレーシ
ョンとして、あなたの精神の光として、不確実性、謎、闇を払拭する明瞭性としてそれを受け取ります。 

48 私が「キリストは父の愛である」と言ったら、キリストが神であることを理解してください。霊性のない世界に、
神が愛を知らせるために人間を作ったという事実のどこがおかしいのでしょうか。これは、父のもとに行くことができない
ために、父に求められる者に与えられる、父の完全な愛の証ではないだろうか。 

49 だから私は、キリストは私*より劣っているわけでもなく、私の後に来るわけでもないことを示す。もしキリスト
が愛であるなら、この愛は他のどの力の後でも前でもなく、絶対者、神、完全者を形成するすべての（神の本質的な力）と
結合し融合しているのである。 
* ここで神は、そのすべての神通力を統一して語っているのです。 

50 そして、主によって地上に遣わされ、イエスの母として、その体に御言葉を現すことになったマリアについて、私
は何を語ろうか。 

51 あなたがたに言うが、彼女は神の優しさの化身である。ですから、彼女が住まいの中で、メシアを胎内に宿すこと
を告げる主の使いの言葉を聞いたとき、彼女の心には、それが神の意志であると知っていることに対する疑いも反抗もあり
ませんでした。彼女の模範は謙虚さと信仰心であり、その行動は静かで崇高なものであった。だから、その天のメッセージ
を実現し、その高い運命を虚心坦懐に受け止めることができるのは、彼女しかいないのだ。 

52 イエスは幼年期と青年期をマリアの側で過ごし、マリアの懐で、マリアの側で、その母性愛を享受されました。女
となった神の優しさは、救い主のこの世での人生の最初の数年間を甘美なものにしました。 

53 イエスの体がその胎内に宿り、師がそのそばで生きたマリアが、霊的な高み、純粋さ、聖性を欠いていると考える
人がどうしているのでしょう？ 

54 私を愛する者は、まず私のもの、私が愛するものをすべて愛さねばならない。 

55 この愛と慈悲の教えを、兄弟たちに知らせなければならないのです。あなたがたは、私があなたがたに知らせるよ
うな形で、全人類が私の声を聞く必要はないことを知らなければなりません。この人々 がその場にいて、これらの教えを聞
くだけで、わたしにとっては十分であり、その後、彼らは兄弟の前でわたしの証人、メッセンジャーとなることができる。 

56 もし、このような宣言をすることが人間の到達し得る最高のものであるならば、私はこれを全地上に知らしめ、一
度制定したら終わりがないであろう。しかし、この人間の声の担い手による宣言は、霊から霊への完全な対話の準備に過ぎ
ないので、私は彼（声の担い手）に一定の時間を与え、1950年になるであろうその完成の時を示したに過ぎないのです。 

57.師匠の教えを毎年聞いてきたこれらの大勢は、彼らがわが言葉を聞かなくなった後、このメッセージを人類に広め
る運命にある。 

58 なぜなら、彼らは私の最後の教えを聞く必要があるからです。 
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59 最も古い信徒から最も若い "場所 

"に集まり始めた者まで、すべての者が、この宣教が1950年の終わりに停止すること、このように実現することがわが神
意であり、人々 は決して父の定めたことに反対することができないことを、私から聞いているのだ。 

60 あなたがたの間で私をこれ以上待たせようとするのは頑固であり、父の完全性と正義を否定することになり、あな
たがたに語りかけたのは不変の者である私であることを否定することになる。 

61 この瞬間、誰もこの冒涜を犯すことはできないと感じるが、私はこれをあなたがたに伝える。なぜなら、決定的な
瞬間、私の旅立ちの辛く悲しい時に、私の食卓に裏切り者がいなくなることはないと知っているからだ。長い間自分を養っ
たパンを自分から遠くに捨て、愛の偽りの口づけで、私を人間の嘲りと軽蔑に見放す弱い者である。 

62 わが顕現の時が終わったとき、誰がこの頭脳を通して自らを知らしめることになると思う？あなたの不従順に私を
加担させたいのですか？ 

63.あなたがたの不服従は、後に民衆の混乱を招き、そのような大規模な冒涜は民衆の混乱を促進することを忘れない
でください。誰も私の聖霊としての顕現を信じることはなく、すべての人が信仰を失うだろう。 

64 今もなお、わたしが定めた時以降も、わたしが彼らの代理人を通してわたしを現し続けると信じさせる者は、拒絶
されて偽者と呼ばれ、彼らの理解を通して自分を現す者は、「偽キリスト」と呼ばれるであろうことを、あなたがたに告げ
ます。しかし、その欺く者と共闘すべき先覚者は、「偽りの預言者」と呼ばれるであろう。 

65 人びとよ、今日、わたしが語るすべてのことにおいて自らを強めよ。そうすれば、試練のときが来ても、わが律法
に縛られ、わが意志を尊重し、堅く立つことができるであろう。なぜなら、あなた方の行動によって、この御言葉が最高の
真理であると信じたという最大の証が得られるからです。その反対のことをする者は、私を否定したことになる。 

66 わが言葉に忠実であり続ける者たちは幸いである。時が来れば、私は彼らを、私が人間の心を通じてわが宣教によ
って人類に残すこの神聖なメッセージの使者、証人として、すなわち、あなた方の父との真の霊対霊の結合のための先駆的
教訓として用いるであろうからだ。 

67 今日、私はあなたの霊を求めます。霊界がその存在を求めているからです。 

68 あなた方が上昇できないのは、あなた方の欠点のひとつひとつが、あなた方を地上の財に縛り付け、霊*に対応す
る領域で振動するのを妨げる鎖の輪になっているからです。 

* 付録の注6をご参照ください。 

69 この世を去った後、自分たちのために何をするのか？あなたの精神は、精神化だけがその光であり支えである世界
に、しっかりとした足取りで入っていけると思いますか？ 

70 この言葉に耳を傾け、それを理解しなさい。そうすれば、それらの影響はあなたの魂を自由にしないので、無駄な
ものすべてからあなたを解放するために、あなたを助けに来ることが理解できるでしょう。 

71 私の前であなたの魂の不純物をすべて捨て去り、自由にしてください。恐れることはない、わたしにはどんな秘密
も明かされない、わたしはあなた方が自分自身を知る以上にあなた方を知っているのだから。あなたの心の奥底で私に告白
しなさい。私は誰よりもあなたを理解し、あなたの罪と罪悪感を赦すであろう。しかし、あなたが父と和解し、あなたの霊
が歌う勝利の賛美歌をあなたの存在の中で聞くとき、私の食卓に平和に座り、私の言葉の本質に含まれる霊の食物を食べ、
飲むがよい。 

72 あなたが一日の仕事に戻るために食卓から立ち上がるとき、あなたのすべての道にわが律法が存在し、わがまなざ
しがあなたを見ていることを忘れないでください。このことは、あなた方がわが言葉を聞くためにこれらの集会室に入ると
きだけでなく、精神と思考において自分自身を準備すること、そしてこれらの場所であなた方が示す、私を怒らせることへ
の恐怖が、いつでもどこでもあなた方についてくるべきであることを意味している。 

73 あなたは私の言葉を良心に宿しているのだから、自分の使命を果たす道を歩むときに、この言葉に助言を求めるこ
とができる。 

74 わたしの話を聞くすべての人に、わたしは同じ言葉を与える。貧しい者が困っているからといって、わたしはそれ
以上のものを与えず、金持ちにはそれ以下のものを与えない。まことに、あなたがたは、精神的にはみな貧乏なのです。 

75 階級、人種、言語、信条の違いもなく、性別の違いさえもないのです。私は霊のために語る。私が求めるのは彼で
あり、私が教えに来たのは、私の教えの光で彼を約束の地へと導くためである。 

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 40 
1 あなたの父は、神の「言葉」が人々 の間に宿り、神の愛の崇高な模範によって人々 に償いの道を示すために、すべ

てを準備されたのです。 

2 まず、預言者たちを鼓舞し、メシアがどのような形でこの世に現れるか、その仕事の性質、苦しみ、人間としての
死について告げなければならなかった。そうすれば、キリストが地上に現れたとき、その予言を知っている者は即座に彼を
認識することができた。 

3 見よ、処女が身ごもって男の子を産み、その子はインマヌエルと呼ばれるであろう」。(つまり、私たちとともに
おられる神様という意味です）。この予言によって、とりわけ私の来訪を告げたのである。 

4 ダビデは、わが来臨の何世紀も前に、十字架につけられたメシアの苦しみを、苦痛と予感に満ちた詩篇で歌ったの
です。その詩篇の中で、彼は十字架上の私の七つの言葉の一つを語っているが、それは群衆が私を十字架に導くときの軽蔑
、私が「私の中に父がおられる」と言うのを聞いたときの人々 の嘲りの表情、人間の恩義に直面して私の体が感じる見捨て
られ、私が受けるあらゆる拷問、さらには彼らが私の衣をくじ引きする方法さえも示している。 

5 わが預言者たちはそれぞれ、わが来臨を告げ、道を整え、正確な特徴を示し、その日が来たとき、誰も誤ることが
ないようにしたのである。 

6 ナザレには、純潔と優しさの花、処女マリアが住んでいました。彼女は、預言者イザヤによって、その胎内から真
の生命の実を結ぶと告げられた人でした。彼女には主の霊使がやってきて、彼女が地上にもたらした使命を告げた。"万歳
、あなたは非常に祝福された者、主はあなたとともにおられる、あなたは女の中で祝福された者 "と。 

7 神の謎が解き明かされる時が来たのだ。救世主、贖い主であるメシアの存在について語られてきたことが、今すぐ
成就されるのである。しかし、わが存在を感じた心がいかに少なかったか、わが真理の光の中で天の御国を知る用意をした
霊魂がいかに少なかったか、である。 

8 その大多数が野心によって唯物論的になり、すべてを人間の知識と経験に従属させ、その唯物論的科学によって霊
的なものを検証しようとした人々 は、（彼らにとって）理解できないものを前にして混乱するに違いなく、ついには私を否
定するようになったのです。 

9 私を愛し、私に従う者は少なく、私を見誤る者は多かった。 

10 私を愛する者は、人間の理性、科学、知性よりも高い才能である霊的な感受性と信仰によって、私の存在を認識す
る者であった。 

11 あらゆる場面で、私を探ってきたのです。私の行いと言葉はすべて悪意を持って裁かれた。彼ら（批判者たち）は
私の業と証拠を前にして混乱した。 

12 私が祈ると、「力と知恵に満ち溢れているというのに、何を祈っているのか」と言われました。彼は何を必要とし
、何を求めているのだろう？そして、私がお祈りをしないと、「宗教上の戒律を守っていない」と言われるのです。 

13 弟子たちが食事をしているときに、私が食事をとらないのを見て、彼らは私が神の定めた掟から外れていると判断
し、私が食事をとるのを見て、彼らは不思議に思った。「なぜ生きるために食べなければならないのか、彼こそは命である
と言ったのだ」。私がこの世に来たのは、人類が長い浄化の時期を経て、どのように生きるべきかを人々 に明らかにし、そ
こから、人間の不幸を超え、肉の必要な欲求を超え、肉体的感覚の情念を超えた霊的世代を出現させるためであることを、
彼らは理解していなかったのです。 

14 私が私のプレゼンスを通じて人々 を啓蒙してから何世紀も経過したが、彼らがマリアの受胎について、私の人間性
と私の霊的存在についての真理を把握しようとしたとき、彼らの混乱した心はそれを理解することができず、また彼らの毒
された心はその真理を把握することができなかった。 

15 その精神は、理性でも科学でもない、より高い透明性によって啓発されるのを感じるだろう。 

16 その時、彼らは、今、発達した心を通して、彼らの小さく限られた心が明らかにすることができなかった真理を理
解することになるのです。 

17 もし人が、自然を通してわが霊が注ぐすべての愛を感じ、理解することができたなら、人はみな善良になることで
しょう。しかし、ある者は無知であり、ある者は恩知らずである。 

18 自然の力がわが正義を宣言するときだけ、彼らは震える。しかし、それはわが正義の声が彼らに語りかけているこ
とを理解しているからではなく、彼らの命や地上の財産のために恐れているからである。 

19 人類の始まりから現在に至るまで、わが正義は自然の力によって人間の間に浸透してきた。なぜなら、最初の時代
の粗野さと現在の物質主義において、彼らは（そして今も）物質的な苦悩にのみ敏感だからである。 

20 人々 はいつまで進化すれば、私の愛を理解し、良心を通して私の存在を感じられるようになるのでしょうか。人々
が私の忠告する声を聞き、私の掟を果たすとき、それは彼らにとって物質主義の時代が終わったことの表れであろう。 

21 当分の間は、人間の物質主義が非常に小さいものである、より高い力があると確信するまでは、まだ多くの形で自
然の力に苦しめられなければならない。 
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22 地は震え、水は人を清め、火は人を清める。 

23 人類が周囲の生命と調和して生きる術を知らなかった地球上では、自然のあらゆる要素や力がその姿を現すことに
なるのです。 

24 これによって、自然はそれを汚す者の破壊を求めるのではなく、人間とすべての生物との調和のみを求めるのであ
る。 

25 彼らの正義がますます現れているとすれば、それは人間の罪と律法に適合しないことも（大きくなって）いるから
である。 

26 私は、木の葉は私の意志なしに動くことはないと言ったが、今度は自然のどんな要素も私以外の意志に従うことは
ないと言うのだ。 

27 生命、善、愛、永遠に関する賢明で無限の啓示の主、あるいは人間の汚点、不従順、誤りを前にした容赦のない審
判です。 

28 私の父の声は、最初の人間に祝福を与えて言った。"実を結んでふやし、地に満ち、これを従わせ、海の魚、空の
鳥、地を動くすべての生き物の上に立つ者となれ "と。 

29 そうだ、人類よ、私は人間を、空域、地球全体の水域、そして創造の自然の力において、支配者となり、力を持つ
ように形成したのだ。科学で地球を支配できると考えている人類は、奴隷なのです。自然の力を使いこなしたつもりでも、
その未熟さ、思い込み、無知が災いして、犠牲になってしまう。 

30 人間の力と科学は、地球、海、空を侵略しましたが、その力と暴力は、神の愛の表現として、生命、知恵、調和、
完全性である自然の力と暴力とは調和していないのです。人の業、その科学と力の中には、傲慢、利己主義、虚栄心、邪悪
さだけが現れているのです。 

31 やがて自然の力の暴力が人類を目覚めさせるだろう。人は苦難の杯を経て物質主義を捨て、知恵と真の力を得るべ
き道を示す真理の光を見るようになる。 

32 悔い改め、過ちを償い、罪人を再生させるのに遅すぎるということはない。わが王国の門は常に開かれ、自由意志
の後に長くさまよった後、ついに光に目を開き、父の意志を実現する方法を知っている霊の自由ほど完全で素晴らしい自由
はないと理解する子を待ち受ける。 

33 愛において、善において、正義において、完全において、無限の自由がある。 

34 わが掟を全うするためには、祈ること、常に父に向かって魂を高めることが必要である。 

35 私は、あなたが祈るために孤独と沈黙を好むことを見ました。あなたは、祈りによってインスピレーションを得た
り、私に感謝したいと思えば、うまくいきます。そして、人生の最も困難な時に、平静さ、自制心、わが存在への信頼、そ
して自分自身への信頼を失うことなく、わが助けを求める方法を知ることができるように。 

36 祈りは長くても短くても、必要な時に必要なだけ。もしあなたが望むなら、体が疲れていないとき、あるいは他の
仕事に注意を払う必要がないときは、その精神的な至福に何時間でも浸ることができます。しかも、それは突然の試練に見
舞われた時の1秒間に限られるほど短いものです。 

37 私に届くのは、あなたの心が祈りを形作ろうとする言葉ではなく、あなたが私の前に自分を差し出す愛や信仰や必
要性なのです。だから、祈りの時間が1秒しかない場合があると言っているのです。 

38 どこにいてもわたしを呼べばいいのです。わたしにとって、場所は関係ありません。 

39 野外で祈るのが好きなら、このような会議室でより献身的になるなら、あるいは寝室が好きなら、あなたの父を最
も近くに感じられる場所で祈りなさい。しかし、どこにでもいる私にとっては、あなたの精神と交わる場所は無関心である
ことを忘れてはいけません。 

40 あなたはいつも同じ内なる収集で祈るわけではないので、いつも同じ平和やインスピレーションを経験するわけで
はありません。 

41 奮い立たせてくれる場面もあれば、まったく無関心でいられる場面もある。どのようにすれば、いつも同じように
私のメッセージを受け取ることができるのでしょうか。祈りの瞬間に御霊と協力できるように、自分の心や体まで教育しな
ければなりません。 

42 しかし、その瞬間に立ち上がり、地上の生活で自分を取り巻くすべてのものから解放されるためには、肉体の良好
な状態が必要なのです。 

43 真の祈りに到達するよう努力しなさい。祈り方を知っている者は、平和、健康、希望、精神力、永遠の命への鍵を
自分の中に持っているのだから。 

44 わが掟という目に見えない盾が、再現や危険から彼を守ってくれるのだ。その口には、自分の道を阻むすべての敵
を打ち倒すための、目に見えない剣が携えられている。灯台は嵐の中で彼の道を照らすだろう。自分のためであれ、兄弟の
ためであれ、必要なときにはいつでも奇跡が手の届くところにあるのです。 
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45 祈りなさい、この高い霊の賜物を行使しなさい、未来の人々 の生活を動かすのはこの力である、（すでに）肉にお
いて（彼らの）霊と（私の）霊とのつながりを達成する人々 なのだから。 

46 家族の父親は、祈りが子供たちを導くためのインスピレーションを与えてくれるでしょう。 

47 病人は祈りによって健康を得ることができる。支配者は祈りの中で光を求めて大問題を解決し、科学者も同様に祈
りの賜物によって啓示を受けることになる。 

48 この霊的な光の世界を求め、霊の祈りを実践し、この形をできる限り完成させ、この知識を子供たちに伝え、彼ら
があなたの来た道より一歩先に進むことを信じてください。あなた方の祈りを助けるために、わが教義をわかりやすく説明
し、過去の時代に与えた啓示を照らし出しているのである。なぜ、わたしのことばをよりよく理解できるのか、わかります
か？- あなたの精神が進化しているからです。 

49 やがて、あなたがたはわが教義について人々 に語り、あなたがたの宣べ伝える教えを理解したことを証明し、その
言葉をあなたがたの善行で裏打ちするようになる。あなたの例を見れば、どんなに乱暴な人でもこの教えの真理を納得する
ことでしょう。 

50 わが弟子の中で、霊的な賜物を伸ばし、隣人愛の実践に心を強くした者だけが、人々 が与えようとするあらゆる試
練に耐えることができるのだ。なぜなら、彼がわが言葉をその霊的な意味と真理において表現することに到達し、彼の心を
兄弟に対する愛と慈悲の無尽蔵の泉に変えたとき--

このことによって、彼は祈り、その徳ゆえに霊化の道を歩んでいると言える--

その弟子は、わが証人になるための備えができているからである。 

51 この形でのわが顕現が終わるまでにまだ何年かあるのだから、わが言葉を心に留め、わが身から学びなさい。自分
の闘い方でそうすれば、兄弟に話すべきとき、沈黙で教えるべきときがわかるようになる。 

52 あなたは、あなたの中にある私の神聖な援助に対する絶対的な信頼と、あなたが行うこと、または伝えることが、
そうすることで私の法律を満たしているので、良い結果をもたらすという揺るぎない信仰を持つべきです。 

53 この信頼と信念が、あなたの言葉と働きの効果を左右するのです。 

54 あなたはいつも話すことができるわけではありませんが、どんなときにもあなたの霊の賜物が発達していることを
示すものとします。 

55 そうすれば、試練の時にあなたが存在するだけで、（人の）心に光が差し込み、嵐が平安に変わり、あなたの霊的
な祈りが、あなたが祈っている人の上に慈悲と優しさのマントが現われるという奇跡を起こすことができるのです。 

56 あなたの良い影響は、精神的なものにも物質的なものにも勝るはずです。目に見えるものだけでなく、目に見えな
いものとも戦わなければならない。 

57 わが霊の光が科学者を啓発し、あなた方が病気と呼ぶ肉体の悪の原因を発見したのなら、あなた方も啓発され、そ
の霊的感覚によって、人間の生活を苦しめるあらゆる悪、すなわち、精神を曇らせるもの、心を曇らせるもの、心を苦しめ
るものの原因を発見することができるようになります。 

58 人間の視線には映らない、人間の科学では認識できない力が、皆さんの生活に絶えず影響を及ぼしているのです。 

59 良いものもあれば悪いものもあり、健康を与えるものもあれば病気を引き起こすものもあり、明るいものもあれば
暗いものもある。 

60 そのパワーはどこから来るのか？- 弟子よ、精神から、心から、感情からだ。 

61 転生、転生した霊魂*は、考えるときに波動を発し、あらゆる感情が影響を及ぼします。世界はこの波動に満ちて
いると考えて間違いないでしょう。 

* 

これらの用語は頻繁に出てきますが、その意味は以下の通りです。まだ物質的な肉体に生きている、あるいはもう生きていないあら
ゆる霊魂。 

62 これで、人が善で考え、善で生きるところには、健全な力と影響があるはずで、善と正義と愛を特徴づける法則と
規則の外で生きるところには、不健全な力があるはずだということが、容易に理解できるようになりました。 

63 両者は部屋を満たし、互いに争う。人の感情生活に影響を与え、もし見分けることができれば、良いインスピレー
ションを受け入れ、悪い影響を拒絶することができる。しかし、もし彼らが弱く、善を行う訓練を受けていなければ、これ
らの波動に抵抗することができず、悪の奴隷となり、その支配に屈する危険性がある。 

64 この波動は、転生した霊からも、転生した存在からも発せられ、地上にも来世にも善良な霊と混乱した霊がいるか
らです。 

65 この時代、悪の影響力は善の影響力より大きいのです。したがって、人類に蔓延する力は悪の力であり、そこから
利己主義、嘘、姦淫、傲慢、害意、破壊、すべての低次の情念が生じる。このモラルのバランスの乱れから、人間を苦しめ
る病気が生まれるのです。 
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66 人々 はこれらの勢力と戦うための武器を持っていない。彼らは敗北し、精神的な光のない、健全な喜びのない、善
のための努力のない人生の奈落の底に囚人として連れて来られました。 

67 ちょうど今、人間は自分が知識の頂点にいると思っているとき、自分が奈落の底にいることを知らないのだ。 

68 あなたがたの始まりと、永遠の未来を知るわたしは、古くから人間に武器を与え、悪の力と戦わせた。しかし、彼
らはそれらを軽んじて、悪と悪の戦いを好んだのです。 

69 悪が支配することはないと書かれている。つまり、終末には善が勝利するのだ。 

70 もしあなたが私に、悪の力や影響と戦うために人々 が備えていた武器は何かと尋ねるなら、私は、祈り、律法にお
ける忍耐、わが言葉に対する信仰、そして互いに対する愛であると言う。 

71 今、私はこの人類に霊的に自己を知らしめ、善悪の由来と第三の時代の偉大な戦いに勝利するための戦い方を一言
一句明らかにしなければならなかったのです。 

72 私は、あなたの霊に感受性を与えて警戒させ、あなたに来るすべての善を受け取り、悪を拒絶して戦うことを学ば
せます。 

73 誰も私の言うことを馬鹿にしてはいけない。馬鹿にすることで、自分の無知を示すことになるからだ。 

74 あなた方が得たすべての使者、つまり精神的あるいは科学的啓示の先駆者たちは嘲笑されましたが、それでも時が
経つと、人類は彼らが宣言した真実に納得し、その啓示を受け入れなければならなかったことをあなた方は知っています。 

75 古代人は、ある病気の感染がどのような形で起こるのか、あるいは、ある疫病が蔓延する原因は何なのかを知って
いたのだろうか。- 

いや、知らなかった。その無知から、迷信的な考えや不思議なカルトが生まれたのだ。しかし、創造主の光に照らされた人
間の知性が、自分の身体の病気の原因を発見し、健康を取り戻す方法を見つけようと奮闘し始める日が来たのです。そして
、今まで隠れていて見えなかったものが、科学者には理解できるようになり、人類は過去の時代の人々 が持っていなかった
知識を得ることができた。 

76 同じように、彼らはやがて善と悪の力の起源と人間への影響を認識するようになる。この知識が一般に知られるよ
うになれば、わが教えを聞いてその真意を疑う者はもはやいなくなるだろう。 

77 人類が太古の昔から軽んじてきた能力をあなたの精神の中に発見するために、そして、深い眠りから覚めて良心の
光に照らされたあなたの精神が、悪の力を拒絶し、その精神的進化の完全な発展を達成する方法を知るために、この教えの
光であなたを啓発するのである。汚れた空気の中で病気の病原菌が届くように、目に見えないところで静かに邪悪な霊的影
響がやってきて、あなたの心を混乱させ、あなたの霊を揺り動かすのです。 

78 祈りだけが、内なる知識と感受性、悪との日々 の絶え間ない戦いの中で自分の立場を貫くための力とインスピレー
ションを与えてくれます。 

79 私はこれまで、悪の力や影響について話してきましたが、何か霊について言及したでしょうか。私は彼の名前を呼
んでいただろうか？- 

いいえ、あなたが私に教えてください。むしろ、悪の起源となる霊や、そうである霊は存在しないことを、この際、啓蒙し
ておかなければならないのです。 

* 付録の注7をご参照ください。 

80 昔の人が悪に人間の形を与え、霊的な存在として表現した古い信仰、イメージ、図形、象徴的な名前など、今の世
代まで生きている信仰は、消えなければならないのです。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。 

81 悪は人間から、その弱点から発生し、人類が増えれば増えるほど、その不完全さや罪が増えれば増えるほど、悪の
力や影響力も増していくことを理解すること。思考、想像、感情、情熱によって形成されたこの力は、人間にその影響を及
ぼし始め、ついには、その力が自分の不完全性から構成されていることに気づかず、確実に悪を体現している霊であると信
じてしまったのです。 

82 "誘惑に陥らないように見守り祈りなさい" 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 41 
1 私はいつでも、物質を超えたところに存在する永遠の命について、あなた方に話してきた。しかし、私は、あなた

方の精神が進化するために、あなた方が引き起こした悪を償う必要があることも明らかにした。 

2 あなたがたを助けるために、私はあなたがたに言った。あなたがたのまいた種がよい実を結び、その収穫を私が受
け取ることができるように、地上でよい行いをしなさい、道と命である私が。 

3 私は、人類が不従順であること、物質化していることを見てきた。だから、真の生命に到達するためにたどるべき
道が何かを理解させ、私に到達するという希望を持たせるために、私の指示を与えなければならなかったのである。 

4 完璧になるまでの道は長く、私の神の援助なしにはそこに到達することはできません。あの世の霊的生活は人間に
とって神秘です。しかし、私の教えを学び、あなたの霊的感覚が教えてくれることを実行すれば、真の生活への入り口を越
えるとき、驚きや戸惑いはありません。 

5 人類の最初の時代、彼らの精神的な発達は非常に低く、肉体の死後の魂の生活に関する内面的な知識と最終的な運
命に関する知識の（欠如）により、魂は肉の殻を出たときに深い眠りに落ち、そこから目覚めるのが遅かった。しかし、キ
リストがすべての霊に教えを与えるためにイエスにおいて人となられたとき、人間の間での任務を終えるとすぐに、混乱か
ら解放され創造主のもとに立ち上がることができるようにと、世界の始まりから彼の到来を待っていた大勢の存在にその光
を送られたのである。 

6 キリストだけがその闇を照らし、キリストの声だけが眠っている魂を進化に目覚めさせることができるのだ。キリ
ストが人間として死んだとき、神の霊は霊界に光をもたらし、死の眠りの中で肉体に密着していた魂が浮かび上がった墓の
中にも光をもたらしたのである。これらの存在は、贖罪者がすべての生き物の命であり、魂が不滅であることの証として、
その夜、人間の視線に見えるようにして世界を通り過ぎたのである。 

7 イエスだけが、真のいのちの山の頂上に到達する道を示すことができるのだ。彼を信じ、彼の作品を信じ、彼の教
えを実践する者は、停滞に留まることはない。 

8 弟子たちよ、自分の道を照らすこれらの啓示を聞いたからといって、兄弟たちに対して優越感を抱いてはならない
。あなたが歩むべき道はとても長く、あなたはその最初の一歩をやっと踏み出したところだと理解しなければなりません。
もし私があなた方にあの世の秘密を明かすとすれば、それはあなた方がすでに道を知っていて、道に迷ったりつまずいたり
しないように準備するためである。この世に人が迷う道がたくさんあるように、広大な霊の谷にも、見守り、祈らなければ
、魂を混乱に導く道があることを悟ることだ。 

9 私の愛の「命の血」があなたに命を与えるようにし、私があなたに「私はぶどうの木、あなたは枝」と言ったこと
を思い出してください。あなたは、自分が生まれた木を讃えるような実を結ばなければなりません。 

10 明日、兄弟たちにどのように説明すればよいかを知るために、また、それが含む真理に従って実践するために、わ
が言葉を忍耐強く学ぶことが必要である。人はいつになったら、わが律法の教える完全さに到達するのだろう。- 

第一の戒めを果たしたとき。今まで人類は、創造主よりも世の中のすべての財を愛してきたからです。しかし、人は皆、私
に祈りを捧げるとき、私を愛していると言い、自分の罪のために苦痛に会うと、私に尋ねる。"主よ、私はこんなに愛して
いるのに、なぜ私を罰してくださいますか 

"と。しかし、その後、私が彼らを傷つけた棘を彼らの道から取り除くと、彼らは彼らをとても愛している主を忘れてしま
うのです。 

たとえ話です。 

11 聞いてください。あるシナゴーグで、祈る二人の人がいた。一人は立派な礼服を着て、もう一人はほとんど裸で歩
いている。前者は創造主に感謝し、自分の持っているものはすべて自分の功績によって持っていると信じ、自分のそばにい
る者が貧しく、裸で、飢えていることを考え、このようにして自分が罪によって蒔いたものの収穫を受け取ったからである
。 

12 貧しい男は主の前にふさわしくないと感じ、赦しと贖罪を果たすための力を求めたのだ。 

13 そして、自分の体が飾られたのなら、精神ももっと飾られるに違いないと思い、感謝を捧げました。 

14 時は流れ、二人を死が襲った。金持ちは、自分から喪に服し、葬儀は荘厳に行われ、立派な墓があった。彼の精神
は肉体から切り離され、精神の谷に入った時、彼の物質主義が上昇を妨げたので、彼は乱れた。どこに足を向けてもつまず
き、周りは暗闇に包まれる。 

一方、放浪の身であった貧しい男は、疲れを感じて木の下に座り込み、ため息とともにこの世を去った。誰も彼を悼ま
ず、誰もその時に一緒にいなかった。彼の体は猛禽類の餌となり、墓もなかった。彼の霊もまた、この世で生きてきた信仰
、つまり未来に向けた信仰を携えてあの世に行ったのだ。彼は、誰にも邪魔されることなく「霊の谷」に入っていった。彼
は光に向かって移動し、その光に辿り着くと、服を着て飾られているのを感じ、その服は輝きを放っていた。その霊が人生
の長い旅から休もうとしたとき、目の前に父が、信仰と降伏の業で勝ち取った報酬を愛情深く与えているのを見たのです。 
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15 力を発揮していたのは、やはり気の迷いに苛まれた人だった。一瞬、自分が誰であるかを忘れ、時には涙を流し、
自分の体はどこにあるのか、宝物はどこに置いてきたのかと問うた。そこで、彼は自分の主を思い出して言った、「私は、
その衣と力を示すために神殿に来た者で、あなたがたが彼に多くのものを与えたので満足していると伝えるために来た者で
す」。なぜ、今、私を認識し、私を呼ばないのか。"- 

そして、「地上では人間の虚栄心のために栄光だけを求め、高慢になり、貧しい者を貶め、らい病人を忌み嫌った」と告げ
る声が聞こえた。この世で積み重ねたものは、この人生では何一つ役には立たない。だから、あなたは今、最も困っている
人なのです。" 

16 その霊は、神の正義を受け入れ、認め、謙遜に贖罪を始めるどころか、主を冒涜し、不正と呼び、主から離れまし
た。怒りでますます混乱した彼は、途中で人類に危害を加えようと地球に向かって移動してくる存在たちの軍団に出会った
。彼は彼らと手を組み、虚栄心、物質主義、利己主義、傲慢さをその道に蒔き散らしました。しかし、次第に多くの災いを
引き起こすことに嫌悪感と倦怠感を覚え、しばらく考え込んでしまった。何世紀も経ち、多くの人が彼の犠牲となり、彼が
影響を与えたすべての人々 が破滅に導かれた。彼は孤独を感じていた。しかし、その孤独の中で、自分の存在の内側から語
りかけるような声が聞こえた。その時、ようやく彼の良心の声が聞こえてきた。彼は自分自身を判断し、自分が創造物と比
較して非常に小さいことに気づきました。そして、高慢な心が砕かれ、謙遜になって主を求め、祈りの中で主に語りかけ、
自分の犯した罪の赦しを求めたところ、父の声がした。"あなたを赦すが、あなたが会堂で非難したあの飢えた者を捜しに
行きなさい "と。 

その使命を果たそうとしたとき、彼は視線を上げると、この世で惨めな姿を見ていた自分が、まばゆいばかりの白い衣
をまとい、失われた魂の道を照らしながら主への奉仕に身を捧げていることに気づいたのです。そして、高慢だった彼が、
今は悔い改めて、（霊的な）兄弟に言いました。"私の霊的な償いを果たすのを助けてください！"と。もう一人は慈悲と愛
にあふれ、この人が魂に抱く不浄を嫌悪することなく、彼の浄化を手伝ったのです。(たとえ話終わり）。 

17 このたとえ話によって、あなた方が人間生活の先で遭遇する可能性のあるものを理解しやすくし、愛のわざによっ
て霊の谷への入口を準備しないすべての人々 に降りかかる試練を予感させることができるようにします。 

18 狂信的でなく、霊的で健康的で正しい生活を営むすべての人々 の精神から、輝く光のように良い模範が生まれ、受
肉した霊の道と見えないものに宿る神の道の両方を照らすことを、私はあなたに理解させたいのです。 

19 キリスト以前は、罪の闇に生きる霊的存在に光を灯すことができる者はいなかった。 

20 私は最初に混乱の世界に入り、そこに光をもたらすために、そしてこのようにして、私の弟子たちに彼らの兄弟た
ちと同じことをするように教えたのです。なぜなら、「子羊」だけが、「真の生命と真の知恵の大いなる書」を守っていた
封印を解いたからです。 

21 あなた方が聞く声は第六の封印の声である。すべての国で聞かれなかったのは、人間が備えていなかったからに他
ならない。彼らはわが呼び声の前に傲慢であり、わが声を聞くことは、飢えた者、見捨てられた者*に完全に任せたからで
ある。 

* これらは霊的な必要を象徴する言葉です。貧しい-霊的な知識のない、飢えている-義と愛のために、裸-良い行いの衣のない。 

22 今日、私はあなた方に言います：許し、求められたら手を差し伸べることです。 

23 エリヤの謙遜と忍耐の足跡をたどってください。彼は魂を浄化し、私のもとに連れてくる使命があるのです。彼は
たゆまぬ努力を続け、私の言葉を聞くために純粋で繊細で準備の整った人々 を私に提供しました。主はあなたがたを新シオ
ンの山に連れてきて、わたしの声を聞かせ、あなたがたはわたしの声を聞いて、深く感動したのである。私は今、人間の代
理人を通して私の指示を与えているのだから、疑ってはならない。私はいつもあなたを驚かせ、あなたの信仰心を試してき
ました。あなた方は新しい時代に入り、精神の発展の道をもう一歩上がらなければなりません。 

24 魂を完成させるために肉体の殻を犠牲にする者は幸いであり、謙虚さと忍耐をもって自分の十字架を背負う者は幸
いである。あなたがたが用意するのを見たら、大勢の前に置いて、彼らを導こう。あなたがたが徳に徹するなら、傲慢はあ
なたの心に入らず、主人としてではなく、しもべとして感じるようになり、この大勢の人たちは増えていくだろう。しかし
、わが戒めを誤って解釈し、兄弟を成長の山に登らせることなく、奈落の底に導く者たちに災いあれ。敵から身を守るため
にどれだけ苦労するか、その苦労の中でどれだけ心が折れることがあるか。しかし、あなたは従順に、すべての苦しみが私
の祝福によって釣り合わされる山の頂上を征服しようとしていることを忘れないでください。 

25 まもなく、精神的な成長の道で大きな進歩を遂げる約束された世代が地上にやってくるでしょう。彼らは、あなた
よりもよく私の言葉を解釈し、すべての国々 にそれを広めるでしょう。今日、私が準備しているこれらの新しい人間は、霊
から霊へと私と会話を交わし、隣人の間でその権威を証明することになる。 

26 愛する人々 よ、あなたがたが準備するとき、わたしは人を驚かせるような法と業をあなたがたに授けるであろう。
あなたの悟った心は、自然の中に、そしてあなたの精神の中に、偉大で完璧なものをすべて発見することでしょう。そうす
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れば、あなたがたは自分の能力を十分に知り、兄弟に対する愛と憐れみのために、あなたがたの行いは大きくなるであろう
。 

27 主の庭でよく働き、雑草を抜き、植物の手入れをし、花が咲くのを見たら、喜び、その仕事を私に捧げなさい。植
物に生命を与えるという仕事を与えるとき、これらの生き物に苦痛や害を与えてはいけないということを忘れないでくださ
い。私はあなた方の兄弟について、その繊細な心について話している。私があなた方に教えたように、あなた方は常に愛を
もって彼らを見守ることができる。 

28 あなたはただ祈り、堅い意志で、父への愛で、兄弟への助けで、愛で満たされればよいのだ、そうすれば私はあな
たの中に私の力を置く。被害者になってほしくない。愛し、高潔であれ。そうすれば、わが喜びはあなたがたの上にある。 

29 あなたの誤った道を私のせいにしないでください。私は、あなた方に良心を与え、その光によって導かれるように
したのです。それは、常に善の道を示し、誘惑に陥らないように警告してくれる不屈の審判者です。私はまた、あなたが自
分の任務を理解し、謙虚さと柔和さの美徳を獲得するのを助ける存在であなたを取り囲んでいるのです。 

30 私の教えを聞くために愛を持って準備するあなたたちは、私の教えを一度も聞き逃すまいとし、心の中で、この時
間の中で私の言葉の最後を聞くことができるように私に頼むのです。 

あなた方はこの恵みの相続人であり続けるが、私があなた方に「求めよ、さらば与えられん」と言うとき、あなた方は
祈りのうちに立ち上がり、自分の霊にとって良いものを求めなければならないことを理解しなければならない。ある者は地
上生活のためにだけ求めるからである。しかし、私はあなたの意志ではなく、私の意志に従ってあなたを聞きます。もし私
がいつもあなたの願いを叶えてあげたら、あなたはどうなるのでしょう？自分のためになると信じて、朝から晩まで期待し
ていたのに、実現しなかったことがどれほどあったことでしょう。しかし、しばらくして、あなたは自分が間違っていて、
父親が正しいことに気づきました。 

しかし、頑固な者、不満な者、要求の多い者には、苦痛と逆境によって謙虚に真実を認めざるを得ないように、要求し
たものが与えられたのである。しかし、ある者にも他の者にも、私は彼らのために試練を与えたのだ。愛で学ぶ人もいれば
、痛みで学ぶ人もいる。 

31 あなたが私の指導を受けに来るのを見ると、私は喜びでいっぱいになります。あなたが昇天すると、私の精神に子
供の愛撫を感じます。御国から遠く離れた人々 に愛されることを切望される御父は、あなたの口づけを受けるために近づい
てこられたのです。しかし、人類が救われることを許さない限り、ある者は、毎日、毎世紀、私が待っているのを見るだろ
うし、ある者は、私が愛の欠如のために十字架に掛かっているのを疑うだろう。 

32 しかし、私の言葉を聞いて、あなたは、あなたを非難する代わりに、私があなたを赦したことを経験したのです。
わたしはあなたの唇が苦いのを見て、わたしのことばで甘くした。私は、あなたが人生の試練に疲れ果てているのを見て、
私の力を与えたのです。 

33 痛みで体が砕けたと感じる者は、自分が体を酷使していなかったかと自問し、悔い改め、どうすれば活力を取り戻
し、戦えるかを知るために、われに相談するのである。そして、私は彼に言う。律法であるわが言葉の奥義を貫き、その戒
めと原則の中に、誰もが自分の必要とする教えを見出すだろう。 

34 この食卓の果物をすべて食べるまでは出発してはならない。その後、満足できない場合は、他の食べ物を探しに行
ってもよい。しかし、もしあなたがたがわが真理を理解したいのなら、あなたがたは自らを準備し、私に求めたものを受け
取っていないからと言って、わが存在を疑わないようにしなさい。まことにあなたがたに告げます、わが霊の隠遁の地であ
なたがたの財を休ませ、あなたがたの準備の瞬間を待っているのです。 

35 ある者はこの道を強く歩み続け、ある者はこの教えを放棄するよう誘惑する兄弟の言葉に耳を傾けて、刻々 と揺ら
いでいくのです。 

36 マスターはあなたに言う。私の教えを受ける「夜明け」をもう少し待って、私から聞いたことに注意を払いなさい
、そうすれば、少なくともあなたの霊魂の中に光を持っていけるでしょう、あなたはまだ目が見えないのですから。私は、
あなた方が私のもとに戻り、このワークの使徒となることを知っています。 

37 一度でも私の声を聞いた者は、決して閉じることのない愛の傷を心に抱くことになる。 

38 ここで平和を見つけた者のうち、どれだけの者がそれを知らずに、それを失い、私のもとに戻ってくることが必要
であろう。なぜなら、平和は神から降ってくる宝であるから、物質では買えないことを納得するからである。 

39 平和は人々 から消え去り、それを見つけるには、私のもとに立ち上がるしかないのです。今日、強者はその力を失
い、王は反抗的な臣下の前で震え、領主は下僕となった。 

自由だと思っていた者たちが、わが正義に縛られ、学者たちは途方に暮れている。 

40 人間のあらゆる財宝と権力をもってしても、一片の平和も得られないことを自覚せよ。癒しの賜物さえも医者から
去り、その科学をもってしても、心が利己主義から自由にならない限り、わがバームを一滴も買うことはできない。 

41 愛する弟子たちよ、わたしがあなたがたに託した恵みを疑わず、また、あなたがたの衣服が粗末だからとか、あな
たがたの兄弟の中で低い地位にあるからといって、恥ずかしがらないようにしなさい。あなたがたは、自分の職場が最後の
一人になっているのを見て、恐れてはならない。肉体は兄弟の指揮下にあっても、精神は兄弟の上にあると思い、卑下せず
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、満足し、威厳を持つこと。あなた方はこの世で奴隷になる可能性すらあります。しかし、あなた方の精神は私の光によっ
て解放され、無限と永遠の中に住まうことができるようになりました。真にわがしもべとなる霊は、平和と真の自由を知る
。 

42 あなたは、人間の中で自分の使命を果たさなければなりません。私は、あなた方が兄弟に光をもたらすように導き
ます。あなた方は、自分の運命を果たすことができないと感じてはなりません。あなたが誠意をもって祈り、いつも備えて
いれば、わたしはそれで十分です。 

43 祈りによって人は知恵を得る。祈りは神の秘儀を開く鍵であり、御子の霊が主と語り合う言葉である。 

44 私が教えたようにあなた方が準備すれば、どれだけの奇跡とどれだけの慈悲を道連れにすることができるだろう。
知識を持ち、教えるために、科学や哲学の本は必要ないでしょう。三時の教えを勉強して理解すれば十分です。 

45 貧乏人なら、決してアウトローにはなれない。 

地のパンのために皆と同じように奮闘せよ。しかし、必要以上に労せず、地の財を獲得し蓄積するために自分の体を犠牲に
してはならない。心の成長のために時間を割くことができるように、時間を配分する。 

46 もし私が人間の無制限な物質化を否定するならば、精神的なものだけを追求するように忠告しているわけではあり
ません。あなたがこの世に存在し、物質的な身体を持っている限り、あなたの人生において発達が許す限り、身体の必要性
と精神の必要性を調和させなければなりません。神のものは神に、世のものは世に与えよ。 

47 身体には衣をまとい、厳しい気候から身を守り、精神には光をまとえ。あなたの体のためにパンを調達し、それが
良い味とあなたを維持する物質を含んでいることを心配するように、あなたの精神のために真の生命の食物を調達すること
です。 

48 肉」が勝てば「霊」が苦しみ、「霊」が勝てば「物質」が苦しむ。しかし、本当にあなたがたに言いますが、それ
は2つの構成要素の間に調和がとれていないからです。これは、両者がひとつの「身体」と「意志」を形成しているときに
存在するものです。 

祈ることで自分の使命を果たしたという意見に満足してはいけない。私はあなた方に5分間の祈りだけを求めます。残
りの時間は物質的な生活のために戦い、その中であなたの精神の義務を果たし、あなたの善行で兄弟の間に愛と慈悲の種を
蒔くために使うのです。私の言葉はあなた方を準備する。私は倒れた者を起こすために弱い者としてあなた方を送ることは
できなかったし、苦しんでいる者を慰めるために病人としてあなた方を送ることはできなかった。 

49 弟子たちよ、あなたがたを倒すために、あなたがたの道に石を置く者たちのために、私に何を求めますか。- 

あなたは、彼らに許しを請うのです。私の大義のためにあなたに苦しみを与える者でさえも、私は祝福する。 

50 霊の谷を彷徨っている目に見えない存在たちが入ってきたとき、あなたの存在に彼らが求める光と安らぎを見出し
、あの世に昇ることができるように、あなたの家を聖域として、平和に暮らしてください。 

51 もし、この子たちが、あなたの家で争いばかりしていたら、どうなってしまうのでしょう。この困ったちゃんたち
はどうなるんだろう？ 

52 松明を取り、それを灯し、その光を消してはならない。それは兄弟への愛であり、父の慈悲への信仰である。そう
すれば、わが平和はあなたがたの家にあるであろう。そのために心を整え、悔い改めと刷新によって魂を清め、わが言葉の
意味を受け止め、それによって強められるようにしなさい。私はあなた方の間に定住し、わが教えをわがことばで宣べ伝え
ている。そうすれば、あなた方はわが現存を感じ、わがあかしをすることができる。私の教えを聞く機会を再び与えるのは
、あなたがたが私の戒めを果たし、約束の地、つまり巡礼の旅から休息し、あなたの父が差し出す高い報酬を得られる安全
な地を見つけるまで、正しい道を歩むことを望むからである。 

53 高慢な子供が差し出されたパンを軽んじるように、わが言葉を捨てることのないよう、理解することが必要である
。このみことばは、あなたがたを救おうとし、あなたがたの誤った習慣から、また宗教があなたがたを陥れた狂信と混乱か
ら、あなたがたを遠ざけようとするものである。もし、あなた方がわが言葉を理解しないなら、あるいは、それを聞き、研
究しようとしないなら、あなた方は私を拒絶し、第三紀におけるわが顕現の最終目的を認識しないことになる。そして、あ
なたがたの心に虚しさを感じ、それがあなたがたの感謝しない慈悲であったことに気づき、わたしに呼びかけることでしょ
う。しかし、わが言葉はもはや人間の心の仲介によって聞かれることはないだろう。 

その時、あなたの理解できない重荷があなたに降りかかり、あなたは安らぎを得ることができないのです。この苦い杯を飲
むか？- 

私は苦渋の思いであなたを見つめ、あなたが帰ってくる日を待ちます。あなたの霊を解放し、私のもとに来なさい。自らを
霊化し、真の生命への昇華と進歩の道を歩むのだ。 

54 すべての行為において公正であり、兄弟を叱るときは、裁判官にも死刑執行人にもなるな。隣人を懲らしめるため
に鞭をとってはならない。 

55 第二の時、イエスがエルサレムに入られた時、祈りと神の礼拝のために奉献された神殿が市場に変わっているのを
発見された。主人は熱心で、このように神殿を汚す者を追い出し、彼らに言われた、「私の父の家は商売の場所ではない。
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これらの者は、神の律法の成就のために人の心を導くように任命された者よりも罪が軽い。祭司たちは、神殿を名誉を求め
、栄華を愛する者が支配する場所と化していたが、この支配が破壊されたのである。 

56 今日、わたしは、わたしの律法を冒涜した者を罰するために、鞭を用いなかった。私は（しかし）、彼ら自身の罪
の結果が人の中に現れるのを許した。それは、彼らがその意味をどう解釈するかを知り、わが律法が曲げられず不変である
ことを理解するようにするためである。わたしは人に道、まっすぐな道を示した。そこから外れるとき、人は正義の法の苦
難に身をさらす。 

57 あなたの子供たちに熱心に道を示し、霊と物質の法則を果たすように教え、もし彼らが違反したら叱りなさい、あ
なた方は両親として地上の私を代表するからです。その時、聖なる怒りに満ちて、神の大義、不変の法を守りながら、エル
サレムの商人たちに永遠の教訓を説いたイエスを思い起こしなさい。 

58 人々 は私に平穏な生活を求める。なぜなら、平穏な生活には、義務を果たすことによって得られる平和の賜物があ
るからだ。しかし、私はあなたに尋ねます。平和を手に入れるためには、まず戦争を経験することが絶対に必要なのでしょ
うか？善良な種が邪悪な行為によって、いかに破壊されたかを見よ。ある国は他の国を滅ぼし、今日強い者は明日滅ぼされ
る。しかし、イスラエルの民はこのような時、人類のために執り成し、私にこう言います。"主よ、私が祈ったのに、あな
たは私の求めたものを与えてくれませんでした"。皆さん、あなたがどれだけ多くの苦しみを和らげ、あなたの祈りがどれ
だけ多くの生き物に希望を与えたか知っていますか？世界の平和を決めるのは私ではなく、人間が愛と謙遜に心を変えたと
きである。 

59 人間がわたしの前に持ち込む無知は、なんと大きいことでしょう。学識ある者も無知な者もわが掟を履行せず、私
が師として彼らの間にいても、彼らはわが教えに耳を貸さない。もし、あなたの罪があなたに死をもたらすなら、永遠の命
のパンであるわが言葉を取りなさい。私の教えを守り、兄弟を愛し、生き生きと暮らしてください。 

60 この教えは、人類の道を照らす新しい日のようなものです。あなた方は、時代が夕陽のように消え、新しい日が明
けるのを見た。そこには、偉大な目覚めの中で人々 を照らす力強い光が見えるだろう。あなたは、情熱が解き放たれ、罪が
苦く悲しい実を結び、悪が家庭や国を侵し、不正義が人を支配しているのを見たでしょう。しかし、私が来たのは、この発
露を止めるためです。世界を裁くためではなく、正しい道に導くためなのです。そして、あなたがたが私の前にもたらし、
あなたがた自身のために作り出した苦痛を、私に帰してはならない。私があなたを作ったのは、あなたが生きて、経験を積
み、その功績によって上に行くためである。- 

しかし、私はあなた方を愛している。だからこそ、あなた方の痛みが私のところに来たのであり、慰め主である私が来て、
あなた方が失ったものを取り戻し、平和の王国があなた方に近づいており、そこに入るためにあなた方が準備しなければな
らないことを告げに来たのである。人類が変われば、人の心にも善が宿る。 

61 太古の昔から、私はあなた方が私を理解できるように、さまざまな形で語りかけてきた。特に、私の腹心であり、
私の声を伝える者であり、他の民族に私のメッセージを伝える先駆者であったあなた方には、そうであった。今日、私はあ
なた方に、兄弟たちが信じられず、理解できないからといって、立ち止まることなく、忍耐強く自分の仕事を続けるように
言っているのです。 

あなた方がこの時代におけるわが神霊としての顕現を信じ、確認している一方で、他の者たちはまだこの知らせを受け
取る準備ができていません。しかし、それゆえ、彼らを失望させたり、絶望させたりしてはなりません。 

62 わたしはこの国を選んだ。この国からわたしの労働者が出て種を散布することをわたしは喜んでいる。私は、あな
た方が兄弟の主人にはなっても、裁き役にはならないように準備しているのです。私があなたがたを主人ではなく、しもべ
として兄弟の中に残したことを忘れてはならない。この言葉があなたの兄弟に知られ、求められるとき、私は彼らに告げま
す。 

63 私のもとに来なさい、旅人よ。私はあなたの精神をむしばむ渇きをいやす水を持っている。私は、あなた方が精神
的にも物質的にも貧しいのを見ているが、あなた方が私に求める以上のものを与えたいと思う。私がこの世に送り出した最
初の生物に提供したのと同じ、平和の王国をあなた方に提供する。それは、泉の水でもなく、一瞬の安らぎでもなく、永遠
の恵みと安らぎ、真理と光である。 

64 すべての人のために、私を愛する者にも、無関心な者にも、私は赦しと救済をもたらす。私を傷つけた者を呪うの
ではなく、むしろ祝福する。なぜなら、いつかその者が私を愛するようになると知っているからだ。 

65 今日あるものは明日にはもう存在しないのだから。永遠の命、誰も引き返すことのできないその命を求めて働きな
さい、それが最高の真理だからです。私の教えの道によって、来るのだ。私があなた方に常に与えている戒め、"互いに愛
し合う "を実行することによって、来るのだ。 

66 あなたの父は、子供たちと交わるとき、どんなに喜んでおられることでしょう。私が人間の仲介であなた方にわが
言葉を与えたこの時期を過ぎると、あなた方は無限の中に私を求めることを学び、あなた方の（私との）交わりはより純粋
で不変のものとなり、それは霊と霊との対話となるのである。 

67 私の子供たちが、新たに私の声を聞いたので、私はどんな喜びを見ることか。私の子供たちよ、もう一度言います
。私がいつも教えてきたように、「互いに愛し合いなさい」。 



U 41 

68 

68 私があなた方を呼んだのは、あなた方をこの世の主人ではなく、精神的に偉大な者にするためである。 

69 あなたがたが私のためにへりくだるとき、私はあなたをほめたたえ、あなたがたが苦しみに耐えるとき、私はあな
たを慰めよう。 

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 42 
1 あなた方はこの使命を果たすために選ばれた者であり、あなた方は私の教えの真理を人類に知らしめるであろう。

- 

強くなれ！」。私は、あなた方が信仰に欠け、落胆に負け、決意をもって転倒から立ち上がることがないのを見たからです
。あなた方は、第二の時代のように再び疑い、信じるために、私が許可しないかもしれない物質的な証拠を私に求めるので
す。律法学者や祭司たちのようにならないように。彼らは聖書を手に、当時の人々 の間にわが来臨が非常に明確な形で行わ
れると考え、わが使命の遂行は、彼らが期待したものとは異なる形の顕現であると見て、疑ったのだ。なぜなら、彼らが要
求した奇跡は、すでに私によって道が示され、すべてが永遠から書かれていたとおりに達成されたので、彼らに与えられな
かったからである。 

2 疑うのは、心が準備されていないからです。あなた方はわが予言を知らなかったし、わが啓示をその真理のすべて
において理解した者はごくわずかである。しかし、あなたの心が無知であったとしても、御霊は私がもう一度あなたのもと
に来なければならないことを知っていた。そして今日、わが言葉は立派なノミのようにあなたを形作り、わが顕現の真実を
あなたに証明しているのである。まことに、あなたがたに告げますが、あなたがたの父を試練にさらしてはならないのです
。祈り、深い思索に浸る。今こそ、あなたは私のもとに戻り、創造主に近づき、創造主と再会する時なのです。 

3 もしあなたが地上で泣いたとしても、その苦しみを与えたのは私ではないことを忘れないでください。私は、あな
たの償いを喜び、あなたの痛みに無関心だったわけではなく、ただあなたの精神を形成し、高めたいと思っただけなのです
。私はいつもあなたを愛し、いつもあなたを許しています。 

4 わが言葉の意味を貫き、声の主たちの不器用な唇を通して、私があなたたちに表現したいことのすべてを発見しな
さい。しかし、彼らの仲介によってのみ、私の声を聞こうとするのはやめなさい。私はあなたたちに完全な祈りを教えまし
た。それは、あなたたちが父なる神と霊との結びつきを獲得し、霊に対応する言葉で私に語りかけ、私の賢明で愛に満ちた
答えを受け取ることができるようになるためです。 

5 なぜ、あなたは私の霊化の仕事を無視し、あなたの内側に語りかける良心の声を無視するのですか？なぜ、人間の
言葉や判断だけを信じて、その時代※に生きる精神を、灌漑が足りないと炎天下の花のように枯れさせてしまうのでしょ
うか。 

* 聖霊の黎明期において、神の霊が人間の中に君臨するようになること。 

6 子供たちは私とつながり、私のメッセージを受け取り、その進歩であなたを驚かせることでしょう。彼らはあなた
方に私の愛の教義を教え、その信念は確固たるものとなるであろう。しかし、このことで屈辱を感じてはいけません。- 

あなたの家の懐で、彼らが精神的な証拠を与えるのを見たら、彼らの歩みを指示しなさい。彼らは正しい者の住む高地を思
い浮かべて喜び、歓喜し、携挙の間、私の近くにいることを感じ、苦しみを忘れることでしょう。 

7 父なる神の子供たちがゆっくりと目覚めていくのを前にして、あなたは忍耐と同時に悲しみを感じないのでしょう
か。私の父なる愛は、あなたを平和へと導き、訪問は人類に、私に通じる狭い道を示す。この道では、皆さんは創造主と再
会する必要があります。 

8 あなた方の中には、人類を愛し、人類に光をもたらすために戦う "労働者 

"がいる。今日、信仰に満ちて、彼らはその労働の実りを私のもとに置いている。私の教えに耳を傾け、自分の属する仕事
の一部を引き受け、今日、その霊的種子の初穂を私に捧げる「子」がいるのです。彼の祈りは、人間の兄弟のために平和を
切に求めるものである。自分の国が平和であることを喜ぶだけでは不十分で、自分の知らない、しかし苦しんでいることを
知っている人々 の訴えは、彼に届く。彼は動揺しながらも兄弟のために祈っています。私は彼に、今苦しんでいる人々 の心
に訪問の種が残り、痛みが彼らの魂を浄化したとき、この平和が訪れると伝えます。 

9 あなたは、私の言葉を聞きながら、あなたが私のすぐ近くに立ち上がる喜びの瞬間に、あなたの兄弟の多くが戦場
で倒れ、多くの母親が息子の離婚を見て、彼らの心が痛みに引き裂かれ、多くの子供が親に捨てられたことで泣き、すべて
の人が痛みの中で苦悩することを思い出してください。あなたがたに言っておくが、あなたがたはどんな時代に入ったか知
らない。今は贖罪と厳しい試練の時代である。 

あなた方は私の弟子として、兄弟たちに平和と慰めが訪れるよう、祈る義務を感じているのです。しかし、あなたに尋
ねるが、私が与えた平和をどのように使うか知っているか？ 

10 家族は自分の肩にかかる重い十字架だと感じているのに、なぜ父親は文句を言うのか、私はこんなに身近にいるの
に、なぜ他人は魂を病んでいるのか。- 

なぜなら、彼らは私に対する信仰と信頼に欠け、自分を新しくすることができなかったからです。 

11 イスラエルの民のあなた方は、罪を犯さず、むしろ罪人を救い、過ちを犯した者を啓発し、平和を保ちたいなら、
彼らのために働き、両親を敬い、あなた方全員を兄弟と思いなさい。互いに愛し合いましょう 
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12 あなたが私に近づくときはいつも、私の愛があなたの精神と身体を強くしているのを感じるのです。また、離れる
と平和が去り、精神が悲しむことも知っているはずです。あなたの良心は、あなたが法の道を歩んでいるか、それとも法か
ら外れているか、常に完全な真実で教えてくれるのです。私は法であり、それを全うすることを常に奨励しています。 

13 もし、あなたが禁断の快楽にこだわるなら、このカップが常にあなたを苦しめることを、あなた自身の経験を通じ
て悟り、理解することを許します。落ちてから自分の間違いに気づき、この痛みが贖罪になるようにと、私のもとに戻って
くる。 

14 わが言葉を知りたがっている心を整え、恐れずに話せるようになるために、学びなさい。もし、あなたの心に利己
主義が根付いていたら、何も与えることはできません。私がすべてのわが子に語る愛と慈悲を理解し、同じ愛であなたの兄
弟に与えなさい。 

15 すでに、わたしがあなたがたを国々 に派遣し、わたしの光をもたらす時が近づいている。しかし、あなた方は、わ
が教えを学び、理解し、兄弟への愛と慈悲のわざをもって、それが含む真理をあかしすることによって、自らを準備しなけ
ればならない。私の教えの使い方を知らなかったために、逃した時間のために後で泣くようなことはさせたくないのです。
多くの人が、わたしを聞かなかった、信じなかったと嘆き、ある人は1950年にすでに「霊的に」なっていることでしょう
。 

16 わが子たちの中には、わが言葉を聞いて泣く者もいる。この涙が、身を汚した者たちを清めるために役立つように
。 

17 私の言うことを聞くあなた方は、第一時代、第二時代と同じように私の意志を行いなさい。あなた方は一つの時代
から別の時代へと進んできた霊であり、あなた方の償いが終わったとき、この世に再び生まれないように私のところに来る
のです。何度も言っているが、もし私が二度目の時のように、この時代に肉体を得て、あなたがたにわが言葉を与えていた
ならば、私は再び殉教していただろう。その教訓は終わり、今日はこの時代にふさわしい教訓を授けます。私が人の心を通
して伝えるときに、私自身を現す形は、あなたに対する私の愛のもう一つの証拠であることを理解しなさい。 

私に仕える者は重い十字架を負い、そのために、私に従うがゆえに、苦しみ、誤審を受け、嘲笑されるのである。しか
し、私は彼らの精神を守り、後に彼らが使命を終えたとき、安らぎと平安を与えるだろう。 

18 今日、あなたは私に胴体の殻を求めますが、私はあなたに言います。むしろあなたの霊を求めなさい。残りは加え
て与える。 

19 あなたがたは地上でははかない者であり、長い旅路の中で苦痛を味わい、罪につまずき、助けの手もなく倒れてか
ら、来世に優しい父がいることを思い出したのだと考えてください。この方は、あなたが必要とするものをすべて与えてく
ださる用意があり、この方の中で、あなたの病、すなわち、あなたの体を苦しめるものだけでなく、あなたの魂を苦しめる
もの、あなたを重くするつらい重荷のようなものからの回復を見出すことができます。 

20 愛する子供たちよ。あなたは自分の精神を高めようとせず、反省し、義務を果たすのに必要な時間を与えようとし
なかったのです。あなたの内にどれだけの贈り物があるか考えてみてください。あなたの父が報酬を渡すためにあなたを待
っている山の頂上に到達するために、足りないものは何もありません。皆さんは悟りを開き、この時代の啓示を知る準備が
できています。あなた方が霊化するならば、この世で働くだけでなく、兄弟たちの住む他の地域に身を移すことを許し、そ
こでも良き働き手として、あなた方の父が託した愛と慈悲の種を撒き散らすことになるのです。 

21 最初に受けたレッスンで満足してはいけません。さらに進んで、わが言葉を求め、その霊的な意味を認識し、確信
をもって兄弟に語りかけることができるようにしなさい。人の批判や嘲笑を恐れてはならない。もしあなたが心に誠実さを
持ち、すべての行いに正しさを示すなら、彼らはあなたにどんな落ち度があるというのでしょう。 

22 私の助けを懇願する純真で善良な心、医者の医者として私を求める人々 を迎えることは、私の喜びとなる。しかし
、わたしはまた、あなたが自分の苦しみを忘れて、わたしの指示によって変えられたあなたの貧しい兄弟をわたしに差し出
すのを、喜んで見る。私は、苦しみを和らげ、痛みを分かち合った人々 を祝福し、「互いに愛し合いなさい」というわが戒
めを果たす力を与えます。 

23 そして、わが教義を人に語る必要があったとき、彼らは、私が、用意のできた者すべてを通じて、また、もし彼ら
が存在しなければ、わが創造の自然の力を通じて語ると言ったことを心に留めずに黙っていた。 

24 自分の高い運命に気づかずに地上を歩いているわが子たちに、私は言います。今日眠れば、明日、あの世で目覚め
、惜しい時間を過ごしたと泣くことになるのです。あなたは私に地上に戻ることを許可するよう求めるでしょうが、その場
合、あなたの償いは非常に悲しいものになるでしょう。 

25 主人の警告を聞き、良心に照らして自分の行いを判断するとき、私が与えた種が増殖していないことに気づくので
す。そして、あなたに尋ねます。もし、あなた方が、私があなた方に与えた教えを、あなた方の作品によって証しすること
ができないなら、この遺産を求めてやってくる新しい弟子たちをどのように訓練するのですか。 

26 1939年の1日、私はあなた方に戦争が近いことを告げた。あなた方は、多くの国が破壊と混沌の中に陥ったこと
を実感として知っているはずだ。次から次へと起こる戦争の出来事を目の当たりにして、それでも自分が生きている時代を
意識することはない。これからの時代、あなた方は国々 の間に大きな分裂を見ることになるでしょう。 
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27 強者が強者に立ち向かい、この戦いで彼らは力を失い、ひれ伏すことになるのです。一方、多くの霊は肉体を失い
、私のもとに帰る準備をしなかったという狼狽と苦痛を抱えながら、霊の谷に入ることになります。しかし、彼らは途中で
エリヤに出会い、贖罪（罪を償うこと）の道を示されるのである。 

28 今日、私は、人類の平和とより高い発展のために働く偉大な霊が地上にやって来る時が近いことをお知らせします
。この世代に道を開いてください。 

29 わが言葉を聞きながら信じた者は幸いである。しかし、さらに言っておく。わが言葉を聞かずとも、信じて心に神
殿を持ち、兄弟たちを愛し、執り成し、その信仰が燃える炎のように、その贖罪の道を照らす者は、幸いである。 

30 今日、あなた方は渇きを癒すために恵みの源に身を置き、「この水を飲む者は、二度と渇くことはない」と告げた
私の言葉を思い出すのです。今、あなたが渇望しているのは、光と真実と平和です。あなたが知っているのは、痛みと 

あなたの傷を癒し、あなたの希望に生命を与えるバームを求めてください。ここにいる私は、あなたの心を受け止め、慰め
ます。父よ、この時ばかりは私の霊は安らぎを得、あなたに向かって持ち上げられ、この世のものを忘れ、あなたの霊の平
和が私の存在を流れるのを感じます」と、私があなたに言葉を与える日を、あなたは辛抱強く待っているのです。 

31 今が、わが教えがあなた方を導き、あなた方の償いを助ける恵みの時であることを悟ったあなた方は幸いである。
もしあなたが私の声を聞く方法を知り、私の法律の中にとどまるなら、あなたを傷つける人間の力はなく、あなたは父に愛
され、導かれていると感じることでしょう。 

32 以前は私を求めなかったが、今日、わが真理に目覚める時はあらかじめ定められていたこと、そして、私があなた
の相続財産をあなたの知識にもたらすためにあなたを待っていたことを、あなたは知っている。あなたがたは、わが恩恵を
受けたからには、わが働き手となることを認めてくれるよう、感謝の念をもってわがもとに求め、わたしはそれを許す。 

しかし、あなたがたに与えられた知識と霊的才能を開花させるためには、まず自分の物質化、罪と弱さと闘い、そして
贖罪によって自らを準備し清めたと感じたら、兄弟への愛を計り知れない価値のある宝石として身につけなければなりませ
ん。 

33 あなた方はこの世に貢ぐために来たのではない、あなた方の義務はもっと重い、あなた方の父の弟子としての任務
があなた方を待っているのだ。また、わが教義を広めるために苦労し、足がアザミで傷つき、長旅のために衣服が破れたな
らば、私のもとに来なさい。裸で、履物なしで、旅行用品なしで来ることを恐れないでください。あなたが兄弟たちにすべ
てを分配したとき、私はあなたが彼らに残したものをあなたに返し、あなたが彼らに示した愛と恩恵のために、あなたに恵
みを与えるでしょう。 

34 大いなる闘いがあなたを待っています。そのとき、あなたの精神は疲れることなく、良き羊飼いと霊界に支えられ
るでしょう。もしあなたが私を愛し、信仰を持っているならば、その仕事はあなたにとって容易なことであろう。不逞の輩
の不信心に打ち勝ち、彼らはあなたの言うことを聞くようになるのです。というのも、私はすでにあなた方に、今日、物質
的な身体で生きているすべての人が、この『第三の時代』の教えの光を知るわけではないことを告げているからです。多く
の人が霊の谷に入り、そこからこの「愛の仕事」を考え、信じるようになるのです。私の話を聞いても、私の言葉を理解せ
ず、私の意志を認識しなかった者たちは、「霊的に」働き、その結果、自分の使命を果たすことになるのです。 

35 私の教えは明確に理解できるものであるが、あなた方は皆、それを理解できていないのである。今、私が差し出し
たこの果実で、あなた方は自らを養っていないのです。私は、すべての木はその実によって知られ、わが言葉の「味」は甘
く、その本質は霊を活気づける、と言ったのに、あなたはその真理を知ろうとしなかった。 

36 あなた方は、怒れる海の中でもろい舟となり、しばしば信仰を暴走させてきたのです。あなたは私を感じない。私
があなたとともにいることを知っていながら。私はしばしば、あなたのまつげは、私の霊があなたから離れているよりも、
あなたの目から遠い、と言ってきた。 

37 羊の皮をかぶったオオカミは、いつもあなたをだまそうと待ち伏せているのだから。この神の愛と慈悲を兄弟に分
け与えようと決意したとき、誘惑が近づいてきて、その決意を変えさせます。 

38 異なる教義を信奉する兄弟たちが、あなたがたの誤りを指摘し、指導しているのを見たら、謙虚に、その言葉に耳
を傾けなさい。わが霊感は、自分を整える者には誰でも与えられる。わたしはあらゆる生活の中から、わたしの弟子たち、
すなわち、物乞いをして（日々 の）パンを口に運ぶ者たちを選んだ。しかし、快適な生活を送っていた者たちの中にも、わ
たしが呼び寄せた者たちがいる。しかし、その宝を理解しないまま、この民族に属していることを恥じているのです。 

39 私は、たとえあなたが罪を犯すことを意識して罪を犯したとしても、あなたの罪を赦し、あなたが私のもとに来る
道をいつも示しているのです。子供は、汚れた魂で、良い行いをせずに、父の前に姿を現すことができるでしょうか。- 

彼の良心は、（任務を）果たした後でなければ、私のもとに来ることはできないと告げるだろう。 

40 一刻一刻、私があなたがたに言葉を与える時間は短くなっていくことを理解しなさい。明日、教えを聞き逃したこ
とに泣かないために、使ってください。 

41 あなたの行く手にあなたを呼んだ人がいたように、あなたも兄弟に福音を伝えるという使命を果たさなければなら
ないことを考えましょう。わが言葉を語り、わがプレゼンスに導いた者を、誰が忘れることができようか。誰かに愛と感謝
をもって覚えていてほしいとは思いませんか？ 
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42 善に徹し、徳を積んで心を清めれば、霊的な賜物が開花するのです。そうでなければ、これらの贈り物があなたか
ら離れていくように感じてしまうからです。 

43 今こそ、求めるだけでなく、求め方を理解し、「父よ、私は多くのことを求めましたが、何も得られませんでした
」と言われないようにする時です。 

44 あなたがたがわたしに求める以上に、わたしはあなたがたに与えるものがあることを忘れてはならない。あなたが
たは父に与えるよう求めるが、わたしはあなたがたに受ける術を知るよう求めるのである。 

45 私の良き弟子たち、真の愛と真の信仰をもって自分の仕事に取り組む者たちのものである。昨日、不確かな禁断の
道を歩んだのなら、今日はわが律法の道を歩まねばならない。過去に妄想の中で手を上げて隣人を傷つけたのなら、今度は
その同じ手が優しさで撫でることを学ぶように努力することだ。昨日まで憎しみや悪意の種をまいていたのなら、今度は平
和と兄弟愛の種をまく人になりなさい。 

46 まことに、あなたがたに告げますが、昨日のあなたがたの行いを覚えていて、いまあなたがたをわが弟子に変える
のを見る者は、あなたがたの信仰の根底には真理があることを認めざるを得ないでしょうし、教えようとする者を説得する
ために多くを語る必要はないでしょう。 

47 母親たちに言いたいのは、子供たちが物質的な面だけでなく、精神的な面でも最初の一歩を踏み出せるように教え
てあげてください、ということです。彼らが私を見つけ、私を愛し、（霊的に）上昇することができるように、道を容易に
してください。あなた方の間で新しい世代が育つたびに、彼らが達成する精神的進歩はますます大きくなることを意識して
ください。直感を大切にして、悪い例や耳の聞こえない果実を与えて（精神的）栄養にしないこと。 

48 あなたのせいで、新しい世代がつまずいたり、道を誤ったりしないようにしたい。自分たちの中に愛がないからと
泣く姿は見たくない。 

49 今日、あなたの霊が謙虚であるのを見て、私はそれに私の新しい戒めを与える。昔、あなた方は権力や富、世界の
栄光、そしてお祭り騒ぎを夢見たものです。その頃、あなた方はイエスに対して、"十字架につけろ 

"と叫んでいた。キリストは謙遜を説き、不必要なものをすべて捨てろと教えたからだ。今日、あなたは少しの平和と一切
れのパンと頑丈な屋根で満足しています。人生という教訓は、あなたを謙虚にさせ、あなたの精神は、その教訓によって自
らを解放することに成功したのです。 

50 人間が、この世が与える見かけの平和を所有し、自分がすべてを所有していると信じている限り、彼は私に近づく
ことはないだろう。しかし、人類が真の霊化を遂げたとき、それはすべてを所有し、その爽快感と喜びは、ちょうど父が創
造したすべてを喜び、悦ぶように、深く、真のものとなるのである。 

51 イスラエルの民よ、わが父の愛はあなたがたを見つめ、あなたがたの行いをさばく。神の裁きはすでにすべての生
き物を捕らえており、誰もそれを免れることはできない。 

52 私はただ、わが子たちに平和と幸福を望んできたが、彼らは苦痛、浄化を求めてきた。わが法は不完全なものを許
さないから、自分を汚した者はみな自分を清めなければならず、道から迷った者はみな道に戻らねばならないのだ。あなた
方は、この国から、その行く手にある国々 を打ち壊すつむじ風を見るが、あなた方は揺るがず、あなた方の享受する平和を
感謝せず、私があなた方に与えた特権を認めないのである。そして、わが意志に満足せず、自分の試練を不当と考え、私に
敵対するのである。- 

私は、あなた方がこの世を去るまで、あなた方自身の人生を判断するのを待ちます。そうすれば、あなたがたは自分の魂を
赦さない審判者となり、赦し、祝福し、愛する父を、ただ私のうちに見ることになる。 

53 あなたは不従順の連続で疲弊し、その結果、泣くことになるのです。長い間眠っていたのだから、その目覚めは苦
いものだろう。私は人類に、世界に散らばる14万4千人の存在からなる軍隊を送ると約束し、この兵士の一人一人がわが戒
律の通訳者であることを知りながら、これを待っているのだ。 

54 地球が極から極まで苦しめられ、すべての国、すべての機関、すべての家庭がその根源まで裁かれ、人類があらゆ
る汚れを洗い流した後、あなた方は私の名において装備され、兄弟たちに私の教えをもたらすために出て行くであろう。 

55 父である私は、この人類が堕落の極みに達し、わが言葉を故意に無視し、わが掟を汚すのを見たとき、涙を流した
。しかし、その 

その日、わたしは彼女に、わたしの愛する娘のために用意したすべてのものを注ぎ込む。 

56 私を信じる者は、疑う者よりも早く私を見ることができる。何度、私があなたの心を叩いても、あなたは聞かず、
私の存在を感じなかったことでしょう。私はただ、自分のやり方を取り繕って、この光と恵みの時代にもっと大きな声で入
っていけと言いたいだけです。そして、もしあなたがたが私の種を持っているならば、それを蒔いて、乾燥した畑を実り多
いものに変え、あなたの祈りが実り多い灌漑を形成するのだ。 

57 互いに愛し合い、家庭の中で平和に暮らす。私は、一家を構成する5人のうち、2人は3人に、3人は2人に対抗し
ているのを見たからです。 

58 もし、あなた方の肉であった存在と、その後、霊の谷に別れているのを見たならば、彼らを忘れず、あなた方の祈
りによって彼らと一体となり、彼らを助けてあげなさい。もし、（成長が）止まっていると感じたら、仕事をするように促



U 42 

73 

して、気持ちを高めてあげてください。あなたの地上での人生がいかに短いかを忘れないでください。ですから、あなたの
能力と力を使って、あなたを贖い、あなたに救いをもたらすような偉大な行いをしなさい。 

59 わたしは霊のパンを与え、あなたがたは物質のパンを求める。しかし、あなたがたの休息と肉体の幸福を熱心に求
めるように、（同じく）霊的な進歩を求めよ。あなたの十字架は重くない。もし私が、全人類の労苦と苦しみと罪の十字架
を背負ってカルバリの丘を登る方法を示したなら、私が（ほんの）少人数を託したあなたが、どうしてそれを登ることがで
きないのだろう。しかし、もしあなたの力がその重さに耐え切れなくなったとしても、あなたには私がいる。 

60 あなたがあれほどまでに逃げた痛みは、魂の浄化と再生のための無尽蔵の源なのです。皆さんもよく経験されるこ
とだと思いますが、参拝の後、心が洗われ、良心の呵責を感じることがあります。 

61 このみことばは、今日、苦しみに疲弊している国々 の住民の精神を回復させるでしょう。しかし、もうすぐ、とて
も近いうちに、彼らは十字架上のように両手を広げて待っている私を見つけ、愛情を込めて彼らを抱き、私の平和の王国へ
と連れて行くだろうと、私はあなたに言う。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 43 
1 私がエホバとしてあなたのところに来たとき、なぜ心に恐れを感じるのですか？私があなたの父であるならば、私

は愛であり、あなたに日々 のパンを与え、あなたの精神を導き、その落下から立ち上がるのを助ける者である。 

2 戦争の轟音で自然の王国が揺らぐこの試練の時に、私はあなたに力を与えます。恐れず、あなたの高揚と熱意を盛
り上げ、あなたの兄弟の痛み、つまり、兄弟間の戦争で落ち込んでいる人たちに、これまで以上に近づけるように努力し、
苦い杯を彼らと分かち合い、あなたが静かに送り出す祈りは、人の間の平和、統一、好意を呼び起こすようなものです。 

3 あなたの息子たちは武器を取るために呼ばれるでしょう、彼らを行かせなさい、彼らは滅びないでしょう。今日で
も、私は彼らをわが恵みの担い手とし、彼らはわが教義の光を兄弟たちの間に広めるだろう。 

4 戦争が引き起こした悪事にもかかわらず、それらの国の住民を敵と見なさず、明日には兄弟と見なしてほしい。 

5 今日、人々 は一丸となって戦争を解き放ちました。民族は民族に襲いかかり、国境をなくし、言語を混ぜ合わせて
きた。結合をもたらしたのは互いへの愛ではなく、憎しみであり、恫喝的な戦争をもたらしたのである。しかし、力である
私は、あなた方の欠点を利用することで、あなた方を統合することができることを証明するのだ。この争いが終わるとき、
心は痛みによって浄化され、思考は光となり、人は平和を獲得するために近づくのです。 

6 平和のために戦い、働いた人々 は幸いである。わが声を信じ、旅立ち、わが光と真理を道に沿って広めた人々 は幸
いである。 

7 人類の痛みを前にして、わが霊は深く感動し、彼らの泣き声は天に聞こえる。しかし、まことにあなたに告ぐ、父
としてのわが痛みは恵みの露となり、わが子たちに降り注ぐであろう。 

8 忍耐と優しさをもってこの苦しみの杯を空けなさい、あなたの泣き声は喜びに変わるからです。 

9 もし今、父があなたがたに、地上での使命を果たしたかどうか、あなたがたの労働の黄金の耳を手に持っているか
どうか、互いに愛し合ったかどうか、互いに許し合ったかどうかを尋ねたら、あなたがたは、これらのいずれも果たしてい
ないと答えなければならないでしょう。あなたがたは、自分の功績によって、自分がわが言葉を聞くのにふさわしいとでも
思っているのか。- いや、あなたの霊が私に言っているのです。 

10 わが民よ、時代が変わってもなお、あなた方は霊的に眠っているのです。 

11 私の声は、愛と善意であなた方を目覚めさせました。しかし、この言葉を、あなた方をもっと眠らせるための子守
歌と思ってはいけません。その本質には、あなた方のあらゆる行動を裁く審判が存在しているのです。 

12 あなたがたは、わが正義が彼らを苦しめて、信じて目覚めるまで待つ者たちであってはならない。 

13 まだ、真実にわたしを愛していると言ってはならない。待て、そうなったとき、それを公にするのはあなたの唇で
はなく、あなたの行いに任せるのだ。自分の誠実さを自慢してはならないし、同時に恥ずべき汚れを隠そうとしてはならな
い。そうすれば、偽善的なパリサイ人の真似をすることになるからだ。 

14 もし私が裁判官としてだけ来たのなら、あなたが隠れる場所はないでしょう。あなたが行くところすべてに、私の
義が存在するのですから。 

15 あなたがたは、わが面前に出たとき、聞いたみことばと良心に書かれたみことばについて、説明しなければならな
い。 

16 エリヤの疲れを知らない霊があなたの道を照らし、その障害物を取り除き、あなたが疲れ果てていると感じるとき
、彼の慈悲の棒であなたを助けるのを感じないのでしょうか？彼を求め、祈りの中で彼に呼びかけなさい。そうすれば、彼
の存在をすぐ近くに感じることが出来るでしょう。彼は、この第三の時代の霊の羊飼いで、「天の囲い」である約束の地の
門まで、あなた方を導いてくれるからです。 

17 3つの時代において、わが神性の声を聞いたという知識によって、あなた方の精神を喜びで満たしなさい、もう一
度あなた方はわが証人となるのだから。だから、私はあなたがたを整え、あなたがたの唇を祝福し、そこから明日の命の言
葉が、まだ来ていない大勢の人々 のために流れ出るようにする。 

18 あなた方の信仰は、私があなた方に与えた、あなた方が不可能だと思った奇跡によって、燃え上がり、活気づいた
のです。わたしは、いつもあなたがたに示してきた道、よい道だからです。この道を歩むとき、あなたは危険や誘惑や堕落
に苦しみますが、あなたを助けるために、私は道しるべとして良心の光を与えて、あなたを正しい方向に導いています。- 

さらに、私はあなたの生涯の導き手であり保護者である霊的存在を授けました。この恵みを正しく使えば、人生の道に迷う
ことはないと思いませんか？わが子たちの中に、このみことばを聞いて、その霊に喜びを感じない者がいるであろうか。あ
なたが祈りのために立ち上がるとき、その霊的な声を聞くことは、わたしにとって喜びである。 

19 あなたの霊的な感性を目覚めさせ、あなたの霊が気づかないうちに通り過ぎている、わが顕現の輝きを喜ぶことが
できるように。自然を観察していると、その調和、美しさ、完璧さに感嘆し、どんな存在も他の存在なしには生きられない
が、調和の法則がそれらを統合しているからこそ、すべてが生きていることを発見するときがあるように、彼方の霊的ビジ
ョンによってリフレッシュされなさい。- 来世もまた然り。- 
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霊的成長の道から外れた霊がいる限り、完全な平和も完全な調和もありえません。残りはどうなるのでしょう？全体のバラ
ンスが崩れてしまうのでは？ 

20 もし人々 がわが掟の戒めに従い、物質的性質と精神的性質とを調和させるならば、その存在はより楽しいものとな
り、人生の道は困難なく、仕事も容易なものとなるであろう。病気に悩まされることもなく、早死にすることもない。 

21 霊は物質が生まれる前から存在していた。無邪気に私から出てきたのです。しかし、彼らが誰から生まれ、どんな
運命をたどり、自分自身が何者であるかを知るために、わたしの声を聞かせ、彼らに言った、「見よ、ここにあなたがたの
神がいる。しかし、あなた方は私から出てきたとはいえ、この愛の精神を発展させ、理解しなければならない。あなたが聞
いたこの声が、あなたの精神の上の光となるように、生き、歩み、認識し、善良さのうちに不変であり、それはあなたの良
心であり、もはや生まれたばかりの子供としてではなく、徳と経験と私があなたに与えたすべての能力において成長した存
在として、私のもとに戻るようにさせるものです。そうすれば、あなたは私を愛し、私を真に知り、存在するすべてのもの
と調和することになる」。 

22 この世に生を受けたことのない者もいる。しかし、この世で罪を犯し、大きな痛みに耐えてきた者たちが、ある者
は「涙の谷」に住み、ある者は父に近く、痛みを知らないというのは不公平だと思うなら、私はこう言う。 

23 今日、それぞれの「谷」※に住む存在は、霊的に分離して暮らしている。しかし、兄弟愛に距離を置いてはいな
い。あなたたちの仲の良さを知っていたら！？そして、人類が沈めば沈むほど、その分裂と調和の欠如は大きくなっていっ
たのです。精神的なものから距離を置いただけでなく、自らの世界においてさえ、王国、民族、国家に分裂し、そうするこ
とでますますエゴイズムの中に閉じこもるようになったのだ。* 

この表現は、「涙の谷」すなわち地上の「涙の谷」と、様々 な圏域を持つあの世の「霊の谷」の両方を指しているのです。 

24 それゆえ、あなた方の信仰の光は消え、永遠の命の内なる知識は混乱してしまったのです。 

25 今日、家族の一員が遠くの土地に行くために別れを告げるとき、涙を流して別れを告げるのは、子供の頃に行けば
思春期になって帰ってくるかもしれないし、青年であれば老人になって帰ってくるかもしれないと知っているからであろう
。しかし、あなたはいつも、彼が戻ってきて、新たに彼を抱きしめることができるという希望を大切にしています。なぜな
ら、たとえ遠く離れていても、彼はまだこの世にいると知っているからです。しかし、その愛する人があの世に旅立ち、肉
体が地中で硬く冷たくなっているのを見たとき、心は剣に刺されたように、再会の希望を失い、精神は肉体から生還し、二
人が発展の道を歩みながらお互いを見つけたときに再び密接に結ばれることを忘れてしまうのである。 

26 あなたがたが忘れてしまった教えを思い出すために、神様がイエス様として人となり、人の間で生きていくことが
必要だったのです。新しい教えを教え、時が来れば新しい啓示を与えると予告したのです。 

27 人類はすでに霊化の種を失い、現世に至福と永遠と幸福を求め、どうしようもなく待ち受けているその存在を忘れ
ていたのですから、神の師であるキリストは、あなたに真実を教えるために来なければなりませんでした。 

28 現世で喜びや豊かさを得られず、ただ涙を流すだけの人々 は、それを呪い、不公平と言い、混乱した反省の中で、
自分の運命を不利と言い、間違いと言ったのです。しかし、キリストはあなたに新たな光をもたらしたのです。死者には、
すでに別の世界に生きていた霊を回復させ、憑依者には自由にさせ、これらすべての明白なしるしによって、霊的生命が存
在し、それが真の生命であることを世界に証明されたのです。十字架につけられた後も、御言葉によって宣言された真理の
証明として、信者と未信者の前に霊で御自身を示されたのです。 

29 彼らは感じ、戦い、生きているのに、なぜあなたは、あなたの世界を去った人々 を忘れ、死んだと考えるのですか
？だから、彼らは生者で、あなた方は死者だと言っているのです。やがてあなたがたは、第二時代のように、イエスが死ん
だ後、「わたしたちが殺したのはキリストであり、彼はわたしたちを罪から贖うために来られたエホバの使者である」と、
自分の信仰のなさを嘆くようになるのです。死者をよみがえらせ、三日目に天に昇られたまことのいのちであった。" 

30 今、私は霊となってあなた方のもとに戻ったが、あなた方は私が神秘に包まれているのを見ている。しかし、私は
最も単純にあなた方に自分自身を示す。そして、信仰を見出すために、私は私の姿を具体化し、あなた方の求めるものをす
べて与えなければならなかった。ある者は霊的な顔で、ある者は信仰で、またある者は良心の光で、私を見たからである。 

31 私の光は、あなたが永遠から呼び出される声を聞くことができるように、この時代にあなたを照らしています。 

32 あなたがたの父と霊界との結びつきで、あなたがたに途切れていた絆を、私が新たに結びつけますから、あなたが
たは皆、調和して生きている、この中に距離はない、と感じるようになるでしょう。しかし、人はいつになったら愛の絆で
人生を縛るのだろう。- 

彼らが、正義の宿るわが律法の道に戻るとき。互いに愛し合いなさい」というわたしの戒めを、彼らが果たすとき。 

33 弟子たちよ、この世を去った者たちは死んでいないことを認識せよ。地に伏せた体に別れを告げ、もはや悩みを打
ち明けようとしない者は幸いである、それはすでに存在しなくなり、（彼らの）声を聞かないからである。 

34 肉体が死ぬと、それは切り落とされて枯れてしまう花のようなものだが、その香りは、魂が解放されて周囲にその
エッセンスが溢れ出すようなものだ。 
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35 その時、私は「死者は死者を葬りなさい」と言ったのです。今日、私はあなたがたに言います。ある者も、またあ
る者も、新しい生命に導きなさい。 

36 肉体は大地で朽ちていくが、魂はあの世で浄化されるのだと教えてあげよう。死は肉のための休息であり、精神の
ための解放である。しかし、誰も自分の意志で、つまり、わたしの定めた時間外に、自分を解放しようとすることがあって
はならない。 

最後の時間にあなたの陣営に告白者がいて霊的に助けてくれるから救われたと思ってはいけないし、その時間に悔い改
めたことで進化の果てに到達したと思ってはいけないのです。あなたの生活の中で、愛し、許し、祝福することを学び、兄
弟への愛と慈悲の業を通して、あなたの魂の浄化をもたらすのです。 

37 善意ある者として地上でわが律法を全うしなさい。そうすれば、あなた方の心に平和が訪れるでしょう。あなたの
霊がこの世から離れ、霊界に入るとき、目を開き、すべての霊を救済し、その愛と光で包むために、その帰りを待っている
その生命の観想にうっとりすることでしょう。 

38 しかし、救いを得るためには、自分の使命を果たすつもりで出発しなければならない。あなたがたは、わが恵みの
相続人であるから、計り知れない価値のある霊的な富をもたらすのだ。あなたが愛をもって自分の十字架を負い、忍耐強く
自分の道を歩むなら、あなたは終わりの日にわたしと一緒になり、あなたが探し求めていた慰めと平和を見出す真のいのち
に入ることができるのです。 

39 私はこの時、簡単な人（教養のない人）を召使にして、あなた方が聞くこの言葉が神智学者や科学者の言葉ではな
いことを証明するために、あなた方は元来不信心者であるからだ。だからこそ、私はあなた方の目の前で、あなた方の兄弟
姉妹、両親、あるいは子供たちを選び、私の霊的インスピレーションに恵まれた私の声の担い手とするのだ。しかし、あな
たがたは、わが言葉を霊的な意味で勉強しなければならないと言う。なぜなら、わが名を用いてあなたがたに明らかな光の
言葉を語る男や女が現れる日が来るからだ。 

40 見て、祈ってください。私は、すべての心の中にある苦しみを探し出し、知るまなざしである。 

41 教団から指をさされ、叱責され、落ち込んだり、恐れたりするのですね。恐れるな、涙を乾かして、慰めを受けよ
。 

42 苦難の中にあって、静かに私に連絡を求める者は幸いである、私は彼らを強くする。彼らは私に見捨てられたので
はなく、むしろ私は彼らに神の恵みを与えるために探し求めたのだ。イライジャは第三の時代であなた方を導き、その道を
進んだ分だけ、あなた方は私をより身近に感じることができる。 

43 今日の私の譬えを聞いてください。 

44 ある道に、杖も旅行鞄も持たない、質素で老練な風貌の老人がいた。途中、3人の若いハイカーに出会った。彼ら
の心は楽しく、喉は甘い歌で満たされていた。老人はその中の一人に向かって言った。「さすらい人、私は飢えているし、
喉も渇いているし、衣服も貧しい。あなたの旅袋にあるものを私に少し下さい。青年はかばんの中を探しましたが、パンも
水もなく、服も手放そうとしません。"私の兄弟のところへ行きなさい。" "必要なものは彼が与えてくれるでしょう。" 

"私には何もありません。" 

45 老人は二人目に向かい、同じように尋ねた。後者は、旅行鞄の中を探したが、喉の渇きを癒す食べ物も水も入って
いない。「私が与えられなかったものを、彼はあなたに与えるだろう」。三人目も同じように求めますが、答えは同じです
。"あなたに与えるものは何もありません"。しかし、若者たちの旅袋が空であるのを見て、「何が待っているか分からない
のに、どうして私の旅を続けるのですか？道は長く、アザミやイバラに覆われている。野原は不毛で、日陰をつくる木もな
く、果実もなく、太陽は灼熱で、旅人を冷やす川も泉もない。"とある。 

46 彷徨い人たちは老人の話を聞いて、「そんなことより、俺たちは進むぞ。俺たちは若くて強いし、元気いっぱいで
、人生の波乱を受け入れることができる」と言いました。しかし、老人は「待てよ、まず糧を求めることを勧める」と言っ
た。旅に必要なものをバッグに集め、この道を滅びずに旅することができるように」。 

老人の話を聞いて、彼らはこう答えた。「もしあなたが疲れ果て、裸で空腹なら、それはあなたが年を取ったからで、
努力があなたを疲れさせたのです」。何度も夜明けを迎え、髪が雪のように白くなるのを見たからこそ、あなたは落胆して
いるのです。私たちは若く、命を恐れません。" 

47 私もかつては若く、強く、道で歌い、体にエネルギーがありました。あなたが歩むべき道を示す"そして、彼らを
山の頂上に連れて行き、世界を見せたのです。 

ここから、右にも左にも嵐が吹き荒れ、国々 をなぎ倒し、その中に破壊をもたらすのを見たのである。海水は大地を浸
し、人々 は解き放たれた元素の暴力の下に滅んだ。若者たちは老人に言った。"我々 はこのような出来事に何の関係がある
のだろうか？"そして老人は彼らに答えた。「今見ているもの、あなたがたに関係するものは、この道を歩くときに経験す
ることになるのです」。- しかし、人々 は疑った。 

もう一度、「見なさい」と言って、東を指さした。そこで彼らは、国同士が残酷な戦争をしているのを見たのです。母
や息子が泣き、後者が戦場で命を落とし、最期の時に愛する人を呼ぶ様子を見たのだ。夫や息子を失って悲嘆にくれる女性
たち、飢えと裸の子供たちを見たのです。 
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その後、彼らの目の前で、光り輝く霊が荒れ果てた大地に雪のように外套を広げ、そこから悲痛な嘆きが上がり、この
霊が現れた場所では、収穫を迎える時期の畑の成長のように人々 の生命が絶たれたのです。そして、若者たちは、"これは
どういうことなのか？"と尋ねた。- "これからの時代を示しているのだ "と老人は答えた。"あなたが経験する時代だ "と。 

48 火は森や都市を焼き尽くし、疫病は霧のように人々 を包み、火山は火を噴き、一帯の土地を灰で埋め尽くした。あ
る海は干上がり、ある海はその位置を変えるという、大災害の起きた海を見せたのだ。そして、ラッパを持った4人の天使
が大空に現れ、時代の終わりを告げるのを見たのである。 

49 若者たちは恐怖におののいた。そして、老人は彼らに言った。「見なさい、今、私はあなた方にこれから起こるこ
と、あなた方が通過しなければならないことを示したのだ」。 

50 しかし、自然は彼らの声を聞き入れなかった。しかし、彼らの心が恐怖で涙を流し、慰めもないその時、老人の声
が父親の優しさに満ちて語りかけた。「絶望するな、ひざまずいて全能の神に祈れ」彼は静かに手を伸ばし、すべては沈黙
と静けさと安らぎに包まれた。ビジョンが消えた。彼らは新しい日の光を見て、老人がこれらの出来事を予言していたこと
を悟り、地面に身を投げて言った。"全能の父が我々 の道を備え、人生の終わりまで神の光の中を歩むことができるように
祈ろう "とね。(譬え話終わり) 

51 人々 よ、深く反省し、光に目を見開くのだ。あなた方は、わが知恵に満ち、信仰に火をつけるため、そして、人生
の旅路の準備を整え、ゴールに到達し、わが平安を見出すことのできる霊的生活に入るために、私が時代を超えて呼び寄せ
、教えた3人の旅人である。 

52 昔、あなたは私の言葉に説得されず、主人があなたから離れたとき、あなたの霊は安らぎを見いだせなかった。私
はあなたがたに言った、「信じる者は幸いである」と。信仰の民は幸いである、彼らは永遠の命を持つであろう。 

53 この時代の荒廃したあなたに言います。私はあなたの愛に飢え、渇いています。私の子供たちよ、あなた方は霊性
がないために、神と交わることができなかったのだ。あなたは、私があなたに浴びせた徳を捨て、あなたの宝を失いました
。 

54 今、私はあなたに言う。第六の啓示の時に与えるわが教えを受けよ。あなたの霊のための光を、世の中の書物に求
めてはいけません、（そこでは）見つかりません。あなたの疑問に対する答えや、問題の解決策を彼らに求めてはいけませ
ん。祈りなさい、わたしとつながりなさい、わたしはあなたの願いを聞く。 

55 あなたが心の痛みを私の前に持ってくる前でさえ、聖母はあなたのためにとりなして祝福し、今度はあなたが苦し
む人のためにとりなして祈るよう求めているのです。彼女は人類に、権力への邁進と戦争を控え、罪のない血を流すことを
止めるよう求めています。彼女の愛に満ちた霊はあなたを守り、謙虚にわが意志がなされるのを待ち望んでいます。 

56 あなたはまた、彼女が平穏な日々 と訪問の日々 において、あなたのかけがえのない伴侶であることを知って、彼女
を祝福し、慕うのです。 

57 私の血は、人々 の間に平和と正義が支配するために流されたのですが、私は正しく理解されていませんでした。そ
の教訓を生かしていれば、あなたはより高いレベルに達し、私が時代を超えて広めた光があなたの精神を完全に照らしたこ
とでしょう。 

58 あなたは私を手本にしていない。私はあなたに謙遜を教えましたが、あなたは傲慢です。平和と健康の秘訣を与え
たのに、戦争の中で生活し、病気になる。私はあなたに苦しみを慰めることを教えたのに、あなたは兄弟の苦しみを感じず
、心が荒んでいる。 

59 人間よ、あなた方はどれほど私の存在とあなた方の霊的才能を否定してきたことか。あなたがたに言うが、あなた
がたは固い岩の上ではなく、ゆるい砂の上を歩いているのだ。 

60 私があなた方に与えた偉大な「真の生命の書」を読んで学び、その教えに従えば、必ずやこのように私のもとに来
ることができるのである。しかし、もしそうしなければ、あなたは私から離れ、あなたの償いは非常に大きくなることを忘
れないでください。 

61 慰めもなくさまよう男たち、女たちよ、なぜ、わたしのうちに自分を強めようとしないのか。あなたがたが追放さ
れて泣き、苦しむとき、わたしを不当な父と呼ばないでください。あなたが地上に来る前に、私はこの世界が涙の谷であり
、平和と報酬の谷ではないことをあなたに告げました。地球はあなたの永遠の故郷ではありません。"泣く者は幸いである
。""彼らは慰められるであろう。" 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 44 
1 長い間姿を見せなかった放蕩息子が、今日、心の平安と慰めを求めてやって来るのを、私は愛をもって迎え入れま

す。わが子たちの中には、嗣業を求めて私に近づく者もいれば、まだ遠く離れている者もいるが、そのいずれにおいても、
霊は注意深く、わが声が「ここにいる」と告げることを期待している。 

2 彼らは第二の時代のわが言葉を忘れておらず、肉は弱くとも精神は強く、慰めの霊として戻ってくるというわが約
束を信じ、信頼しているのである。 

3 今日、私の話を聞いているあなた方は、あなたが越えてきた闇を、私にたどり着くまでの道のりの波乱を思い出し
てください。川のほとりの木陰で、長い間待っていたこの声が聞こえてくるのです。しかし、その光にもかかわらず、あな
たはまだ山の頂上に到達していませんし、完成の頂点にいるわけでもありません。あなた方は、霊で来る主人の前に来ただ
けで、私の話を聞いて弟子になり、さらに私の新しい教えの弟子になったのです。わたしから学ぶと、強くなり、地上では
貧しくても、霊の富を持つようになるのです。 

4 わが言葉の知らせは、まもなくあなたがたの国の国境を越え、学者や聖典を研究する者たちは、わが顕現を否定す
る準備をするが、わが選ばれた者たちを通して印を与え奇跡を行い、それによって人々 の間に大きな興奮が起こるであろう
。 

あらゆる国に散在する高邁な精神の人々 、わが三位一体マリア精神論の預言者たちに、私は光の剣を与え、あらゆる偽
りの理論や信仰の教義と戦わせ、愛と真実をその土台とする者たちだけが耐え忍ぶことができるようにしたのだ。 

5 私はいつでも高潔な霊を地上に送り、あなた方に教え、その働きによって、あなた方が私に到達するためにどのよ
うに生きなければならないか、あなた方の模範を示してきた。相談役、わが律法の奉仕者、立法者、案内人：彼らはあなた
がたの任務を示し、あなたがたの任務は家族を愛することに限られず、その限度を超えて同胞を愛し助けるべきであること
を告げたのである。また、これらの人生の試練の後には、地上で蒔いた実を刈り取る霊的生活が待っていることも教えてく
れています。 

6 私は霊を装備し、知恵と力を与えてから人間にした。彼らの体が発達し、能力が完全に発揮されたとき、彼らの霊
は強く、偉大であることが証明された。科学者、牧師、支配者、しかし、彼らは自分の使命を果たし、才能を開花させ、確
固たる信念を持って働いてきた者は少ない。多くは虚勢を張り、あるいは自分の能力を悪用し、民衆の精神を養うこともな
く、指導することも、同胞の痛みを和らげることも理解しない。 

7 ですから、その頃、私の群れが迷い、地上に案内人がいないのを見て、私は良い羊飼いとしてやってきて、私の純
粋で混じりけのない教義をあなた方に授けました。あなた方が平和に暮らし、わが掟を果たし、わが愛の業をもってあなた
方に与えた模範に従うことによって、あなた方の霊的成長の道を昇っていけるように、わが教義の戒めを与えたのである。 

8 人の悪意の餌食となったわが謙虚な使徒たちの従者たちはどこにいるのか。科学が人類に示した恩恵とは何でしょ
うか？- 

賢者と称する者の中には、愛を持たず、愛を教えない者が大勢いる。知恵とは光であり、光とは愛であり、神と人間の法則
を理解することです。 

9 第二の時代、私は人類への愛から人間になった。その身体はわが霊の働きであった。そして、わが奥義に属するこ
の神秘について、科学者たちはどれほど議論してきたことだろう。あなたがたに言うが、神業は人間の科学では裁けない。 

10 イエスを生んだ霊は、あなたがたの神である私自身であり、あなたがたの間に住み、あなたがたに目を向けられる
ために人となった、これが必要であったからだ。人間の苦しみはすべて人間として感じていた。人間の本質を研究してきた
科学者たちが、私のところに来て、彼らが私の教義を何も理解していないことを発見した。偉大な者も小さな者も、高潔な
者も罪深い者も、無実の者も有罪の者も、わが言葉の真髄を受け取り、わが現存をもって彼ら全員を敬ったのだ。しかし、
多くの人が呼ばれたものの、選ばれたのはわずかであり、私のもとにとどまった人はさらに少なかった。 

11 罪人を擁護したのです。姦婦を覚えていないのですか？彼女が群衆から迫害され、非難されながら私のところに連
れて来られたとき、パリサイ人たちがやってきて私に尋ねた、「彼女をどうしましょうか」。- 

司祭たちは、私が「正義を貫きなさい」と言うと思っていた。しかし、「愛を説きながら、この罪人を罰することを許すと
はどういうことか」と答えるだけであった。そして、もし私が「彼女を自由にさせなさい」と言ったとしたら、彼らはこう
答えたでしょう。「あなたが確認したモーセの律法には、『姦淫で捕らえられた女はすべて石打の刑に処する』という規定
があります。 

彼らの意図を知りながら、私は彼らの言葉に答えず、ひれ伏して、（彼らを）非難した者たちの罪を地の塵に書き記し
ました。彼らはまた、あの女をどうするかと私に尋ねた。私は彼らに答えた。"罪のない者が最初の石を投げなさい"。そし
て、彼らは自分の罪を認め、顔を覆って旅立った。誰も純粋ではなく、私が心の底まで見抜いたと感じた彼らは、もはやあ
の女を非難することはなかった。しかし、この女と、同じように結婚を破った者たちは、悔い改めてそれ以上罪を犯さなく
なった。罪人を改心させるのは、厳しさよりも愛によって容易であると、私は言っている。 
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12 私の教えは良心に書かれたもので、その本質はあなたの持っている精神と同じく不滅のものですから、消すことは
できません。 

13 今、私の声を聞いているあなた方は、学び、他の国に住む人々 に教えなさい。この第三の時代のわがメッセージが
彼らに届くまで、第二の時代のわが言葉を思い起こさせるのだ。 

14 そして、あなた方が出会ったとき、互いに誤解することなく、あなた方が証人となり、彼らが、あなた方に言う「
互いに愛し合う」というわが戒めの実現に向けて、わが言葉とわが業を確認することを望む。 

15 私は、あなたを教え、罪から解放するために、私の教えにあなたを「手招き」しているのです。あなたの罪は大き
いが、わたしの赦しはもっと大きい。生きて、経験を積み、この試練と波乱の道でわが法を知り、良心に導かれれば、わが
法にも、世の中の法にも違反することはない。しかし、もし間違いがあれば、それを悔い改め、罪を清めなければならない
。そうすれば、旅の終わりに来ても、苦痛も後悔もなく、安らかな気持ちでいられる。 

16 この「三度目の正直」では、弟子たちに真の人生の教訓を教えるために、師の書が新たに開かれる。あなたの体が
沈黙と回想に身を委ねている間、あなたの霊はわが御言葉にリフレッシュするために立ち上がるのだ。命を与えてくれる唯
一のパンを食べに、私の食卓にやってくるのです。 

17 このような瞬間に（霊的に）立ち上がる方法を知っている人は、私の言葉が伝わってくる身体が消え、神の源から
直接自分の霊にそれを受け取るのです。初めて私の声を聞いた瞬間から、あなたの心に光が射すことに気づくのです。私の
教えを聞いても理解しない者は、まだ暗闇の中を歩いていると言わざるを得ない。彼らの魂の光は、まだ消えていないので
す。 

18 各部族から一万二千人の子供をマークするのがわが意志である。しかし、まことにあなたがたに告げよう、しるさ
れた者だけがわが光を持つのではなく、わが教えに従う者はみな、「光の子」と呼ばれるであろう。 

19 あなた方は私の弟子であると宣言してはならない、慈悲の行いでそれを証明しなさい。多くの者が、自分はわが選
ばれし者に属すると公言している。しかし、私は彼を試すために、彼自身の敵の心の中に私自身を隠して、許す代わりに、
彼は一撃を返した-

私の顔を打った彼の兄弟の頬よりも大きな一撃を。その時、私は彼の良心を通して語りかけた。彼は私の弟子であることを
誇りながら、かすかな悔恨を込めて私に言った。"先生、私を赦してください"。そして、自分が清くなり、わが赦しに値す
ると考え、道を歩み始めたのです。 

その時、私は心と若さが香しいバラのような処女が彼のもとにやってくるのを見た。彼女は彼にこう言った。「私はあ
なたの徳を信頼して、私の人生の誘惑に対する盾となる助言を求めに来ました」。しかし、彼は自分の任務と私の教えを忘
れ、卑しい本能に支配され、不純な意図を持って少女を見ています。その時、私は悪い弟子に、"これが私が教えたことな
のか 

"と言って、自分を知らしめたのです。捕らえられた男は私に答えた、「主よ、あなたには何も隠されることはありません
」。恥ずかしながら、彼はその日の仕事を続けていた。しかし、彼が私の模範に従うと自慢するたびに、私の声が彼に無情
にも問いかける。「あなたは私の使徒か？ 

そして、彼が飢えに苦しむのを許し、すぐに、胸に金がいっぱいあっても、それを楽しむ健康がない金持ちの病人の心に、
ご自分を隠したのである。私の弟子の一人が近所にいることを知った後者は、彼のもとを訪れ、「あなたが私の健康を取り
戻せると知っているので、あなたを探しました」と告げる。私は金持ちだが、その金持ちのおかげで病気の治療法を見つけ
ることができない。" 

その告白を聞いた使徒の心には暗い思いが去来し、病人に言った。"私はあなたの頭に手を置き、私の主の名を唱えな
がら、あなたの健康を回復させます。"ただし、この恵みには惜しみなく報いなければなりません」。金持ちの患者は彼に
答えた。"私の礼服も箪笥も家も、何もかも持っていっていいから、私を治してくれ 

"と。そして、病人は元気になった。彼の信仰と痛みがあまりに大きかったので、主人は彼を憐れんだのである。 

一方、悪い使徒は、「これで私は貧乏人ではなくなりました。私が苦労したのですから、報いを受けるのは当然です。
しかし、見よ、その時、私の容赦ない声が彼の良心に響き渡り、「これが私の教義なのか」とあらためて告げた。イエス様
がこの世におられたとき、その愛の代価を受け取られたことを憶えていますか？- 

触れただけで癒され、叫び声で死者をよみがえらせ、冠をかぶり、すべての宝を所有することができた方です。" 

20 その弟子の心には葛藤が生まれ、師匠に言った。「なぜ、あなたは弟子たちにそんなに不屈なのですか？なぜ、こ
の世で何かを所有させてくださらないのですか" 

しかし、師は優しい声でこう答えた。"あなたは選ばれた瞬間に、真の宝と引き換えに人間の些細なことを放棄すると約束
したからだ "と。 

21 弟子はなおも答える。「道は険しく、一日の仕事は非常に長く、私たちはたくさん働いても地上に収穫をもたらす
ことはない。あなたは私たちに、たとえ相手が私たちを愛していなくても、人をとても愛してほしいと願っています。 

師は、彼がこうして神を冒涜するのを聞くと、彼に言った。"よろしい、子よ、自分の意志に従って歩み、熱心に求め
ているものを獲得しなさい"。そして、その人は、自分をわがしもべと言い、わが使徒と捏造し、良心の声にも耳を貸さず
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、道に出て、そこに大勢の病人を見つけ、彼らを呼び寄せて、自分はすべての悪を癒す癒しの膏薬を所有していると告げ、
しかしまた彼らに、"私は貧乏です、私があなたに与えるものに対してあなたは何を与えることができますか 

"と言っている。 

貧乏人は、自分は何も持っていないが、自分の支払いに必要なものを調達するために、苦しみを乗り越えて働くことを
いとわないと言うのである。- 

この取引は、病人に手を置くと同時に、病人の手から時々 増加する支払いを受けるようになったその人にとって、良いこと
だと思われる。病人に「油を注いだ」のだが、病人は良くならず、それどころか、さらに惨めになってしまった。励まそう
としても、どんどん劣化していく。そして、使徒は人々 が自分に対する信頼を失っているのを見ると、大金を携えて密かに
彼らの前から姿を消し、人々 を恐怖に陥れたのである。 

22 主よ、私はあなたのお役に立てますし、仕事の仕方も心得ております。悲しいときは慰めてあげられるし、疲れた
ときは面倒を見てあげられるしね。 

「と金持ちが尋ねると、使徒は「私は、あなたの臣下があなたに反抗することがあっても、私が彼らに話して服従させ
るだけで十分なほど強力で説得力のある法、教義を所有しています」と答えた。 

23 その金持ちはこの言葉に感動し、その人を信じてこう言った。"あなたの言葉は偉大さを現している。あなたがそ
の言葉通りに果たすなら、私はいつもそれを真実と信じよう 

"と。そこで、金持ちはその男に仕事を与え、自分の宮殿の鍵を贈った。後者はお世辞で主人の心をつかんだが、主人を心
から追い出し、良心の声にも耳を貸さず、すぐにその屋敷の生活に変化を起こした。小人を貶め、自分に媚びる者を崇め、
最高の召使いを屋敷から出させ、主人の富を陰で祝宴に使い果たした。 

しかし、その領主の目が現実に開かれ、全幅の信頼を置いていた彼の偽りを確信する日が来て、彼が大きな力と知恵の言葉
を発するのを聞いて、彼を呼び寄せ「これがお前の広めた教えか」と憤慨した。これがあなたの主張する力の証明なのです
か？"そして、すぐに彼を地下牢に入れ、後で絞首刑に処するようにした。獄中では、師匠の弟子がどうして投獄されるの
か、ましてや死刑になるなんて理解できなかった。この試練が、自分を悔い改めさせ、（正しい）道に戻すための目覚まし
コールだとは思えなかったのだ。そして、自分が騙した金持ちの殿様に、二度と人を説得したり騙したりしないことを約束
して熱烈に訴え、金持ちもそれを納得して彼を解放しました。 

24 その男が自由になった時、新しい道を知りたいと感じ、それを見つけたので、それに身を投じたのである。彼は再
び良心の呵責を無視して、かつてないほどの快楽に身を任せ、その唇は冒涜の口と化した。体が気持ち悪くなり、心は深い
嫌悪に陥った。一歩、また一歩と沈んでいき、ついには奈落の底に突き落とされたのである。 

そこでどれくらいの時間を過ごしたかはわからないが、目が覚めると、「ここはどこだ」と言った。私の遺産はどこに
ある？私が父に語りかけても答えてくれず、私が病気で落ち込んでいても助けに来てくれず、私が慰めや励ましの言葉を求
めても、私の心に入ってきてはくれないのです。では、このような大きな悲しみから私を解放してくれた、主が与えてくれ
た教えと癒しのバームはどこにあるのでしょうか。傷を塞ぎたいのに、さらに血が滲む。心に安らぎを与えたいのに、余計
に心配になる。私は誰なのか？父が私に与えたものは欺瞞なのか？"そして、心細そうに泣いた。 

25 あらゆる階層の人々 が彼のそばを通り過ぎ、無関心に眺め、誰も彼の話に耳を傾けず、誰も彼のことを考えず、立
ち止まり、誰も彼の痛みを感じない。そして、深い闇に包まれたような気がして、もうこの苦しみには耐えられないと思い
、自分の魂が不浄な肉体から離れようとしたとき、彼の知る優しい声が聞こえました。 

その人は、赦しと優しさに満ちた父の優しい声を聞いたとき、もはや自分の後悔の重さに耐えられず、主に向かって言
った。アザミで衣を破ってはいけません。私はここに置いていってください。 

26 息子は涙を流し、その涙の中で父親がいかに正しいかを悟った。父は、息子の不純物を見ず、彼を取り巻く闇を見
ず、彼が身を置く泥沼を見ず。彼はただ、御自分の愛する息子であることを知り、「なぜ、このようなことになったのか」
と尋ねられたのです。そして、御子は彼に答えました：「私は、あなたが私の近くにいないと思い込んでいましたし、私の
良心の声があなたのものだと信じたくなかったからです」。私を治さないでください。今日、私は健康に値しないことを理
解しました。赦さないでください、私はあなたの赦しに値しないのです。この奈落の底で苦しませ、罪を償わせてください
」。 

御父は、御子がついに自分の罪の大きさを悟ったのをご覧になると、もはや苦しむことを許さず、その存在の中で光と
なることを許され、その涙が恥の汚れを洗い流し、そして御父はその屈んだ眉に平和の口づけを押され、弱り、敗れた体を
持ち上げ、無限の愛でご自分のもとに押しつけられたのであります。 

27 その心は、父の優しい愛を感じたとき、永遠に父について行き、永遠に父を愛する覚悟をしたのです。その時、彼
は主が彼の額に置かれた光*が新たに輝くのを見た。神が与えた賜物は、決してその子から取り去ることはない。しかし、
その恵みを妨げるのは、わが律法に対する彼らの違反である。 

その精神は、より大きな光、つまり自分の辛い経験をもって、新たに人生の旅を始めようとしたのです。良心の声が明
瞭に聞き取れた。 

* 教えの中で、144,000人の選ばれし者に属する人々 が随時呼び出されました。主は、その人の額に象徴的に光を当てました。 
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28 日々 、わが教えを受けている者のうち、誰が苦難の道を歩むことを望むだろうか。あなたはすでにこれらの道を歩
んできたこと、あなたの精神はすでに大きな試練を乗り越えてきたこと、そのおかげで今日、あなたは決意を持って私に従
うことができることを自覚してください。 

29 わたしは、あなたの種を増やすためにあなたを送り出し、そのために、あなたの額にわたしの光をつけておいた。
家の扉は開いてあなたを迎え、心は喜びであなたを迎えるでしょう。 

30 病人は回復を願いながら、そこにいることでしょう。 

31 私、神聖なる救い主は、私の忠実な弟子たちを通して、すべての人のもとにやってくるのです。しかし、第二の時
代のようにはいかない。今日、われは、わが使者の心の中に隠れて、彼らの口を通して語り、わが霊感を彼らの心に流し込
むことによって、人のもとにやってくるのだ。こうして、わが弟子たちの愛と慈愛の業を通して、私は病める者、困窮する
者、心身の安らぎを渇望する者のもとへやってくる。 

32 わが使徒に道を塞がず、門を開かない国々 は幸いである。本当にあなたに言おう、その国は救われる。 

33 この闘いの中で、ある者は他の者よりも早く呼ばれ、選ばれる。しかし、すべての者にこの時が訪れ、すべての者
が人間の中で（自分の使命が）果たされることを経験する。ある者は早く仕事を始めて終え、ある者は遅く来る。しかし、
最終的に完全の限界に達したとき、大も小もなく、皆、父の愛において平等であり、父の完全な家族に属することになるの
である。 

34 しかし、ある者は徳を積んで大成し、またある者は立ち止まり、またある者は道を踏み外した。 
* 精神的な創造において 

35 だから、あなたがたは、ある者に多く与えられたと判断してはならないし、ある順序が他の順序より大きいと判断
してはならないのだ。わが完全なる知恵と正義において、わが子一人一人の罪を知り、その必要なものに応じて与えたので
ある。 

36 あなたがたは、自分の運命、自分の過去、自分の償いの重荷について何も知らないから、私はあなたがたにこれら
の説明を与え、献身させる。 

37 もしあなたがたが、わたしが自分自身を知らせるわたしの子供たちを、非常に才能のある者と考え、その才能を望
んだことさえあるなら、わたしはこの点に関して、それはまさに計り知れない恵みであり、ちょうど彼らが父に対して負う
霊的義務でもあり、その責任は際限がないものであると言うのである。 

38 しかし、快楽や栄誉や報酬を求めるな、苦痛を刈り取るだけだからだ。 

39 私の愛であなたを癒したこと、あなたの汚れを清め、あなたの傷を塞いだことを思い出してください。あなたの唇
から恨みを取り去り、あなたの着ていた汚れたボロボロの服を剥ぎ取り、雪のように白い他の服に取り替えたことを忘れな
いでください。一番軽蔑されていたのに、もういないんですね。あなたは相続財産を持たずに来たが、今日、あなたは贈り
物を持っていることを知った。もう痛みに挑むこともなく、亡者になることもなく、罪人に戻ることもなく、怒られても許
せることで自分を無敵と思うこともない。 

40 どんな形であれ、兄弟を赦すと、何度私に約束したことでしょう。あなたは私に果たすべき力を求め、私はそれを
あなたに与えた。しかし、誓いを果たしたことがどれだけ少ないことか。 

41 私は、許しを得ようとした人たちを3つのグループに分けています。第一は、侮辱を受けた時、自分をコントロー
ルする方法を知らず、私の教えを忘れて暗い感情に流され、次々 と打撃を与えて復讐した者達によって形成されるものです
。このグループは、誘惑に負け、情熱の奴隷になっている人たちです。 

42 第二のグループは、怒らせた後、私の例を思い出し、唇を閉じ、衝動を抑えて、後で私にこう言う人々 で構成され
ています。"主よ、私は怒らせましたが、復讐する代わりに、許しました 

"と。しかし、心を見抜く私は、その者の中に、私の正義を彼の兄弟に下して、彼の仇を討つべきという願望を見出したの
です。 

このグループはまだ戦いの真っ最中です。 

43 第三のグループは、最も小さなグループで、イエスを模範とする人々 からなり、彼らが怒られたとき、兄弟に対す
る同情に満ちて父のもとに立ち上がり、わたしにこう言うのです：「主よ、彼らをお赦しください、彼らは自分のすること
を知らないのですから。彼らはわたしを怒らせたが、（実際には）わたしを怒らせたのではなく、彼ら自身を怒らせたので
ある。ですから、私は彼らのためにあなたの慈悲を求めます、そして、彼らに良い報いを与えることを認めてください。こ
れが、乗り越えた集団です。 

44 あなたの良心は、あなたに完全な働きを要求し、期待しますが、あなたが兄弟に真の赦しを行使する方法を知るま
では、あなたを放っておかないでしょう。 

45 彼らは、あなたが私に到達するための舞台でしかないのに、なぜあなたを怒らせる人々 を憎む必要があるのでしょ
う。もしあなたが許すなら、あなたは功徳を積むことになり、あなたが天の御国にいるとき、あなたの霊的上昇を助けてく
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れた人々 を地上で認めることになります。そして、彼らも自分を救う手段を見つけ、主のもとに来るようにと父に願い、あ
なたの執り成しによって、彼らがこの恵みを得ることができるようにするのです。 

46 あなたの隣人の隠された感情を暴こうとしないでください。すべての存在には、私だけが知りうる秘密があります
。しかし、もしあなたが、あなたの兄弟だけのものでありながら、あなたにとって神聖であるべきものを発見した場合、そ
れを公表してはならない、このベールを破ってはならない、むしろそれを厚くするのだ。 

47 私は、人が兄弟の道徳的または精神的な裸を発見するまで、その心に入り込み、それをほくそ笑み、すぐにそれを
公表するのを何度見たことでしょう。このように同胞の秘密を冒涜した者は、人生の過程で誰かに暴露され、嘲笑されても
、誰も驚いてはならないのです。そのとき、彼は自分を測るのは正義の基準だと言ってはならない。なぜなら、それは彼が
自分の兄弟を測るのに使った不義の基準だからだ。 

48 他者を尊重し、慈悲のマントで露出した者を覆い、人の噂話から弱者を守る。 

49 弟子たちよ、私はあなたたちが善を教える書物で勉強することを禁じてはいない。しかし、もしそれが見つからな
かったら、ここにある私の教えは、その単純さと謙遜さの中に、あらゆる書物にまさる知恵を含んでいるのだ。だから、そ
れを心の奥底に刻み込み、理解し、あなたのすべての仕事を導くものとしなさい。 

50 人生の多くの試練の中で、この木の陰で泣きながらやってきた人々 は、私の愛の慰めと強さを知ったのです。 

51 第三の時代、わが言葉を聞く者は幸いである、その者は迷うことがない。肉体の）死の瞬間、その霊は永遠の命に
よみがえり、現世の先に待っている道を安全に歩むことになるのです。 

52 忍耐をもって苦難に耐える者は幸いである。なぜなら、その柔和さの中にこそ、自分の十字架を背負って発展の道
を歩み続ける力があるからである。 

53 へりくだって屈辱を受け止め、自分を害する者を赦すことのできる者は幸いである、わたしはその者をあがなうの
だから。しかし、兄弟の行いを裁く者は災いである。 

54 律法の第一の戒めを果たし、すべての造られたものにまさって私を愛する者は、幸いである。 

55 その正当な理由、不当な理由を私に裁かせる者は幸いである。 

56 私の教えはあなたを新しくし、あなたの霊を強くする。そうすれば、あなたの唇が私の教えを繰り返そうと開くと
き、その唇は神を冒涜したり、罵ったりするために閉じてしまうのだ。 

57 この時代、私は第二の時代にあなたの心に植えた種に、新たに水を与えるために来たのです。 

58 私は、最初の頃から、自分自身を人々 に理解してもらえるような形を模索してきました。だから、わたしは正しい
人と預言者をこの世に送り、その言葉と働きによって、わたしの意志と戒めを伝える使者としたのだ。 

59 第一の時代、わたしはアブラハムがわたしの命令に従ったので、愛の契約を結び、その堅忍と熱意と誠実さに報い
て、その子孫を祝福し、増やした。彼の従順さと信仰を試すために、私は彼に、彼がとても愛していた息子イサクの命を要
求し、大精霊の降伏とともに、彼は彼を犠牲にする覚悟をしました。しかし、私は彼を引き止めた。彼はすでに心の中で服
従を証明しており、これで十分だと思ったからだ。 

60 イサクはヤコブの父であり、彼は霊の完成の道を見ることを与えられた。それは、地上に立ち、無限の中に身を置
き、天使の形をした霊が昇り降りする脚立に象徴される。 

61 この三人の家長は、イスラエルの民の幹となり、そこから12の枝と無限の葉を生やしたが、その実はまだ熟して
いない。 

62 イスラエルの民は、シナイ山の麓で巡礼していた時に律法を受け取った。その指導者であるモーセは、律法の板と
（神の）霊感を受けた。砂漠の横断は、心を清め、霊化し、目に見えない神への信仰を呼び起こすために行われたのである
。 

約束の地に来て、その地を手に入れたとき、彼らは主への信仰を深く心に刻み、簡素ながらも高貴な神への礼拝を実践
し、その中で心を強くしていったのである。しかし見よ、子らの子らは信仰と霊化に忍びず、他の-異教徒の-

部族がイスラエルの民の懐に偶像崇拝と迷信を持ち込むと、霊的にも地上的にも彼らを分断してしまったのです。そこで、
預言者たちが現れて、群衆を戒め、彼らの不忠実と罪のためにわが裁きを告げたが、預言者たちは嘲笑され、ある者は殺さ
れてしまった。 

63 なぜなら、あなた方は霊的には最初の家父長たちの種であり、モーセの「羊」であるが、同時にあなた方は、この
時代に成熟し、人類に生命とスパイスを与える果実の一つであることも告げているのだ。 

64 キリストはその時、血で命の木に水を与え、今日、神の言葉で再び水を与えに来られ、すべての子らの愛と慈しみ
の実が熟すようにされたのである。 

65 今、私はあなた方の心の狂信と偶像崇拝に対抗するために来たのです。わが霊の教えを狂信的に実践する者は、わ
が意志を行わず、わが教えを正しく解釈していないのです。 

66 わが律法の第一の戒めにおいて、わが神性を人間の手によって作られた形象や像で崇拝することを、最初の時代か
ら禁じてきたにもかかわらず、なぜこの時代、人はわが神性を物質化して崇拝するのか？ 
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67 この時、わが言葉は諸刃の剣のように戦って、人間の心からあらゆる誤りを取り除き、無知からわが神性へと自由
に立ち上がり、霊と霊の結合を達成するようにする。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 45 
1 わが霊の光は、あなたがたの上に降り注ぐ。私は平和という宝を与え、謙遜という祝祭の衣を着せるために来たの

だ。人類があなたの衣を引き裂こうとするならば、そうさせなさい。その断片は彼らの裸を覆うのに役立つからです。 

2 この大群の中には、私を見ずとも、私を信じ、愛し、私に従う者がいる。彼らは約束の地において祝福される。 

3 この日、あなたがたは主人の復活を記念する。本当に、あなたがたの多くは、わが言葉の光によって恵みの命に復
活すると、私は言う。 

4 私は人間として生まれ、死んだだけで、神としての始まりもなければ、終わりもないのです。イエスは、御父が人
類に注ぐ純粋な愛から、創造主によってあらかじめ選ばれた貞淑な処女の胎内で人間の形をとってお生まれになったのです
。 

5 イエスの言葉と働きは、イエスがあなたのために敷いた道であり、あなたを天の御国へと導く道であったのです。
キリストはイエスの肉体を通して、この世のあらゆる苦痛と恐怖を感じ、死の苦しみを体験し、霊的存在も待ち受ける闇の
洞窟に霊で入っていこうとされたのです。しかし、十字架上の崇高な苦悩の時のイエスの痛みは、誰にも理解されなかった
と言うことです。天と地の間で孤独を感じ、解き放たれた要素に鞭打ち、弟子たちに見捨てられた瞬間があった。そして、
"わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか "と叫ばれたのです。- 

民衆は彼を彼らの間から追い出し、彼の霊は彼を離れた。 

6 私の力のために、イエスは肉体的な苦痛を受けなかったかもしれない。しかし、私は私の人間性についてあなた方
を欺くために来たのではなかった。私の痛みは未曾有のものであり、私の死は本物であり、私の血は本当に血であった。 

7 師の肉体が墓に横たわっている間、神の霊は、義人と罪人が師を待つ場所を照らし、師の慈悲が彼らを新しい時代
へと導くようにしたのである。子羊の血は、この世の存在だけでなく、霊の谷の存在にも霊的成長の道を開いたからである
。 

その愛の使命がすべて果たされた後、キリストの身体は人間の形をとったのと同じように、神の霊と融合した。 

8 イエスの身体は「地」から出てきたのではないのだから* - 

なぜ、すべての人と同じように貢ぎ物をしなければならなかったのか？ 

"私の王国はこの世のものではない "と言っていたのに。 
* 地球の自然法則に従って作られたもの。 

9 私の教えに耳を傾けることで、あなたの霊は新しい命に目覚め、それは私の言葉である永遠の命のパンを食べたか
らである。あなたがたを裁くために、飢えた狼のようにあなたがたに襲いかかる時が近づいている。あなたがたの信仰と平
安とを迫害者の手にゆだねることは、わが意志ではない。 

10 もしあなたが今日、ランプを灯さなければ、明日にはこの教えと恵みの時を懐かしみ、もう一度わが言葉を聞きた
いと涙することでしょう。多くの人が、「先生、私が不完全だと非難した人たちを通して、もう一度先生の教えの講話を聞
くことができたら、私は何を与えるでしょう」と言うでしょう。 

11 わが教えを真に用いよ--

いま、わたしが選び、用意したわが子たちを通して、あなたがたに伝えているのだから。私は彼らの唇から知恵と愛の言葉
を流れ出させた。彼らは降伏して世から離れ、あなたのために、あなたと結ばれた御父の道具であることを知りながら、苦
しみの杯を飲むのです。 

12 たとえ、今この時、このような質素な集会所に急いで行って私の言葉を聞いたとしても、あなたがいる場所（今現
在）で祈りを上げることができるのです。静かな部屋でも、日々 の糧を得る場所でも、道ばたでも、谷間でも、川のほとり
でも、どこでも私はあなたの願いを聞きます。 

13 あなたの心を清めることを学び、あなたの霊をわたしのもとに引き上げて、（わたしとの）霊的な交わりを受ける
ことができるようにしなさい。あなたは、あなたの存在の最も奥深い部分に私を運んでいることを忘れないでください。1

950年の最後の瞬間が来たとき、あなた方の精神が恐怖で満たされないように、あなた方を私のもとに引き上げなさい。"

先生、あなたは私たちから背を向けました 

"と。本当にあなたがたに言うが、自ら準備する者は、その瞬間から、わが神性と精神と精神とを結びつけることになるの
だ。 

14 もし、あなたがたに与えた多くの教えの一つを用い、その教えがあなたがたの生活のすべての行いを導く律法であ
ったなら、まことに、わたしはもはやあなたがたの中にいる必要はないであろう、あなたがたの今まで聞いたことの中に、
わたしのすべての教えが含まれているのだから。 

15 あなたの霊が永遠の命の宴にいることを感じることができるように、もう一度、わたしの言葉を贈る。私の使徒ヨ
ハネのように、あの世の啓示を思い巡らすとき、リフレッシュしてください。 

16 そのとき、あなたがたの中の不信仰はすべて消え去り、私はあなたがたを人の間で燃え盛る信仰の灯火として残し
ていくのだ。 
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17 私があなたに自己紹介し、私の言葉を伝えるたびに、あなたの霊は私の存在を感じ、私の愛で自分をリフレッシュ
させるので、あなたの痛みは引いていく。 

18 これらの集会所に集まる人々 は私に耳を傾けるだけでなく、大いなる霊の軍団がこの顕現に立ち会い、私の光を受
け取っているのです。この大勢の中には、地上ではあなたの両親、仲間、子供であった人たちがいます。すべての人は進化
の階段を上っている最中なのです。 

19 私がこのように話すのを聞くと、あなたの心は喜びに満たされ、あなたは、父なる神ご自身の栄光が、この瞬間に
開かれて、主のすべての被造物にその恵みを注いでいるのだと感じる。 

20 わが愛の光は、すべてのわが子たちの発展の道を照らしてきたが、創造の起源が彼らの想像とは異なるという事実
を目の当たりにしたとき、一部の科学者たちの考えを混乱させた。しかし、わたしは「山の高さ」から彼らに語りかけ、わ
たしの声の激しさは元素を通して地を震わせ、彼らに真理を示すだろう。 

21 人々 よ、もしあなたが私の神性との交わりを望むなら、私が自分自身を知らしめるための声の主たちを、高次の存
在として見てはならない。そうすれば、わが聖域にいるような気がして、わが教えの霊的な意味を楽しむことができるだろ
う。そうすれば、今が第三の時代であり、その中で私が聖霊として人に姿を現したことを証言する力を持つようになる。 

22 私は今、人類の中から新しい弟子を選び、男性には「自分を新しくしなさい」と言い、女性には「もう罪を犯して
はならない」と言う。皆さんは、私の赦しによって浄化され、新しい人生を歩み始めているのです。 

23 苦いものをたくさん味わったあなたたちよ、私が差し出すこの愛の杯から、ミルクとハチミツを飲みなさい。 

24 この霊的な善を持っていることを喜びなさい。人はパンだけで生きるのではなく、神から出るあらゆる言葉によっ
て生きるのだ」と私が言ったことを思い出してください。 

25 私はあなた方が迷っているのを見つけて、道を示した。"私は道であり、真理であり、命である。 

26 私は誰にも私に従うことを強要していないし、従わないなら誰も脅さない。確かに、贖罪の法則はある--

それは誰もが自ら引き起こすものであり、それによって魂は進化し、浄化と光を獲得することができる。しかし、神からの
罰がないように、永遠の火の地獄は存在しない。過去に寓話で語られたことを誤解してはならない。 

27 今日、あなた方は私に耳を傾け、それぞれが自分の使命を認識する。一方、エリヤは疲れを知らない主の僕として
、14万4千人の新しい弟子を集め、この民の各部族から1万2千人の子供を集め、彼らが三位一体マリアン霊能者として識
別できる印をその額に受けられるようにするのである。 

28 人生の道に疲れ果てたとき、私のもとに来て、このみことばを聞きながら休んでください。 

29 このみことばは、私があなたの口に運ぶパンです。そのスピリチュアルな意味は、魂をあらゆる汚れから浄化して
くれる透明な水です。 

30 あなたは、嵐によってこの道から遠ざかり、肉の情熱の前に弱くなることを恐れているのです。あなたは、人の話
や判断を恐れ、誘惑の多い私から遠ざかる世界を恐れているのです。 

31 あなた方はわが言葉を理解していないので、私が物質的なものをすべて放棄するよう要求していると信じています
が、私はあなた方に、霊に属するものは霊に、物質に属するものは物質に与えるべきだと教えているのです。涙の谷にいる
限り、完成に至ることはないのです。しかし、霊的な谷に到達し、蒔いた実を刈り取るためには、兄弟の間で広める愛と慈
愛の中で、自分自身を装備する必要があります。 

32 私があなたに明かす謎は、ヤコブの梯子を越えたところにある、私自身の霊である。私は完璧だから「はしご」を
しているのではありません。その上には、完成に向かう存在だけがいる。- 

私の教えが、自分の精神に重い重荷のように感じられる人がいるだろうか。その重さを十字架のそれと比較すれば、私が今
、あなたの助け手であることが理解できるでしょう（※）。  

* 付録の注8をご参照ください。 

33 私はどこにでもいるのだから、誰が私から遠ざかることができようか。ある者は、私の現存から身を引いて、私が
託した種をひそかに蒔き、自分のために収穫を得ようとするが、私はあなたに肥沃な畑を与える。自分を追い出そうとする
者は、砂漠の中に入っていかなければならない。- 

白熱した砂の中で、種が発芽したのを見たことがある人はいるだろうか。そこでは、あなたが私と楽しむ宴会にも参加せず
、あなたを喜ばせた鳥のさえずりを孤独の中で聞くこともないでしょう。 

34 十字架を捨てたいと心の中で思った者は、その任務や運命を予見していない。 

35 あなたがたのうち、わたしの前で罪を犯したと告白しながら、わたしを愛する者の中にいる者が、どれほどいるだ
ろうか。私を愛していると言いながら、私に対する信仰すら持っていない者が、何と多いことか。彼らは恩恵を受けると信
じ、試練が訪れると私を否定するのです。 

36 この「第三の時」は、あなたの精神への招待状であり、「第三の時」の神聖な果実を受け取る人々 の中に入る恵み
を持つよう呼びかけているのです。 
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37 人類が堕落の極みにあったとき、わが霊の光が降り注ぎ、-人間に理解しやすい言葉に変えて-

彼を救ったのです。贖罪の道を示し、それを果たす手助けをし、その先に待っている報いを理解させる。 

38 わたしの声を聞くあなたがたに言う、「サンダル」に汚れたほこりをつけていないで、わたしを求めなさい、わた
しはあなたがたの救いである。私は、あなたを難破船から救い出し、罪の荒波から運び出し、約束の地に連れてきた船です
。 

39 なぜ、人生の旅路で痛みに遭遇したのか？なぜ、あなたの足は道の小石で擦れたのですか？なぜ渇きは、疲れた放
浪者のようにあなたを苦しめるのでしょうか？それは、あなたがかつて同じ道を通り、あなたの後に来る人のために道をき
れいにしなかったからです。しかし、もしあなたが渇いている人の渇きを癒したことがないのなら、どうして誰かがあなた
の渇きを癒してくれると期待できるでしょうか？ 

40 愛と平和を求めるあなたの魂の渇きを癒すのは、私一人です。私の言葉は、あなた方の間に注がれた澄んだ水です
。飲むときに楽しみ、兄弟を誘い、本当に私が言うように、いずれ魂の統一と平和を経験することになるでしょう。 

41 第二の時代には、私が人間として来たために、あなたがたの目が私を見たのだとすれば、今日は霊で来る。あなた
の肉眼が私を見なかったとしても、あなたの霊の感性は確実に私を感じています。わたしの声を聞く者のうち、心の鼓動が
早くなって、わたしを感じなかった者がいるだろうか。あなたがたのうち、その光であなたがたの霊に届く、突き刺すよう
なまなざしのようなわがことばに、震えなかった者はいるか。 

42 私はマスターとして話をするのであって、ジャッジとして話をするのではありません。私は裁きの代わりに、あな
たがたの間に慰めと命を広めたいと思うからだ。 

43 私があなたがたの目を開いたのは、わが律法が地上に汚されていることに気づくためであり、違反する者を裁くた
めではない。わが律法を学んで、人がそれを隠していても迷わないようにし、また、暗闇の中を歩く者をどのように導くか
を知ることができるようにしなさい。 

44 あなたは誰かを辱めるために（この世に）来たのではありません。本当は、あなた方に言いたいのです。そうなる
前に、わが業を語らぬ方がよい、さもなくば死が命を絶つ。 

45 人、私が何を用意しているか知らないでしょう。今日まで聞いたことがすべてだと思ってはいけない。私はまだあ
なたに偉大な教えを示し、あなたの中に非常に大きな賜物が展開されるであろう。 

46 私の指示は、あなた方が父と霊と霊を一体化することを成功させるために、あなた方を助けるためにある。心を開
いて、わが言葉の宝を、兄弟に明らかにしなければならない時が来るまで、その中に留めておくことができるように。この
みことばは罪人を変え、病人を癒すものだからです。 

47 私がこの時代に残した痕跡は、血ではなく、光である。弟子たちよ、私のもとに来て、苦しみから立ち直りなさい
。そうすれば、わたしがあなたがたに霊的な財を与えたとき、あなたがたは、わたしのたとえ話の処女のように、灯をとも
して、貞節な配偶者を待ち望み、彼が戸をたたくとき、彼を迎えることができるだろう。 

48 わが言葉を心に留め、それを信じる者は、この世の道において平和と幸福を得、わが国へと続く道において霊的な
上昇を遂げるだろう。 

49 私は愛をこめて、あなたがたに真の生命を与えるために、また、信仰を失っている者が多い人々 の間で同じことを
するように教えるために、わが言葉をあなたがたに与える。あなたが私の名によって行うことはすべて、あなたの兄弟に実
を結ぶのを見ることになる。しかし、あなたがたのやり方で、祝福する代わりに、隣人を冒涜したり、裁いたりするなら、
本当にあなたがたに言いますが、あなたがたは自分自身を責めることになるのです。 

50 もし、あなたが私を傷つけたなら、私に許しを請いなさい。もしあなたの兄弟があなたを傷つけたなら、彼を許し
てあげてください。おそらく彼は自分が何をしたのか分かっていないのです。一方、受け取った教えによって多くの光を得
たにもかかわらず、まだ傷ついているのであれば、自分が無実であるとは言えません。 

もし、あなたがたの気分を害するようなことがあれば、あなたがたは岩よりも硬くなる。私があなたがたを教えるのは、あ
なたがたの兄弟にとって尊い存在となるためである。 

51 死があなたを捕らえ、闇があなたの霊魂の発展への道を覆い隠すことがないように、わが言葉を研究しなさい。私
の命令は、最初の言葉から最後の言葉まで真理を含んだ唯一の書物である。この本は、あなたがたを永遠の命に目覚めさせ
、あなたがたを私の愛の囲いの中で一つにするために、この時代に新たにあなたがたの前に開かれたのである。 

52 この世の悩みから解放するために、霊を呼び出す主の声がここにある。私の子供たちの中には、その声を認識した
者もいれば、この時代の物質主義によって盲目になった心が認識しなかった者もいた。しかし、羊飼いである私は、九十九
匹の羊を私の愛の群れ-それは私の王国である-に入れ、失われた一匹を探すために地上に降りてきたのである。 

53 あなたたちはどれほど長い間、真の命の実の甘さを忘れさせる苦い実で自分を養い、わが言葉を聞いて初めて、真
の霊の養いとは何かを再び体験したことでしょう。 

54 かつて、あなたは自分の罪の痛みに落ち込んで、昇天の道を探し求めても無駄でした。今日、わたしはあなたがた
を結び、あなたがたを増やし、あなたがたの賜物を知らしめたのだ。この恵みのために虚栄心に陥り、罪人を裁こうとした
り、落ちこぼれた者を辱めようとする前に、第二の時代に姦淫の女が私の前に引き出されたとき、私があなた方に与えた教
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えを思い出し、反省しなさい。パリサイ人と公人のたとえと善きサマリア人のたとえを思い出しなさい。その教えの精神的
な意味は永遠である。今日も明日も、そしてこれからもずっと、あなたの人生に適用することができるのです。それは、第
二の時代に、あるときは川のほとりで、またあるときは砂漠や山の上で、私があなたがたに語ったたとえ話であり、人々 が
私を捕らえて非難し、エルサレムで十字架につける前に、私がイエスとしてもたらした神のメッセージなのです。 

55 わが言葉があなたがたの心に生き、そこから慈しみと愛が流れ出し、あなたがたは兄弟への愛から善を行うので、
報酬を期待せずに病人を癒すようになることが、わが意志であったのだ。 

56 心の中で病人に嫌悪感を抱いたり、体がボロ布に包まれていると嫌悪感を抱くようでは、霊能者を名乗ってはいけ
ない。あなたがたは、自分の心が感染するのを恐れて罪人から離れる限り、わが弟子となることはできない。 

57 見よ、ここにわが新しいみことばがあり、過去に与えたみことばと結合させる。さまざまな仲介者の心を通して、
この時代にあなた方にこれを授けたのです。 

58 男も女も覚悟しなさい。あなたがたの中に、わたしがあなたがたにみことばを授ける者がいる。 

59 ここに、おとめたちの門をたたいた夫がいる。おとめたちは彼を待ち望んでいたので、彼を開いて招き入れ、彼ら
の家で宴会が開かれた。 

60 あなた方の中には、愛の食卓に座って、わが言葉のパンを食べ、わが言葉の神髄であるぶどう酒を飲んだ者もいる
。第二の時代にも私と一緒になって、私の話を聞いていた人がどれだけいたことでしょう。また、私の使徒たちが地方で、
キリストへの信仰の種を心に蒔き、病人を癒し、らい病人を清め、苦しんでいる人を慰めることによって、人々 に真理の証
明をもたらすのを見た人もいました。しかし、その時に食事に参加しなかった人たちは、今日食べることになるのです。 

61 私は今、新たに弟子たちを選んでいるところだ。第二の時代、私が慈悲によって選んだ十二使徒の足を洗い、愛の
接吻を押し、あなたがたに理解させたことを思い起こしなさい。もし主がこのようにされたのなら、あなたは兄弟に何をす
べきなのでしょうか？ 

62 そうすれば、あなたが人々 に道を示すという使命を果たそうとするとき、その道筋に柔和な跡を残すことができる
だろうから。一日の仕事を始める前に「足」を洗わない者が、一体どんな清らかな痕跡を残せるというのだろう。 

63 その血は生命の象徴としてすべての子供たちの中にあり、その痕跡は人間の成長の精神的な道を示すために、自ら
進んで犠牲になった子羊がここにいる。 

64 あなた方の中には、私に従う者もいれば、涙を流し、偉大な誓いを立てて、後に私に背を向ける者もいるようだ。
私はまだあなた方の中にいる。今を大切にしなさい。やがて私はあなた方を置き去りにし、この遺産を受けた者たちの成就
を無限から眺めることになる。わが言葉を伝えるために心を清める者は、その純粋さ、慈悲、愛、謙虚さによって強くなる
。しかし、自分を高めて私の仕事を裏切る者は、誘惑の前に弱くなる。 

65 あなたの国は門を開き、そこからさまざまな国から大勢の人々 がやってきました。この時代には、選ばれた12人
ではなく、12部族からそれぞれ1万2000人、つまり14万4000人が私の言葉を人類に伝えると、私はあなたに告げたから
です。ある者は精神の谷に、ある者は物質の谷に。あの世に住んでいて、この教えを知らない者は、私が再び肉体を得て、
地上に集めよう。兄弟への愛のために、犠牲の十字架を背負い、苦汁の杯を飲むのは、この人たちである。 

66 今日、あなた方は私の教えの霊的感覚を通して天の国のパンを食べ、ワインを飲みますが、人類はこの教えを地上
のパンとワインで表し続けています。 

67 私の周りに集まって、互いに守り合い、強くなるようにしなさい。狼はあなたがたを待ち伏せしており、大勢の中
に隠れているパリサイ人は昨日の人たちである。彼らは感覚が混乱しているため、まだ私を認識することができないのです
。彼らは、見せかけの純粋さの陰に自分の罪を隠す偽善者である。 

68 見て祈りなさい。彼らは、私が偽りのキリストであることを、真っ先にあなたに伝えるでしょう。ある者は『第一
紀』の予言を、またある者は『第二紀』の予言を示し、この予言が誤りであることを証明しようとする。このような宣言に
惑わされてはいけないと言われるでしょう。本当にあなたがたに言います。彼らと、わが言葉を鵜呑みにして、その真理に
よって納得させる業を行う力を持たない者たちに気をつけなさい。 

69 あなたがたは良心の前に自らを調べ、病人が快方に向かったかどうか、わたしの話を聞いて平安を感じたかどうか
、善を行い、互いに愛し合う気になったかどうか、自分を新たにしたかどうか、自問するのか。- 

そう、あなたの良心はそう答えているのです。 

70 昔のことを思い出し、追体験する。ここには、永遠の命を与える食べ物が置かれた食卓がある。もう一度言うが、
私の体と血は今日、私自身の言葉によって表されているのだ。このパンの一粒があれば、霊魂に永遠の命を与えることがで
きるのです。このパンを味わう病人は健康を得、このワインを高揚した気持ちで飲み、わが教義を敬う者は、永遠の平和を
得るであろう。 

71 人間の死の崇高な時にわが言葉を思い出す者は、その霊において、彼（わが言葉）の中にある賜物と恩寵を受け、
その出口のところでわが聖霊の光を見ることができるようになる。 

72 父の秘めたる思いは、貧しい者、へりくだった者のために明らかにされたのです。このぶどう酒を飲む者は、自分
の霊が強くなるのを感じるだろう。死を恐れて唇を閉じて飲まない者は、死が彼の中にあり、わが愛だけが彼をよみがえら
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せることができるだろう。しかし、その時、もしわが意志ならば、私は彼のところに来て言うだろう、「なぜ、あなたは私
のぶどう酒を飲まなかったのですか。起きよ、わたしは人の口を通して語った者であり、同じ（者）であって、今日、あな
たがたを恵みの生活へと引き上げてくれる。私以外に誰が死者を生き返らせる権限を持っているのか。" 

73 私の教えを伝えるとき、私は出席者一人一人の心を思い浮かべます。ある者は、愛と慰めへの飢えを満たすまで、
わが言葉を糧としてきたその心を私に委ねる。また、この働きを信じないために、この働きを破壊する方法を考える者もい
る。彼らは、わが言葉を聞くためにこれらの集会所に押し寄せる、熱心な心を持った大群衆に悩まされているのだ。 

74 このパンを食べなさい、その中に永遠の命がある。ワインを飲みなさい、その霊的な内容は、わが言葉が持つ神聖
な味わいである。 

75 私があなたがたのためにしたわざを忘れてはならない。あなたがたも兄弟のためにするように。わたしがあなたが
たを愛したように、あなたがたも隣人を愛しなさい。困っている人をあなたのテーブルに座らせ、その中で一番良い席を提
供する。 

76 私の言葉のひとつひとつに、あなた方がその研究に没頭できるよう、豊かな啓示があるのです。あなたたちは狼の
中の羊のように取り残されるが、わたしはあなたたちを慰める。そして、皆さんのミッションが始まり、ある人は家庭に、
ある人は地方に、さらにある人は他の国に行くことになります。あなた方は私の畑で良い働き手となり、たゆまず私の平和
と愛の種を蒔き続けることでしょう。しかし、旅に必要な食料を二重の袋で運ぶ必要はないだろう。あなたは天候の厳しさ
も、元素の厳しさも恐れてはならない。私の存在は、すべての被造物の中にある。 

* ここでいう「言葉」とは、個々 の言葉を意味するのではなく、人間の言葉によって神の思想を説いたものの縮図である。 

77 私は、あなたと信仰を共にする人々 が住む家へ、あなたを案内します。彼らは喜びをもってあなたを迎え入れ、そ
こであなたは祈りのために集まる人々 を呼び集め、私のメッセージを伝えることになるのです。この「最後の者」が「最初
の者」となり、新しい使徒として出発し、あなたが教えたとおりに種を蒔くのです。 

78 私の畑は非常に広く、種をまく者はまだまばらである。しかし、私がまだこの形であなた方に私の指示を与える間
に、14万4千人を引き寄せることが、私の意志である。私がこの時代に人類に自分を知らせるのは、その仲介をする者たち
であり、私に証しをする者は皆、私も証しをする。 

79 見よ、あなたがたはみな小羊を食べたが、わたしはあなたがたの中に、わたしを裏切る者を見る。この瞬間でも、
この夜でもなく、世の中の誘惑に負けて、兄弟の賞品として輝く硬貨を受け取るときだ。それが誰であるかは誰も知らない
ので、あなた方は心の中で、"先生、それは誰ですか？"と尋ねるのです。- 

私はただ、"誘惑に陥らないように見守り、祈りなさい "と言うだけです。 

80 また、この時代にわたしを否定する者がいる、それもすぐにそうなる、まさにこの夜、だれかが自分のいた場所と
所属していた人を否定する。- 世を恐れて私を否定する者があってはならない、その苦しみは大変なものである。 

81 イエスは、犠牲の旅が近づいたので、一度、オリーブの園に入って祈られた。今日、私はあなたに言います。その
例を思い出して祈り、主にあって力を得ることができるようにしましょう。まことにあなたがたに告げます。あの夜、わた
しが飲んだ杯は非常に苦かったのですが、今日、この人類がわたしに再び手渡そうとしている杯も、なんと苦いことでしょ
う。そこには、人の涙、血、痛みがすべて詰まっている。 

82 だから、愛する弟子たちよ、大いなる訪れに備えるために、祈ることを教える。しかし、決してすべての人の罪が
一人の上にのしかかることはないのです。ただキリストだけが、アダムから最後の一人に至るまで、全人類の罪をその肩に
負ったのである。 

83 これらの顕現を内心であざ笑う者は、わが顔に唾を吐いた者であり、今私を裁く者は、その第二の時代に私を叱っ
た者である。この人間の罪と闇は、私がすべての苦悩を受ける地下牢である。 

84 覚悟しなさい。大勢の不信心者と混乱した霊の軍団が、あなたがたを追ってくるからです。しかし、その時、わた
しは彼らに言う。「わたしの弟子たちから離れなさい。彼らは罪がない。 

85 見て祈りなさい、平和に生きなさい、あなたの霊には私の力がある、あなたは永遠の命のパンを食べているのだか
ら。 

86 十字架上の最後の瞬間、すなわち、わが現存が私を待ち望む霊魂を照らした世界の闇の時間において、神聖なる師
であるキリストを思い出す時が来た。 

87 新しいゴルゴダで、人類はこの第三の時代に私を高めた。そして、私の十字架から、人間よ、私はあなたがたを観
想している。わが霊の光は人類の上に降り注ぐ、わが血が一滴一滴人類の上に注がれたあの時のように。私の神聖な苦しみ
は、人の恩義と罪を前にして裂ける傷のようなものです。しかし、今日、そこから恵みの水が湧き出し、目の見えない人が
見え、悪人が贖われるのです。木に傷をつければ、そこから生命の樹液が湧き出る。私は、あなたが破壊しようとするとき
、あなたに命を与える真の命の木である。 
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88 この時、誰が私の十字架を運ぶのを助けてくれるのだろう。- 

お前たち、弟子たちよまた、自分の罪のために泣き、悔い改めて自分を新たにする者は、わが足を涙で濡らし、髪で乾かし
たあの罪人のように、人類の記憶に残るであろう。 

89 主の痛み、愛への渇きを心に感じる者は幸いである。私はその者たちに、あの世で私の栄光を見させる。 

90 地上では人が用意した死がイエスを愛する母の腕から引き離しましたが、今日、永遠において母と子は神聖な愛で
結ばれています。キリストが神の言葉であるならば、マリアは神の母性的な優しさであり、無限から、あなたが私のために
新たに用意した十字架の近くで、愛情を込めてマントを広げてあなたを覆い、赦しに満ちた母の視線をあなたに向けている
ことをあなたは知らなければならないからです。 

91 この顕現を忘れず、1950年が終わったら、この教えを思い出して集まってください。そのとき、あなたの目は悲
しみと同時に喜びの涙であふれるでしょう。悲しみは、あなたが私の言葉を聞いたときのことを思い出すからであり、喜び
は、あなたがついに霊から霊へとつながるときを迎えたからです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 46 
1 永遠の命の食事を楽しむために、霊の宴に招かれた愛の呼びかけを聞いて駆け寄ったあなた方は幸いです。私は、

イエスを通してあなたの霊と交わした約束の実現として、これらをあなたにもたらしました。 

2 わたしは、あなたがたが成長の道で疲れているのを見ると、近づいて力を与え、「約束の地に着くことを望みなが
ら、人生の道の終わりまで一歩一歩進みなさい」と言う。そこでは、あなたの精神が切望している祝福された真の平和とい
う、あなたの信仰と忍耐の報酬を見つけることができるでしょう。 

3 私がイスラエルと呼んだわがよろこびの民、光の子、聖霊の弟子たちよ、あなたの体がぼろ布をまとっていても、
足が裸であっても、気にしないでください-

あなたの霊的尊厳は物質に基づくものではありません。自分の魂が罪から清いかどうかを知るために、良心の光に照らされ
て自分の生活の働きを調べなさい。 

4 兄弟から疑われたり、馬鹿にされたりすることに苦痛を感じるなら、それを肯定してあげなさい。その時、あなた
はピラトに私を十字架につけるよう叫んでいなかったかどうか、あなたは知っていますか。わが使徒たちを迫害し、苦しみ
の杯を飲ませた者の中に、あなたがいなかったかどうか、わかりますか。 

5 あなたがたはこの質問に黙ってしまったが、わたしはあなたがたに言う、「怒ったときは許しなさい。この時、あ
なたの進化した精神は平静を取り戻し、あなたのすべての仕事、言葉、思考を導くでしょう。あなたがたの精神年齢はもは
や子供のそれではなく、私の指導によって幼な子でなくなり、弟子となったのです。 

あなたがたの仕事は、わが教義の中で、それを変更したり冒涜したりすることなく、行いなさい。たとえ一人の兄弟に汚れ
や欠点が見えたとしても、誰も会社から追い出してはいけない。私の教えに不完全な考えを加えたり、自分の賜物を悪く使
う人がいても、それは雑種だと言ってはいけません。- 愛情をもって正し、慈悲をもって導いてください。 

ただ、彼が邪悪な心で身を固め、あなたを見誤る場合のみ、彼から離れ、彼のために祈り、そのことは私に委ねなさい
。 

6 私の光で、恵みの命に死んだ人々 に復活をもたらし、あなたの祈りが彼らを救い、あなたの行いが兄弟たちの敬虔
な模範となるように、私はあなたを準備しているのだ。私の子供たちよ、あなたが父の臨在の中にいるとき、父に何を捧げ
るかを考えてみてください。 

7 語りかけるのは、真理の霊です。あなたは、この木はその実によって、この泉はその清らかな水によって認識した
。しかし、あなたが私に対して感じているこの大きな愛を、あらゆる利己主義から、隣人とのあらゆる争いから、純粋に、
父にふさわしいものにすることが必要である。 

8 創造主があなたの中に偉大な贈り物を置いていると感じても、謙虚でいてください。私が誰かに王冠を与えて王様
にしたのではないことを忘れないでください。 

9 集まってわが言葉を聞く大勢の人々 ：わが霊の存在があなた方とともにありながら、もはやこの言葉を聞いて孤独
を感じることのない日が近づいている。その時、新しい時代が始まり、私はあなた方の心身を清め、この民の神への礼拝と
関連した習慣を清め、その後、彼らが他の地方や他の国に行き、わが言葉の良い知らせを伝え、わが教義の愛の教えを彼ら
の作品によって証しするようにするのである。 

10 私は、1950年以降、この民を構成する大勢が、すでに霊と霊の結合を実現しようとしていることを予言した。そ
の時、私はもはや人間の心を通してわが言葉を与えることはないだろうから。それでは、あなたがたは、わが戒めとわが教
義とをどうするのか。あなたが、まだあなたの輪に入っていない人たちに提供する精神化、従順、信仰の手本は何でしょう
？あなたが次の世代に残す手本や種は何でしょうか？ 

11 その時はすでに近く、（神との）霊的な結合の始まりであり、偶像崇拝と宗教的狂信の支配の終わりであることを
悟ることだ。 

12 この証しを求めて、遠く離れた国から人々 がこの国にやってくる。あなたは、私があなたに与えた教えから形成さ
れた「真の生命の書」を、あなたの作品と感情があなたが提示する本の一部を形成しなければならないことを忘れることな
く、心の愛を込めて彼らを受け取り、彼らに見せるのです。 

13 残された年月を、わが御言葉を聞くことによって、あなたがたを教え、霊的な喜びを得るために使いなさい。この
宣言の初めに使徒エリヤがあなたがたにもたらした最初の言葉から、私があなたがたに与える最後の言葉まで、あなたがた
は（不従順のために）贖罪と苦痛とを支払うことにならないように。 

14 この "畑 "を汚すことのないように、私はこの "仕事場 

"をきれいにして、事務所をもらっている人たちをすべて訪ねます。私はこの浄化を、精神的なものだけでなく、あなたの
人生のすべての領域に広げます。わが律法を汚した者は、その汚したものを洗い清めることを見届けよ。 

15 人々 よ、あなたの精神、あなたの表情、あなたの笑顔を通して、私の平和が現れることを望んでいる。苦悩に満ち
た顔には、恨みも平和も映らない。あなた方は、苦しみの中に生まれ、それを克服する課題を持つ人々 です。犠牲と愛をも
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って自分の十字架を背負い、首を曲げ、体の弱さを克服する人々 です。私の神聖な御言葉が、どんな時でもあなたの傷を癒
すことを悟り、忍耐をもってあなたの杯を空にしてください。 

16 この言葉は、いつ全人類に届くのでしょうか。これらの「ナイチンゲール」*の鳴き声は遠くまで届かず、私の教
えの甘い音は、偉大な人々 の豪華な家屋や強者たちの住居に届くことはありませんでした。人の血に染まった戦場にも、新
たなバベルの塔の建設に追われる霊にも、新たなソドムに住まう霊にも届いていない。しかし、わが顕現の最後の年にあな
たの唇を通過する言葉は、明日、あなたのすべての兄弟たちに届くメッセージとなるであろう。 

* 声の担い手を通して、神の言葉を詩的に表現したもの。 

17 ただ寡婦や孤児の嘆き、戦争の噂、まだ経験したことのない大きな苦難や悲劇の知らせがあなたの耳に届いている
だけです。 

18 あなたがたは、わたしを通して、自分たちがイスラエルの民の子どもであることを知った。そして、過去の時代、
この民が自らを「神の民」と呼び、選ばれた者、天の父のすべての恵みが注がれた者であることを、歴史を通して知ったの
だ。今日、私がこの時代に新たに地上に送ったその民族は、他の民族よりも愛されたことはなく、私から多くの恵みを受け
たとき、それは他の民族と共有することを意図したものであり、その結果、すべての隣人にとって光、道、開いた本、救い
となることができたことを皆さんに知っていただきたいと思うのです。 

19 この人たちは、過去の時代にその使命を果たしたのでしょうか？現在、この愛と兄弟愛の法則を満たしているか？
- 

この民の古い歴史を知っていれば、彼らの信仰のなさ、不従順のために、大きな苦難、捕囚、飢饉、疫病、屈辱が彼らの上
にあったことも知らないはずはない。後世のために本を書いたのは、愛でも、わが律法への服従でも、その民の霊化でもな
い。その民の書は、兄弟の血、預言者の血、義人の血で書かれ、悪意、不従順、不統一で汚され、神の子の血で封印されて
いるのである。 

20 この民は、恥ずべき汚れを洗い流し、清め、すべての罪を帳消しにして、代わりに善い行い、主にふさわしい行い
をする必要があるのです。 

21 お前たち弟子よ、今この時、背信と冒涜に満ちた新しい書物を書くな、後でこの書物からお前の汚れを取り除くの
に十分な涙がないだろう。新しい歴史を書きましょう。ただし、道徳の刷新、和解、兄弟愛、服従、精神化からなるものに
しましょう。この時のあなたの（神との）契約は、あなたの良心によって書かれます。 

22 私があなた方に教えを与え続け、あなた方が私の旅立ちに備える役割を果たす数年間に、あなた方は私が求める任
務を遂行することになる。この後、私は人に偽りを知られたくないし、あなたの現在の不完全さも知られたくないことを知
っていてください。そのときが来れば、人は、私が黄金の羽根に託した聖書を通して、わが言葉を知ることになる。私の仕
事を研究するとき、訪問に心を痛めたとき、あるいは慰めを求めるとき、この本を読み進めることになるのです。 

* この比喩は、神の教えを書き留め、収集する人のことを指している。 

23 わが霊の光はあなたの心に注がれ、あなたの歩みに従う人々 をどのように導くかを知ることができるようになる。 

24 今日、私はあなた方と暮らし、人類がどのように救済されるかを私の模範で示したあの時のように、あなた方に私
の指示を与えるのです。 

25 人類はその教訓に満足せず、今この時も、もう一度無実の血を流すことを要求していますが、神の師は霊で来てお
り、その愛のデモンストレーションは同じ形で繰り返されることはありません。今日、私は人の心を通してあなた方に語り
かけ、私の光の無数の光線を送り、それによってあなた方に私の知恵を与え、あなた方が救いを見出し、あなた方の精神が
兄弟への愛の道を歩むことができるようにするのだ。 

26 私は、多くの人々 の心の中に、愛と謙遜という私の教えが何も残っていないことを見ました。ある者は他の者に反
抗し、強者は弱者を貶め、私が統治する者に平和と調和を鼓舞する任務を委ねたわが霊の使者たちは、耳を傾けられず、従
われなかったために、霊魂に悲しみを覚えて私のもとに帰ってきたのだ。そして、この痛みが彼らを啓発し、彼らの（精神
的）進化の道に戻るように、人類にその杯を空にすることを許したのです。 

27 この試練の時、あなたにはエリヤがいて、祈りと悪に対抗する良い行いを植えつけてくれる。あなた方には天の庇
護者がいて、彼女の助言と警告に耳を貸さないこの人類を、これまで以上に注意深く見守っています。そして、あなた方に
は、私の愛において不変の父である私がおり、私が約束した報酬を得るために、あなた方が自らを更新し、精神を発展させ
るための別の機会を与えてくださる。 

28 あなたの国の外で、あなたの兄弟たちが容赦なく傷つけ合い、殺し合い、平和を破壊し、弱い国々 を滅ぼし、彼ら
の行く手に恐怖と悲惨と悲しみをまき散らすとき、私が準備し、長い間これらの出来事を予告してきたあなたは、見ていて
祈りなさい。平和を願い、兄弟に愛と慈しみを与えよ。私の教えを実行に移しなさい。そうすれば、悪に対抗することがで
きるのです。 



U 46 

92 

29 私は、この人類を構成する大集団の中からあなた方を選び、わが教義、わが意志をあなた方に知らせ、（わが戒律
を）果たす道において自らを完成するよう、あらゆる霊を招いたのだ。しかし、あなた方は、私の言葉がすべて実現するの
を目撃しているので、より責任があります。 

30 自然のエレメントと力が解き放たれ、地上の人間によって汚され、汚されたものすべてが浄化され、回復されるで
しょう。 

31 この時期の子供たちは、身近に目撃する混乱に揺さぶられ、その無垢な心は私に立ち上がり、統治する者に光を、
その判断に正しい導きを求めているのです。彼らはまた、より強い他者のくびきの下で苦しんでいる民のために、私にとり
なして、彼らを再び自由にすることを求めるのです。彼らの中には愛と正義の美徳が息づいており、その嘆きの叫びは人々
の間に平和と親善を呼びかけるものです。私は彼らの祈りを受け、戦いに明け暮れる国々 の必要を満たすために、それをバ
ームとするのです。 

32 お前たち童心よ、降伏、服従、好感の道から外れてはならない。感染してはならない、悪の影響から逃れよ。私を
信じ、私の光であなたを導き、あなたの発展の道を照らしてください。 

33 大人である君たちも、子どもだと思って、作品を評価する。私の教えの光を受け、あなたの悲しみを私に委ねてく
ださい。痛みに強く、自分の運命に身を委ねよう。あなたの祈りの中で、あなたの苦しんでいる兄弟たちを私の心に置いて
ください、私はあなたの執り成しを受け入れます。あなたにも、すべてのわが子たちにも、私は等しく愛を注ぐ。私はあな
たの祈りを受け、あなたを通してすべてのわが子を祝福する。私を愛し、このみことばを信じる者も、私を疑い、今もなお
私を否定する者も。岩のように無感覚だったあなたの心に、私は触れ、そこから人を愛し、許すという水が湧き出してきて
いる。これは、私がいつもあなたにお願いしていることです。それは、始まりも終わりもない永遠の律法であり、人類が今
まで行使してこなかった愛の律法、慈悲の律法である。 

34 今日、あなたは苦しみを消し去る御言葉、激しい嵐に打ちのめされた心を撫でる御言葉を求めて、私に近づきます
。冬が多くの人の心に入り込み、ある者は寒さに震え、ある者は死んでいくのを見たので、私は愛すべきヒバリがその子に
するように、あなた方に温もりを与えます。私の存在は、試練の中であなたに力を与えてくれます。あなたの信仰を絶やし
たくはないのです。 

35 あなたが兄弟の模範となり、その働きによってわが言葉を証ししようとするならば、信仰だけがこの苦しみの時に
あなたを支えてくれるでしょう。強くなり、覚悟を決め、用心深く生き、それが私の教えが教える行動となり、あなた方が
信じられるようになるのです。私の教えによって、あなた方が強くなり、悟りを開いて、失われた時間を取り戻せるように
したいのです。 

36 もしあなたが私を愛するなら、あなたの心は変わるでしょう。生命に満ち、自分の霊的上昇のために戦う熱意に満
ち溢れた気持ちになるでしょう。あなた方は私の真の弟子となり、人生の逆境に見舞われても、私に背を向けることなく、
贖罪のために試練を責めることもないだろう。魂はこのような試練の中で浄化され、完成されることを知っているので、あ
なたは（自分の使命の）遂行に同意するでしょう。 

37 この期間を過ぎると、このような形で私の指導を受けることはできなくなりますから、この期間を利用してくださ
い。でも、「この数だけ心臓を預けなさい」と言うので、それまで待ってください。愛するとか許すとかいう境界線ではな
く、仕事における境界線です。なぜなら、たとえあなたが私にささやかな収穫物を提供したとしても、それが愛をもって手
入れされたものであれば、私にとっては十分であり、私はあなたを受け入れ、あなたの仕事を祝福するからである。 

あなたは自分の歩みが善の道から外れないように、そして私があなたに与えた光が灯台のようにすべての霊の道を照ら
すように、気をつけなさい。あらゆる迷いを払拭し、自分の行動に安心感を与えてくれるでしょう。しかし、（正しい）道
から離れると、必ず使命の遂行に戻るように促されます。 

38 私の子供たちの他の人たちに、私は言います：せっかちになってはいけません、まずその責任を理解せずに私に役
職を求めないでください。急いで行ってはいけない。すぐに疲れてしまい、疲れて眠ってしまい、別の時に（また）目が覚
めてしまうからだ。人生の旅路は長く、道はでこぼこです。物質の誘因を克服し、精神を高めることができれば、より高い
次元で生活することができ、そこから最も明瞭にあなたを待っている霊的生活を眺めることができるのです。 

39 私の愛を理解してください。私は、自分のためにすべてを望む金持ちの守銭奴とは違うことを思い出してください
。私のものはすべてあなたのものである。なぜなら、あなたは私のとても愛する子供たちだからである。 

40 あなた方は、私の顕現を受け取るために、この時代に選ばれた世代なのです。私はあなた方に恵みと祝福を注いだ
。過去の罪を償うためにあなた方が地上に戻ることを望まないからだ。任務を果たした後は、私の王国の平和を享受してほ
しい。 

41 あなたがたは、地上は苦痛と苦悩の場であると言うが、私は、あなたがたの満たされなさのために、地上を不幸と
争いの世界にしてしまったと言うのである。私はあなたに服従と従順を教え、常に良いことをするように助言してきました
。平和を刈り取るために平和を蒔き、新しい世代のために道を整え、あなたの種を彼らに与えて、それが彼らの間で花開き
実を結ぶのを見るようにと、私はあなたに告げたのです。 
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42 私はあなたに、私に近づくための贈り物を与えている。私は、あなた方が自分の世界を超えて、第三の時代におけ
る私の教えの証人となることを許したのです。あなた方に与えられた私の慈悲を誰も簒奪できないように、これらの霊的な
賜物の発現を妨げることはできないでしょう。私が与えた恩恵がいかに偉大であるかを理解させるのは、聖霊のみである。
自らを清め、働きなさい。そうすれば、やがてわたしと共にあり、わたしの戒めを理解し、それに従ったという満足感を得
ることができるだろう。 

43 今日、償いの時に、あなたが信仰のために「殺した」者に平和を取り戻し、あなたの言葉で傷つけた者を癒し、あ
なたの負債を払い、あなたの愛の恩恵をあなたの兄弟に流し、あなたは私の律法を成就するのである。 

44 人間は-わが法則の成就から背を向けたとき-

さまざまな思想、理論、宗教、教義を生み出し、人類を分裂、混乱させ、精神を物質に縛り付けて自由に上昇するのを妨げ
ています。しかし、わが聖霊の光はすべての人を啓発し、真の人生の道を示す。その道にはただ一つの指針がある。それは
良心である。 

45 大きな伝染病が発生し、科学者が愛と内なる同情の欠如のために、苦しみを癒すことができないとき、「労働者」
である弟子たちが現れ、愛を持って兄弟を癒し、慰めるという任務を遂行するのです。そして、霊界は彼らと一体となって
、痛みに屈した人類にその恩恵を授けてくれるのです。見て、祈りなさい。今、私が心の手段であなた方にわが指示を与え
るとしても、明日は、自分自身を装備する者だけがわが霊感を受け、霊から霊へと私と交わることができるのだ。 

46 金の羽』は、来るべき世代のためにわが指示を書き記す。わが言葉は失われることがなく、それは宝のようなもの
で、あなたは時代を超えて保存することができる。しかし、わが言葉の底に神聖な意味を見出す者は、最大の忍耐と堅固さ
をもってわが模範に従う者であることを、私はあなたに告げます。この御言葉を信じる者は、誤った理論や美しい響きの言
葉に惑わされることなく、自分の道を照らすために燃える松明を持ち歩く者のようなものである。その時、彼は真実を見つ
ける方法の秘密を発見し、私があなたに対して持っている計り知れない愛を理解し、私がすべての私の子供たちと共にいる
ことを感じ、「その日の仕事」を続ける勇気を彼らに植え付けるだろうからです。 

47 あなたは嵐と大嵐に耐えて、あなたの「衣」がぼろぼろになっても、祈りに立ち上がり、あなたの願いは、私の慈
悲があなたのランプを消さないようにすることであり、あなたは主人があなたを助けに来る準備ができていることを知った
のである。 

48 その道は悲しく、この世では種の実を刈り取ることはできない。しかし、まことにあなたに告げよう。この試練と
裁きの時代には、少しの心の安らぎと食卓の乾パンは、美しい服や豪華な食事よりも、さらには地の領主の玉座よりも価値
があるのである。その心に入り込む私は、その心は墓のようであり、その唇には苦みがあるとあなたに告げます。 

49 この謙遜の道には、精神にとって大きな価値のある喜びと満足と宝物があります。その価値を知る者は幸いである
。 

50 あなた方の中には、この世の快楽に嫌気がさしてここに来た人たちがいるが、彼らはもうここには戻らないだろう
。しかし、それでもなお、偽りの快楽に惹かれる者がいる。しかし、悪友が彼らを悪の道に誘い、その時、病人が彼らに向
かい「バーム」の一滴を求めると、霊と物質が内心で葛藤し、兄弟への愛と憐れみの感情が勝利し、誘惑した者から離れ、
窮地に立った者がその「働き人」の救命ボートとなった陣地に入り込むのです。病人が癒されるのを見たとき、この心が味
わった喜びと平安は、どれほど大きなものだったでしょうか。主よ、試練に打ち勝つ力を与えてくださってありがとうござ
います。 

51 あなたの仲介で健康になった者があなたを祝福する様子を見よ。あなたの助けで寝床を離れた者にどれほどの喜び
があるのかを見よ。道に迷い、善の道に連れ戻した人々 の感謝の言葉を聞いてください。課題を達成することで、あなた方
の心はどれだけリフレッシュされたことでしょう。しかし、これらの喜びを理解しない者は災いである。 

52 人の仲介で与えるこの言葉は、人間の理論ではありません。この発現の核となるのは、神の啓示である。 

53 わが霊は、永遠の命を明らかにするために、あなた方の無知の敷居を越えなければならない。あなた方が受肉して
いる限り、あらゆるインスピレーションと高揚感をもってしても、あなた方のものでありながら、わが神秘としてあなた方
を待ち受けているものを把握することはできないからである。 

54 これは第三の黙示録、第三の聖書であり、したがってあなた方は三位一体である。今回、額に霊符を受けた者は皆
、前の二つの時代に私と一緒にいたことがある。 

55 私はあなた方を人類の大きな戦いに送り出しました。だから、あなたはよく人生の戦いでぼろぼろになった「服」
（※）を私に見せてくれるのです。しかし、あなたが私の名によって病気の兄弟の痛みを癒すように、あなたの愛する主
人があなたの苦しみと傷を癒すことを、あなたはよく知っている。 
* 

これは、キリストの教えを拒否し、反対したために、人の悪意と恩義によって傷つき、失望し、悲嘆にくれ、落ち込んでいる魂、「霊の衣」
の比喩的表現である。 
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56 あなたが目を覚まして過ごした夜、苦しむ者に与えた慰めと愛撫、この世で苦しむ者のために流した涙を祝福し、
あなたが貢献したすべてのものを、わたしは受け取ります。あなたがたが隣人にすることは、あなたがたの父とあなたがた
自身のためにすることであることを忘れてはならない。私の畑では、一粒の種も失われない。 

57 私があなたがたの耳にもたらすみことばと、私があなたがたに教えることがすべて完全であるとすれば、それは、
あなたがたの霊が、私から出たものである以上、完全であるからである。良心に啓発され、善行を認め、不完全なものを受
け入れない様子をご覧ください。 

58 あなた方の中で、彼が現世に存在しなかったと証明できる人はいますか？もう一回転生して生きると絶対に確信し
ている人の中で、父との勘定が済んでいて、「持っている」側にまだ功徳があると証明できるのは誰でしょう。 

59 彼がどの程度の完成度なのか、誰も知らない。だから、最後まで戦い、愛し、耐え抜く。 

60 ある者は肉体での「その日の仕事」がまだ長く続き、ある者はすぐに精神でそれを続けなければならなくなるので
す。地上にいるときから、精神に働きかけることはとても美しいことです。しかし、この世で自分の仕事を全うしたからと
いって、完璧という目標に到達したとは思わないでください。精神的な完成の梯子は非常に高く、その頂上に到達するため
には、7つの段階を通過しなければならないのです。 

61 訪問先で強くなれるように祈る。今年もまた、科学の苦い果実と人間の権力欲が、大勢の人々 を毒し、殺すだろう
からだ。 

62 汚れたものはすべて清められ、雑草はすべて根こそぎ引き抜かれる。そして、今まで涙の谷だったこの "谷 

"は、血の谷となり、地上に滾々 と流れ出るだろう。 

63 私は人間に自由意志を与えたが、もし彼がその妄想の限りを尽くして私を非難するならば、私は彼に意志と理解力
も与えたと言うだろう。同時に私は、つまずきや迷いのない道であるわが律法を彼に示し、魂の道を照らし、永遠の命へと
導く内なる烽火である良心の光を彼のうちに灯した。 

64 なぜ、罪が存在し、悪が蔓延し、戦争が起こるのか...。なぜなら、人間は良心の声に耳を傾けず、自由意志を悪用
するからだ。 

65 人は自分の道の終わりに来て、同じ道を戻り、自分が蒔いたすべての実を刈り取るのです。自分の罪を認めない者
は、その誤りを正すために何もできないからです。 

66 新しい世界は準備中であり、新しい世代はすぐにやってくる。しかし、飢えた狼が羊を獲物としないように、まず
狼を排除しなければならない。 

67 あなた方は平和の兵士として送り出されたのです。戦いに屈せず、宗派や教団の代表者に感化されるな。謙虚な姿
勢で、あなたは彼らに劣らないのです。 

68 完成の道、この無限の梯子の上には、常に前に行く者と後に行く者がいる。なぜなら、わが神性の領域には階級は
なく、ただ子供たちだけがあり、みなわが霊にとても愛されているからである。私はすべての中にいる。私は強者の心にも
、乞食の心にも、同じように我を隠す。だから、私はあなたに言うのです。あなたの家の戸口に困っている人が来たら、そ
の人の愛ある助けを拒んではならない、あなたの心をノックするのはあなたの父なのだから。 

69 私はあなたの愛を渇望する、大いに愛された子供たちよ。 

70 この時の私の宣言は、私があなた方に私の愛を与えていることのさらなる証明である。しかし、心の準備をしなさ
い。この宣言はまもなく終わり、1950年の最後の日に、私はもう一度、あなた方に最後の話をすることを告げます。その
日以降、あなた方は霊的に無限の中で私を求め、準備が整えば、インスピレーションという形で私の声を聞くことになるか
らだ--今は人間の声の担い手の不完全性はない。 

71 祈りなさい、人々 よ、あなた方の祈りの瞬間に戦いは静まり、心は休まり、母親は慰めを見つけ、子供たちは避難
所を見つけるのです。 

72 災いなるかな、準備の仕方を知らなかった者たちは、この世の孤児のように感じることだろう。 

73 預言者が国々 に現れ、七つの封印の内容がすべての人に知られ、第六の封印の光はこの時に輝くものとして認識さ
れるでしょう。この啓示によって、すべての人が団結し、地球のすべての信条と人種が融合するでしょう。 

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 47 
1 人類よ、私はこの時代、あなた方が私の教えを理解できるように、私の言葉をもって指導している。私は霊たちに

呼びかけを送り、彼らの霊的な賜物を知らせ、彼らがわが顕現を研究し、それに驚愕することなく、この時のために約束さ
れたものが彼らとともに確認されるのを見出すためである。 

2 あなた方一人ひとりに、私が置いた場所に弟子として入ってほしいのです。皆さんは、ある使命を果たすために地
球に送られてきたのです。私はその実現を辛抱強く待ち、多くの機会を与えたが、それでもなお、あなた方は自らを完成さ
せることができなかった。この新しい時代を、自分のタスクを果たすという十字架が重く感じられるからと、使わないまま
過ぎてしまうのでしょうか。時間はあなたのものですが、限られています。明日、仕事に取り掛かるとき、霊の谷への出発
が迫って、体力がなくなって墓穴を掘るようなことがあっては困りますから。幼年期、壮年期、老年期を問わず、悟りを開
いた瞬間から仕事をする。刈り取るために蒔きなさい。そして、あなたの穀物をわが穀物倉に保管しなさい。 

3 ある者は残酷な戦争を行い、ある者は情熱を克服し、精神を解放するために戦うのです。人類は分裂し、人生は嵐
の中で転覆するボートのようなものです。平和であったこの国に住むあなた方でさえ、平和を感じず、苦痛の聖杯を空にし
ているのです。 

4 天の鐘の音が聞こえても、その呼び声に耳を傾けない人がいるのはなぜでしょう。この鐘は私の声であり、今この
時、私の子供たちが住むすべての場所で聞くことができる。わたしのことばに耳を傾けるとき、わたしがあなたに語りかけ
るのは人間の声の響きではなく、わたしの声があなたの心に入り、あなたを励まし、命を与えてくれることを感じるでしょ
う。 

5 私はあなたから純粋な崇拝だけを受け入れ、あなたの愛と慈悲の業だけが、あなたに私の平和を与えるだろう。 

6 わが父の忠告を聞け、私から逃げるな！」。正しい人のために、その土地は救われると、あなたがたに告げたので
す。しかし、もしあなた方が義に徹することができないなら、せめて自分のやり方を改め、働きなさい。そうすれば、あな
た方は恵みを取り戻し、あらゆる国々 にわが使者となることができる。痛みに無関心でいることなく、あなたの祈りが私に
届くようにしなさい。そうすれば、多くの涙はそれによって乾き、あなたの兄弟は平和と祝福を得ることができるだろう。
人類が十字架の重荷に倒れる前に、私はその助力者となり、その重荷を引き継いで前進し続けるだろう。 

* これは、神の愛の法則と神の意志に完全に従って生きることを意味します。 

7 私の言葉を受け取るために心を清める方法を知っている人は幸いである、これは彼らを永遠に養うことになる。兄
弟たちの生活の乱れを思い、嘆き苦しむ人々 は幸いである。その祈りは私に届き、人々 の心に美徳が花開き、回復するのを
目撃することになる。 

8 「求めよ、さらば与えられん、求めよ、さらば見出されん。私の霊をあなた方に知らせたのは、あなた方がそれに
入るためである。そして、第二の時代にあなた方に告げた言葉を思い出す。"トマス、あなたの指を私の脇腹に入れて、不
実であってはならない "という言葉だ。- 

信仰によって私のもとに来なさい、不信仰を捨てなさい、無限の中で私はあなたに約束の地を示し、その門を開いて私の愛
する弟子たちの到着を待っていることを理解しなさい。 

9 私は、あなたが今日軽蔑したこの言葉に対して、明日空腹を感じないように、満腹になるように、「パン」をふん
だんに与えたのです。自分たちの目標を達成するために、精神的に高めてください。すべての人のために祈り、あなたが兄
弟の人生の道を照らす一筋の光のようなものであることを忘れないでください。人類という群れの良き羊飼いになってくだ
さい。あなたの精神に光と理性とインスピレーションを持つ皆さんは、道を踏み外した人たちを導き、連れ戻すことができ
るようになるでしょう。 

10 その痛みは大変なものであると予言されています。あなたが祈り、わが教えを実践するとき、あなたは平静を保つ
ことができるでしょう。しかし、災いなるかな、この教えを聞きながらも、わが顕現を信じなかった者たちは、その疑念に
よって、訪問の際に意気消沈することだろう。 

預言者たちの言葉を記憶にとどめ、それを守ってきたあなたたちよ、苦痛が人類を圧倒する時が来ても、神を冒涜して
はならない、絶望してはならない、黙って気を引き締めよ、私はわが愛であなたたちを守るから。 

11 私の法と判断を後退させるよう、私に求めてはならない。謙虚に求めよ。そうすれば、わたしは義にかなったもの
を与え、あなたがたに救いを見いださせるであろう。 

12 第三の時代、私がたゆまぬ努力で与えた教えを理解しなさい。私の言葉は、迷える漂流民に道を示す輝く灯台のよ
うに、あなたがたに現れたのです。 

13 私の教えは、あなた方に精神的な強さを与えました。世の中に内在する逆境に耐えるだけでなく、あなた方が携え
てきた精神的な使命を遂行するためのものです。私の教えを広めても、皆が両手を広げて歓迎してくれるとは思わないでく
ださい。ある者は、あなたを陥れようと罠を仕掛ける。 
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14 私はあなた方を清め、霊的にも肉体的にも準備させる。そうすれば、あなた方は父の霊感を理解し、後に私があな
た方に送ったのと同じ純粋さで、それを兄弟たちの心に置き、あなた方の作品によって私の指示の真偽を証しすることがで
きるだろう。 

15 私の慈悲によって恵まれた心の中で、私はこの祈りを聞いた。"主よ、私たちに霊的な賜物と恩恵を絶え間なく与
えてください"。しかし、私はあなたがたに言う。わたしはあなたの父であり、あなたの必要を知っている。あなたの祈り
と求めに、わが霊が動かされないわけがない。私は、あなたの部屋の孤独の中であなたを慰め、あなたの献身が有益なもの
となるように、あなたを啓発したのである。あなたは急いで私の言葉を聞きに来たが、まず自分の心を祭壇のように整え、
その上に自分の作品を捧げ物として私に差し出すのだ。 

16 あなたがたは、道を導くために父に手を差し伸べる子供のように、わたしのもとにやってくる。見よ、わたしは羊
を世話する羊飼いのようであり、愛に満ちた声で彼らを群れから呼び出すのだ。あなた方は、この第三の時代に、人間の心
の仲介を通して私の声を聞いた。しかし、あなた方が私を求めたのは、情熱の砂漠を横断して、唇が渇きで乾いたときだけ
であった。その時初めて、あなたは天の父の呼びかけを聞いたのです。 

17 あなたが私に助けを求めるときはいつでも、私の存在があなたに慰めと平安を与えているのを感じるでしょう。し
かし、あなたは私の話を聞きたいと飢えを感じ、私の教えを求めて出発する時が来た。 

18 一人一人のために、永遠の時計が時を示し、鐘が鳴り、あなたの霊が渇きを癒す水を見つけるべき時が来たことを
告げます。 

19 しかし、その後、彼らが聞いた言葉の意味を突き詰めていくと、その「味わい」と「霊的な意味」は、神からしか
得られないものであることがわかった。そして、彼らは内心、喜びに満ちて私にこう言った。"父よ、父よ、私たちは、人
の間にあなたの新しい示現を信じます"- 

霊的な賜物で飾られ、心に平和が訪れ、家庭には和の光が輝いているのを見たでしょう。そして、子供たちが御父の御前で
、御父の視線の下でリフレッシュしている間、御父も同様に、幼い子供たちの喜びを思い描き、彼らの道徳的再生を見、彼
らの祈りを通して愛撫を受け、愛への渇きが癒されるのを感じておられたのです。 

20 そして、私はあなたに言った。私に従いなさい、私はすでにあなた方に私の存在の証拠を与えている、すでにあな
た方の心に信仰の光が灯っているのだ。それゆえ、その時から、あなたがたの人生の道に試練が生じるたびに、あなたがた
は絶望せず、わが律法に反抗しなかったのである。 

21 愛する人があの世へ旅立つのを見送り、仕事の扉が閉まり食卓のパンが不足するのを見送り、地上の財産を失った
が、信仰は灯台のように安全な港にたどり着くことができる。 

また、試練の中で弱り、御言葉について自問自答し、信仰を失った人もいた。 

22 しかし、良心を通して彼らの心に入り込んだわが言葉は、彼らにこう語りかけたのである。なぜ、あなたがたは弱
くなったのですか。なぜ、信仰を守らず、わが言葉を忘れてしまったのか。選民は、信仰と堅忍と愛を証明するために、い
つも試されると言ったことを思い出してください。 

23 強く生きてきた人たちは、嵐が過ぎ去り、自分の行く手に新しい光が差し込んだことを経験している。平和や健康
、失われたものが戻ってくるのを目の当たりにしているのです。 

24 このようにして、私は、私が利用する人々 の硬い心を徐々 に形成し、明日、彼らがわが真理の種を蒔く人類の中の
わが良き証人、しもべとなるようにするのである。 

25 霊はわが言葉の戒めの前では気高く、肉はか弱い。だから、私はあなたがたに言う。もし私があなたの精神を強化
し、高めるならば、それはそれなりにその物質を復活させ、維持することを引き受けなければならない。 

26 親愛なる弟子たちよ、あなたたちは大いに試されているのだ。すべての試練は、戦いのために自分を強化するため
にあるのか、自分の知らないことを明らかにするためにあるのか、それとも何かの罪滅ぼしのためにあるのか、自分にとっ
て謎を秘めているからだ。しかし、決して試練から退いてはならない。試練はそのために送られたのではないし、あなたの
道徳的、精神的な力を超えるものでもないからだ。 

27 大きな試練の中で、強くあり続ける人たちになりましょう。あなたからは、光と恵みに満ちた世代を生み出そう。 

28 あなた方の準備のために、私の愛の教義を受けに来なさい。これを通して、あなた方が地上で蓄積したすべての混
乱した考えが、あなた方の心から取り除かれるでしょう。この御言葉は、もしあなたが真の道を見失ったなら、あなたに示
してくれるでしょう。私の天の声があなたの心に届き、三度目の正直を告げ、語るのです。 

29 あなたがたの欠点や不完全さは、あなたがたの間にわが身を現す妨げにはならず、それどころか、それこそが理由
なのである。私があなたを探しに来たのは、あなたが道に迷い、追放され、病み、苦しみに疲れ果ててそこにいたからです
。その頃、あなたの主人が降りてきて、"私のもとに来なさい 

"と言ったのです。そして、創造の所有者であり主である彼によって書かれた律法の道に従おうと、急いで出発したのです
。 

30 三度目の正直の光は道を照らし、あなたの視線は茨を発見し、それを取り除くことができる。この道は試練に満ち
ているからだ。 
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31 絶え間なく、私の愛があなたの「住まい」の扉を叩いて、あなたを目覚めさせようとしています。これほど多くの
愛の証しがあったのに、まだ私の言葉を否定する人がどうしているのでしょう。 

32 あなたはまだ私を知らない。私が教えたように互いに愛し合ってこそ、霊的な賜物について非常に大きな知識と理
解を得ることができるのです。私は、あなた方の唇が、あなた方の心の中にある豊かな善意を語るようになると言ったので
す。しかし、心に愛を持っていない者が愛を語ることができるだろうか。私がこの教えを伝えている相手は、まさに私が別
の機会に愛の教えを伝えた相手だと思うと、ショックを受けないのだろうか。 

見よ、わたしは父として、また師としての愛によって、この教えを書物としてあなたがたに託し、主の神聖な恵みがそ
こに込めた純粋さと知恵をもって、あなたがたはそれを保管しなければならない。そうすれば、人々 がそれを知るようにな
ったとき、その中には新しい律法学者やファリサイ派のようなスカウトがいるだろう」。私を試練にかけるために-

あなたがたは、完全な業、溢れる正義と愛の霊的教義、内面は深く外面は単純な神への礼拝を示すことができ、あなたがた
の兄弟に対する愛と憐れみの業によって確認されるのである。 

33 見て、祈り、備えよ、わが教えは迫害されるであろう。これらの啓示が現実のものとなったとき、病人を癒し、苦
しむ人々 を慰めながら、あなたの使命の中で驚きを与えてくれることでしょう。私は、命の木の樹液があなた方ひとりひと
りの中にあることを認めて、あなた方に力を与えよう。このテーブル、この日陰に座ってください。ただし、まぶしい白い
テーブルクロスを汚さないように注意してください。この純白は、この後に続く道のりに似ています。私の愛のマントはす
べての子供たちを覆い、私の慈悲は、この時代に私に耳を傾けるすべての人のために人生の道を準備するのです。 

34 解き放たれた自然の力は、刻々 と人類を揺さぶっている。見よ、彼らがあなたの土地にその痕跡を残さないように
。 

35 大勢の人々 をあなたのもとに来させなさい。すべての心と精神は内なる悲しみを抱えているのです。私の霊的世界
と接触させなさい--

今はまだこの顕現の時ですが、そうすれば、私の王国から降り注ぐ霊的バームを受け取ることができるでしょう。そうすれ
ば、わが義の時があなたがたを迎え入れ、病人を癒し、悲しむ者を慰め、真理を渇望する者を教え、道に迷う者を助言する
ことができるだろう。もしその日が、この使命の遂行に驚かないのであれば、あなたは苦悩する者となることを忘れないで
ください。 

36 私の前では、頭を下げている姿ではなく、いつも凛として、楽しそうにしている姿を見たいのです。この平和と力
をもって、私の旅立ちの時が来たとき、私はあなた方を人々 の間に残していくだろう。- 

この試練の中で、私に従う者と私に背を向ける者とが見える。わたしは、あなたがたを強くするために、ひとりひとりを苦
しめ、試したからだ。 

37 あなたが形作る木の葉や果実は、健全で爽やかなものであってほしいのです。その時、私の思慮深い配慮は、彼ら
が飲む杯が非常に苦いので、呼ばれる時を待っているだけの人々 をあなたのところに連れて来るでしょう。 

38 魂も心も体も病んでいる人、未亡人、孤児、無力な男性や女性、愛と平和に飢えている人たちが、重荷を下ろして
信仰を取り戻しに来るのです。来られない者のために、あなたがたは祈り、わたしに尋ねなさい。 

39 更新を辛抱し、身体性の発達に遅れを取らせない（良い方向へ）。この進歩を遂げたとき、あなたは霊性化の基礎
を築いたと理解することです。 

40 人びとよ、神霊があなたがたに語りかけ、それが聞かれたと感じたときの高揚感を感じてください。あなたが理解
できなかった多くの謎に、わが言葉がどれほど光を当てているかを見てください。 

41 この時代の人々 、人生の夕べにいると思っていたあなた方、私の教えは夜明けのようにあなた方を驚かせ、精神を
よみがえらせた。 

42 この時代に自分の任務を認識し、自分の十字架を受け入れる者は幸いである。彼らが踏みしめる畑はわが言葉のた
めに実り、彼らはそこにわが教えの種を蒔くことができるだろう。 

43 小さな子供たち、弟子たちよ、落ち着きなさい、心の中の嵐を鎮めなさい、そして霊的大空に平和の虹を出現させ
なさい。 

44 あなたは、自分の存在に隠された無数の才能と力を発見し、それをもって試練に勝利し、将来の人生の激動の中で
勝利することができるとき、私の神聖な教えに驚くことでしょう。 

45 この時のあなたのガイドは、私のスピリットです。モーセの時代のように、新しい紅海をあなたがたのために通ら
せよう。私はあなたを救い、砂漠であなたを守る。私があなたに求めるのは、ただ、私の愛の模範をたゆまず実践し、最後
まで忠実であることです。あなたの霊が約束の地の門に到達したとき、あなたは最終的なゴールを見つけるでしょう。そこ
では、人間の闘争から休息し、この世の情熱と悲惨さからの解放を見つけることができます。そこであなたは霊の真の光を
知ることになります。それは、あなたがこの世で太陽の光を見ることができるように、真理を満ち足りた状態で見せてくれ
るでしょう。 

46 あなたは父から生まれ、父のもとへ帰らなければなりません。あなたの本来の純粋さだけでなく、あなたが私の神
聖な法則を遂行するときに、あなたの持つ才能の展開があなたに与える偉大さも持っています。しかし、誰も一人でわが臨
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在に来ることはない。各人は、自分が救った者、癒した者、慰めた者、救いの道に導いた者をすべて連れて来る。あなたの
スピリットが進化の道を歩むのを助けるために、私はこの時期に私の愛の教えを授けました。 

47 今こそ、学びの時。わが霊が、すべての肉体とすべての霊魂に注がれるのを見よ。ある者は歓喜のうちに、ある者
は歓喜なしに、わが言葉を宣べ伝えよ。老いも若きも子供も、わが霊の王国を語る。これらは、かつてわが預言者と私が、
わが新たな顕現についてあなたがたに告げた証拠ではないか。 

48 あなたの心を清め、あなたの魂が上昇し、自らを清めることができるように。そうすれば、私はあなたの存在を通
してわが光を現し、あなたの愛の業を通して人類を驚かせるだろう。子供を通して老人に、無学無知な者を通して学者に、
謙虚な者を通して傲慢な者に語りかけるのだ。今日、あなた方は何が待っているのかまだ理解していないが、明日になれば
わかる。そして、今日（まだ）眠っている地方に、明日、私の神聖なメッセージを受け取れば、私に従う準備ができる地方
に、進んで出かけていくのだ。 

49 今日、あなた方は師匠が降りてきて教えてくれることを待ち望み、過去の教えを思い起こすのです。あなたは、喜
んで耳を傾け、私への愛に鼓動する心を持って、注意深く生きています。あなたの心は注意深く、わが言葉を熟考する準備
ができている。その後、沈黙の中で、わが勧告と戒めを思い出し、それを実践するために理解しようとする。そして、私の
教えがいかに純粋で、あなた方の任務がいかに困難であるかを理解し、あなた方がより熱心になるためには、まず今日身に
着けている身体の殻を捨てて霊的存在になる必要があるか、それがあなた方の霊的上昇と任務遂行の障害になっていると感
じているか、と私に問うのです。しかし、このカバーを愛着を持って受け止め、上手に使いこなしなさいというのが私の主
張です。私はそれを無駄には作らず、あなたがたに与えました。あなたがそれを導く方法を知っていれば、それはあなたの
協力者となり、あなたは兄弟との愛の種まきから得られる収穫を通じて、地球上の存在に感謝し、楽しむことができるよう
になります。 

50 私を手本に、奇跡を起こしなさい。あなたたちは、私に選ばれた者たちなのだから。あなたの兄弟の医者となり、
助言者となり、人の弁護人となり、執り成しとなり、彼らを安全な港に導き、彼らが賠償の道を安全な土地で歩いていると
感じることができるように、あなたの仕事に全霊を注ぎなさい。 

51 私が用意した畑に行き、そこに種を植えなさい。人間の心は固まっているので、根気よく働かなければならないの
です。- 

あなたは、手に負えない霊に出会ったとき、「あの人は、神が求める人ではない、謙虚な心を求めているのだ」と言って、
避けようとしたことがあるのではないでしょうか。- 

私が探し求め、変えるために来たのは、まさにこの心であることを知らないのだろうか。と問いかけます。あなたが私のも
とに来たとき、あなたの心はすでに私の家、あるいは神殿のようなものだったでしょうか。視線を戻し、自分がすでに重い
荷物を置き、真の生命に生まれ変わったことを自覚するのです。 

52 なぜ、あなた方は時に人間の知性によるわが顕現を疑い、私に証明を求め、求める好意が成就しない限り、信仰を
欠くのだろうか。あなたは、わが高邁な勧告を信じ、それに干渉するために、より選ばれた言葉でわが話を聞きたいと思う
のだ。私の霊感を解釈できるほど、あなたはすでに霊性の頂上にいるのでしょうか？あなたはすでに、「私の精神で私の意
志を読む」ことができるほど高度に進化しているのでしょうか？- 

あなたたちはまだ小さくて私を理解することはできないが、私の秘密を知るために、私との霊的接触を可能にする道をあな
たたちを導いているのだ。 

53 あなたがたの霊に託された使命を軽んじている。私は、あなたがたを平和と永遠の生命の完成に導くために、あな
たがたの運命を与えたのに。 

54 謙虚であれば、偉大になることができるのです。多くの人が信じているように、偉大さとは傲慢さや虚栄心の中に
あるのではありません。"優しく、謙虚な心を持ちなさい 

"と、私はいつも言っているのです。私を父として知り、私を愛しなさい。あなたの体の殻のために、玉座や他と区別する
名前を求めてはならない。ただ、他の人間の中の人間であり、あなたの中に善意があればいいのです。 

55 そして、あなたがたが霊的に高くなるにつれて、わたしの知識をあなたがたに注ぎ込むであろう。 

56 精神の法則を実現するために、世の中の虚栄心から自らを切り離すことができなかった人々 よ。あなたは涙を流す
この地球が好きで、自分が送られた目的を理解しないまま、何度も何度もこの地球にやって来ます。そうすれば、あなたが
たを歓迎し、あなたがたの兄弟に対する愛と慈しみのわざによって得た安らぎを与えてくださる、わが父の声を聞くことが
できるでしょう。 

57 この時代の試練を恐れてはならない。自分の力を武装し、隣人を助けよう。その中には、痛みにくじけそうになっ
ている人もたくさんいることでしょう。あなたは苦悩する同胞を見て、すべての人に癒しのバームを与え、強め励ます言葉
を与え、あなたの父から一筋の光を授かるでしょう。苦しむ人の痛みを自分のものにすれば、苦悩を分かち合い、愛と慈悲
を与えたことになるのです。 
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58 黙って泣いているあなた方に告ぐ、慰めを求めてやって来る者は幸いである。あなたは祈るためにシンボルやイメ
ージを求めなかった。なぜなら、私があなたとともにいることを知り、あなたの中に私を見出したからだ。私はあなたの身
体と精神に力を吹き込みました。 

59 群衆を導く術を知り、十字架の重荷を感じたとき、私を助け手として求めた人々 は幸いであった。私は、精神と物
質の領域に住むすべての生き物の道を照らします。互いに他人とは思わず、温かく接し、真実に基づいて互いに愛し合いな
さい。兄弟を愛するならば、あなたがたはわたしを愛したことになるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 48 
1 あなたがたは、休むことのできる広葉樹の木陰を探し求め、ここで、慰めと力を与えるわが言葉を聞き、あなたが

たの歩むべき道について、身を委ねて思索する。 

2 あなたの霊が弱ってきたと感じたら、エリヤにその杖を求めなさい。そうすれば、それに寄りかかって、父の愛と
知恵の水が溢れる澄んだ泉にたどり着き、道行く人の励みと至福の喜びとなることだろう。 

3 私はあなたがたに真の神殿を建てることを教える。信仰の土台を与えずに聖域を建てた者が大勢いるからだ。私の
神殿は、枝が愛情を込めて宇宙に広がる木のようでなければなりません。そこでは、鳥たちがさまざまな方法で喜び、声を
合わせて、調和のとれた甘い完璧なコンサートを形成し、創造主に捧げるのです。そうすれば、あなたの霊は、父として、
主人として、医者として、その主を求めるようになるのですが、決して裁判官として主を求めることはありません。 

4 真の神は真の方法で愛され、偽りの神は滅ぼされ、不純で不完全なカルトは御父への愛の歌となる御霊の崇拝に道
を譲ることになります。 

5 まことに、あなたがたに告げます。この時代、わたしはあなたがたに多くのことを語りかけましたが、あるときは
わたしを理解せず、あるときはわたしの言葉を虚しく聞かせるだけでした。それでも、この天の言葉の響きは聞き逃すこと
なく、全宇宙の人々 の耳に届くことでしょう。 

6 もし霊的なものが物質的なものに変わるなら、あなた方は今この瞬間、巨大な大きさのテーブルに座っている自分
を見るでしょう。そしてあなた方ひとりひとりの前に、選び抜かれた食物で表されたわが言葉のパンを見るでしょう。 

7 だんだん霊化していく人たちは、私の言葉を最も美味しくて魅力的な食べ物と交換することはないと言っています
。まだ物質主義を克服できていない人は、父が霊的な贈り物や財をもたらす代わりに、世の中の富を豊かにしてくれること
を望むでしょう。 

8 私が愛情を込めて提供した私の食卓の食べ物に、手をつけずに残していった人が何人いたことでしょう。彼らが、
わが言葉を聞くために地上に来ることを運命づけられた現在のような恵みの時を、いつ再び経験することができるでしょう
か。- 

硬い岩のようなもので、摩耗するには嵐と時間が必要です。遺産は、それを守り大切にすることを知らない限り、彼らから
差し出されることはない。しかし、彼らは再びそれを所有することになる。父が子らに与えるものは、決して奪われること
はなく、ただ子らのためにとっておくと、私はあなたがたに告げた。 

9 この大樹の木陰で放浪者が休息し、その実を食して旅の疲れを癒す。 

10 この木の下で、私は皆を待っている。ある者は任務を終えて満足し、ある者は頭を垂れ、手を空っぽにして帰って
いくだろう。 

11 心の平静を失い、涙がとめどなく頬を伝うとき、あなたは悲しみの理由を認識するために、反省し始めたのです。
そして、あなたの良心は、あなたの悲しみと平安の欠如の原因は、あなたが受けたわずかな霊性化、あなたの使命の遂行不
足、あなたの生活の営みの中での兄弟への愛と慈悲の欠如にあることをあなたに明らかにしたのです。 

12 過去にどれだけ多くの罪を犯してきたかわからないから、今、自らを清めているのだ。それが、あなた方の心に平
和が訪れない理由です。 

13 平和の最後の痕跡さえも失った人々 は、それを取り戻すために苦闘し、その恵みは正義と善の道にのみ存在するこ
とを悟るようになる。それゆえ、わが言葉を聞いた者は、わが道に従おうと努める。なぜなら、わが道には平安があり、困
難や訪れがあっても、わが慈しみが近くにいて、彼らを引き上げてくれると知っているからである。 

14 私の律法は、超人的な犠牲を要求するものではなく、奴隷を意味するものでもなく、鎖で誰かを縛るものでもない
。確かに十字架ですが、それは愛の十字架であり、その重さは疲弊させるのではなく、むしろ強化させるものです。 

15 そして、良いことをしたとき、許したとき、誰かと和解したとき、快適なベッドから病人のところへ行き、慰めを
与えたときに、それが起こったことに気づくことでしょう。あなたの精神に一瞬だけ私の王国の平和があったのです。 

私が生涯平和を保つよう教えるあなた方に、真実に告げよう。あなた方の任務は、太古の昔から兄弟に平和をもたらす
ことである。ですから、私があなたがたに自分を知らせるたびに、あなたがたは人のために祈るようにお願いします。あな
たはまた、霊的な谷間に（あなたにとって）目に見えない形で住む存在に、内なる平和と光と平穏を与えるための指示と権
威を受けているのです。 

16 世の中の道は危険と誘惑に満ちています。それゆえ、霊は、知識と予兆の光に満ちて私から出てきて、自らを守り
、征服するための武器と手段を持っているにもかかわらず、しばしば世界と物質の支配下に置かれるのである。 

17 私はあなたが負けているのを見つけたが、あなたは親切にあなたを求める私の声に耳を傾け、信仰と希望に満ちて
立ち上がることができた。あなたがたに言うが、時が来れば、その声を聞かぬ者は一人もなく、敗者もないであろう。 

18 その時、最も遠くに迷い込んだ者、最も道に迷った者が、最も熱心に私を愛し、私についてくるのである。 

19 私の愛のノミは、最も硬い岩をも削り取る。 
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20 この目標に到達するために、私はあなたの霊を求めます。なぜなら、霊は私の教義を理解することができるからで
す。これは、スピリット・トゥ・スピリット・ディスコースまで導くステージである。そうすれば、私の霊的な声がインス
ピレーションとしてあなたに届き、あなたの浄化への道を示してくれるでしょう。あなたの肉体は、時として重い鎖であっ
たり、物質を超えて見ることを許さない濃いベールであったりするのですから。 

この戦いに勝利するために、あなた方はここに、あなた方への愛ゆえに、心とハートに愛撫を与えるようにあなた方に
届く人間の言葉に姿を変えた、私の神聖なインスピレーションを持っているのだ。 

21 この日は思い出の日であり、そのためにあなた方は献身的に準備したのです。ああ、もしあなたが狂信に陥ること
なく、生涯にわたってこの精神性を保つことができたなら、あなたの成長はどれほど偉大なものになることでしょう。 

22 なぜなら、彼らの心の前には、真の生命のパンとぶどう酒を食べ、飲むために主人が待っている天国の宴会がある
ことを知っているからです。 

23 その時、イエスが使徒たちと囲んだ食卓は、天の国の象徴であった。そこには父が子らに囲まれ、生命と愛を表す
食べ物があり、神の声が響き渡り、その本質は世界を包む調和であり、その時の平和は神の国に存在する平和であったので
す。 

24 あなた方は、このディボーションで自らを清めようとし、マスターがその言葉で新しい証しをもたらしてくれると
考えていたわけです。今日、わたしがわたしのからだと血を表したパンとぶどう酒を思い出すことを許します。しかし、同
様に、この新しい時代には、わが言葉の神聖な意味においてのみ、その滋養を見出すことができると、私はあなたに告げま
す。もしあなたが私の体と血を求めるなら、創造の神の中で求めなければならない、私は霊だけだからだ。そのパンを食べ
、そのワインを飲み、さらに私の杯を満たしてください。私はあなたの愛を渇望します。 

25 このメッセージを兄弟たちに伝え、血は命である以上、真の愛である永遠の命の象徴に過ぎないことを学ぶのです
。- あなたたちを通して、私の新しい啓示で人類を啓発し始めるのだ。 

26 男も女も、子供も、若者も老人も、この第三の時代にはキリストの使徒職を形成することになる。しかし、本当に
、私はあなたに言う、心よりも - それは私が求める精神であるでしょう。 

全人類がわが言葉を聞くわけではないが、この祝福の時間にわが存在を感じてもらいたい。家にいる家族の父たち、宿
営地にいる病人、正義に飢えている者、人に罰せられる者、心に平和のない者、不埒な者、貧しい者-

すべてあなた方は、静かにわが聖域に入り、あなた方に言う主の声を聞くがよい。"あなた方と平和であれ！"と。 

27 人々 よ、今この瞬間、聖霊の中にいるわが使徒たちが、見えないところで私を取り囲んでいる--あの頃のように。 

ペテロ、ヨハネ、長ヤコブ、若ヤコブ、タダイオ、トマス、マタイ、バルトロメオ、シモン、フィリポ、アンデレ、そして
ユダまでもが、苦痛でいっぱいです。彼らは皆、この新しい晩餐で私に同伴する。この地球上のどこに、私が見せているよ
うな映像を見せられる場所があるのだろうか。- 

あなたには生命のない映像が映し出されますが、私はそれらの霊を生命と光に満ちた形で顕在化させることができます。 

28 そのときと同じように、私の霊には喜びと同時に痛みがある。私の子供たちがまだすべて贖われていないからだ。 

29 あなたがたが私の食卓にいることを告げるわが言葉を聞くとき、あなたの思いは、混乱のあまり主人と兄弟たちを
裏切ったあの弟子のことから離れられない。そして、そのときにも裏切り者がいるのではないかと自分に問い、あなたの霊
は私に尋ねる。「もしかしたら、それは私なのか」と。- 

あなたの目には涙が浮かび、あなたは誘惑に陥らないように私に力を求めています。まことにあなたがたに告げますが、こ
の時にも、わたしを裏切る者があります。しかし、それは第二の時のように、わたしのからだの中ではなく、わたしの教義
の真実をその業をもって隠そうとし、人々 に、神の知恵の教えが偽りであるかのように思わせるのです。 

30 あなた方は皆、私を愛し、死に至るまで私に従うと誓った。しかし、私は見て祈れと言う。ユダもまた、私のため
に命を捨てると誓ったのだから。 

31 そのとき、わが肉体の拷問が一晩と一日続き、死によって肉体の苦痛が終わったとすれば、今、霊において、苦し
むすべての人の痛みを感じる。すべての告発において、私は地の裁判官によって非難され、すべての牢獄において、その償
いに苦しむ人の心の中に投獄されているのだ。イエスがこの世で経験したあの苦痛の時間の思い出だけで泣いてはいけない
、まだ私の受難は終わっていないのだから。 

32 あなたの霊はすでに私の悲しみを分かち始めている。私の言葉に最後まで従う者に約束された至福と平和を得るた
めには、愛と慈悲の業を通してまだ功徳を積まなければならないことを悟っているのだ。 

33 祈りとは、主とのつながりであり、近づくことだからです。 

34 この晩餐は愛でできている、それを忘れるな。食卓からパンを取って、兄弟たちと分け合いなさい。あなた方が永
遠になれば、私がこのとき与えるこの啓示が永遠の命の象徴であったことが理解できるようになる。第二の時代には、わが
食卓に座ったのは十二人であったが、今日は十四万四千人であろう。しかし、わが愛の呼びかけは、すべての人のためにあ
る。この時、皆さんは私に同行してほしい。 

ある者はわが言葉に震え、ある者は泣き、またある者はそれを聞く資格がないと思う。あなた方ひとりひとりを知って
いる私は、今、私の教えを聞こうと群がっているこの人々 の中にも、私を信じるために当時奇跡を与えられた人々 がいるこ
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と、イエスを疑った人々 、またピラトの前で泣き叫んだ人々 がいることを、あなた方に告げます。彼をはりつけろ！彼をは
りつけろ！」。 

35 多くの人が、私が肩に十字架を負ってカルバリーに行くのを、誰に付き添っているのか知らずに見、マリアの涙を
、泣いているのが誰なのか知らずに見ていたのです。私が今、どのように新たに教え、当時私を認識できなかった人たちを
私の弟子に変えているかを見てください。 

36 十字架の上で、私はあなたのために赦しを求めた。なぜなら、あなたは自分が何をしているのか知らなかったから
だ。その赦しは、真理に目を開き、自らを救い、わたしに近づくために、父があなたがたに提供する新たな機会として表現
されたのです。しかし、あなたがたに対するわが慈愛にもかかわらず、わが言葉の不完全さを求めて、信じない、従わない
理由を作ろうとする者がまだいるのだ。しかし、本当に言っておくが、わが言葉の霊的本質には何の傷もない。一方、この
目立たない単純な言葉で、私はあなた方の心から多くの傷を消した。 

37 あなた方はすべて私の裁きを受けるのです。あなたに対するわが愛の慈悲ほど、あなたを力強く動かすものはない
だろう、わが裁きは愛からなるものだから。 

38 その時、アリマタヤのヨセフは家の門を開け、師が弟子たちと一緒に彼の中で過越祭を祝うことができるようにし
た。彼らはまだ、その祭りで犠牲になる小羊がイエスであることを知らなかったのだ。 

39 今、あなたがたにお願いしたいのは、わたしが、わたしの血で封印した業と教えを、わたしのことばで思い出させ
るために入る宿を、あなたがたの心に用意することである。しかし、これらの想起の日にのみ、わが受難を想起することに
限定してはならない。あなたは、キリストが地上にもたらした愛のレッスンを永遠に記憶する聖域を、あなたの心の奥底に
築かなければならないのです。その聖域は、人類の信仰を破壊しようとする嵐の中でも、不滅の存在となる。 

40 今日、わたしの声を多くの地方、町、村に聞かせ、多くの人が召されるようにする。私のやり方で、心に癒しと慰
めと平和を蒔き、恵みの命を失ったと思った人々 に希望を呼び起こし、悪徳と罪で死んだ人々 に命を与えているのだ。 

41 また、その頃、私は地方から地方へ行き、私の存在は、貧しい人、病気の人、霊的に貧しい人の間で喜びをもたら
した。すべての人が私の歩みに従ったわけではありませんが、私が彼らの上に行った奇跡の生き証人として、これらの人々
は残りました。男も女も子供もイエスのもとにやってきて、その悲痛な顔と嘆きは、彼らの惨めさと苦しみを私に語ってく
れた。彼らは私の奇跡の噂や知らせを聞いて、ガリラヤから来たラビに手を差し伸べて、その力の証拠を求めようと、その
通過を心待ちにしていたのである。 

彼らは単純な心を持っていたが、律法学者、律法の教師、パリサイ人など、イエスを嫌うあまり、ついには、イエスが病人
に触れただけで癒される力を示すかどうか、その手を見せるように要求した者もいた。 

42 私の慈悲は、すべての人に分け隔てなく向けられた。私は、すべての子供たちの痛みを和らげるために来た父であ
る。医者であるイエスは、すべてバームであり、病人の体に触れて健康を回復させる必要はなかったのです。時々 、信仰が
できることを証明するために、ある病人を私に近づけさせ、私の衣に触れさせて、その人をよくするようにした。 

43 今の時代、罪人や困窮者を求めてあなたの世界にやってきたのは、もはやイエスという人ではない。今、イエスの
霊がご自分を人間に知らせるのは、この時代の人々 の中に、最後までイエスに忠実である新しい弟子を見出すためである。
霊的な食卓で、人間の目には見えないが、御霊には実在するパンとぶどう酒を彼らに提供された。今日、わが言葉を熱心に
聞いている者の多くは、かつて私を信じなかった。今、私の声を聞きながらも、私の顕現を信じない者たちは、どんな奇跡
を、どんな時を待っているのだろう。私が学者や神学者ではなく、無学で単純な人々 を通して御自身を現すので、彼らは疑
っているのです。 

44 この言葉の価値を理解し、その神聖な意味を見出すまで研究した人たちは、明日、人々 の間に広めるべき精神化の
種として、この言葉を守っていく人たちである。 

45 最初の時、聖なる場所で主の声が聞こえ、二度目の時、私はイエスの言葉の中に私の愛の教えを与えた。今、あな
たは人間の声の担い手を通して私の言葉を聞き、明日には、父とその子供たちの最も親密な結びつきの中で、すべての霊を
啓発する私の霊感となるだろう。 

46 2回目で、「人はパンだけで生きるのではなく、神から出るあらゆる言葉によって生きる」と言いましたね。です
から、私が私の体を飾るために持ってきたパンは、象徴にすぎませんでした。今日、私はあなたに言います。わが言葉のパ
ンを取り、その霊的意味のぶどう酒を飲めば、永遠に養われる。 

47 私は平和の国から涙の谷に来たのだ、正しい者の住処から罪人に語りかけるために降りてきたのだと理解せよ。私
は王の王冠や笏を身に着けているわけではありません。私は謙虚にやってきて、不器用な体を通してあなた方に自分自身を
知らせ、私の光で変身させ、私の教えの無限の真理であなた方を驚かせます。 

48 私はあなた方を恥じることはない。あなた方の罪や不完全さがあっても、あなた方が私の子供であることを否定す
ることはない、なぜなら私はあなた方を愛しているからだ。むしろ、幾度となく私を否定してきたのは、私を恥じる民衆の
方であった。 

49 今日、わたしはあなたがたの間にわが霊を注ぎ、物質主義や伝統や狂信から解放された、霊的で簡素な礼拝をわた
しに捧げることを学ばせるのだ。 
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50 過去の時代に拝んでいた偽りの神々 を打ち倒したあなた方は、私が今、私の言葉によってあなた方の魂の中に形成
している聖域に入る方法を知っている。 

51 私はあなた方の心の中に、私があなた方と一緒にいて、いつもこのような形で教えてくれることを望んでいるのを
見る。しかし、そうあってはならない。もし私があなた方の要求を認めたら、あなた方は愛の業を通して私を求める努力を
せず、私の教えを聞くだけで満足するようになるであろう。 

52 昔から、私の王国はこの世のものではないと言ってきました。父の王国は、父の光の中に、父の完全さの中に、父
の聖さの中にあります。これがあなたの本当の家であり、あなたの遺産なのです。あなたがたは天の国の相続人であると言
ったことを思い出してください。 

この惑星は、一時的にあなたを保護する住居のようなもので、そこであなたの魂は浄化のための試練にさらされ、霊的
な家に戻るときには前進と進歩を達成しているのです。ですから、"なぜ私はこの世で完全な平和と幸福を得られないのか
？"と自問してはいけません。あなたがたに言うが、この地上の谷間で真の安らぎを得た者は、純粋な者でさえいない。 

53 もし、この地球があなた方の望むものをすべて与えてくれるとしたら、もし、この地球に大きな霊的試練がないと
したら、あなた方のうち誰がわが王国に来たいと思うだろうか？ 

あなたがたが犯した罪によって痛みを作り出したのだから、痛みも冒涜したり呪ったりしてはならない。忍耐強く耐えれば
、あなたを清め、私に近づくことができる。 

54 自分がいかにこの世の栄光と満足に根ざしているか、わかっているのだろうか。まあ、あなたをそこから排除した
いという気持ちが強くなるときが来るでしょう。 

55 霊的な高揚によって試練を乗り越えることができる者は、この乗り越えにおいて平安を経験するのである。天を見
つめて地上を歩く者は、つまずくこともなく、贖罪の道の茨で足を痛めることもない。わたしの言うことを聞く者は、愛を
もって試練を耐え忍び、模範となりなさい。もっともっと完璧に進歩することを求めてください。そうでないなら、なぜ今
日まで来たのですか。なぜ、仕事を離れて、こんな固いベンチに座っているのですか？なぜなら、あなたは平和を、光を、
バルサムの癒しの力を求めているのだから。 

これらの大勢は、わが知恵とわが啓示を求め、このメッセージを明日の地方に伝える者たちである。また、多くの罪を
犯した者が、涙を流して私に言った。"父よ、私たちはあなたの言葉を聞く資格がありません。"しかし、私が来たのは、ま
さにあなた方のため、発展の道から外れた人たちのためなのだ、と私は言う。私は決して地上の正しい人を探しに来たので
はない、彼らはすでに救われている。私は、もはや自らを救う力を見いだせない人々 を探し求め、彼らに私の祝福と優しい
愛を授ける。 

56 あなた方の中で、自分の罪のために霊魂が失われたと言われ、それでも自分の過ちを正し、自分を救いたいと思う
者がいるならば、私のもとに来なさい。私がその者を赦し、新しい命に引きあげよう。"起きなさい、歩きなさい 

"というイエスの声を聞いてよみがえったラザロのようになるのです。 

57 同様に、無知な者の目の前に、真実の書、「真の生命の書」を開くことを求める。かつて私を否定し、私を冒涜し
た者たちが、今日、人々 の間に立ち上がり、霊性、謙遜、慈愛の模範となる人々 を形成し、兄弟への愛の業を通して、私の
教えをあかししてほしいのです。 

58 私の教えを活かしているようですが、まだ完璧には程遠いようです。あなたはまだ弱い、三歩も歩かないから、す
でに誘惑に負けてしまうのだ。 

59 そして、もしあなたの両親や子供たちが、私の教えのためにあなたを誤解したとしても、堅忍と信仰の証拠を示し
、恐れてはならない。私の力とあなたの模範が、彼らにこの真理を確信させるだろう。もし、あなたを誤解した人たちが、
あなたが改心させることなくこの世を去ったとしても、気を落とさないでください。あなたが彼らに植えた種は、彼らの精
神とともに持ち去られ、他の世界で花を咲かせるのです。 

60 第二の時代で私が与えた教えを、私の情熱で見極めてください。それらの教えを思い出し、私と共に考えてみてく
ださい。私が彼らのことを話すのは、あと数回だけだということを覚えておいてください。この先どうなるかわからないが
、私が与える新たな啓示を受け取るために、心の準備をするのだ。 

もし、私が（十字架上で）七つの言葉を語るとき、あなたが自分の霊に後悔の念を抱くなら、その言葉はあなたの心に
どんなに苦く、辛いものとなるだろうか。私が渇きをいやすために水を求めたとき、あなたは私に胆汁と酢を飲ませたと、
あなたの良心はあなたに告げるでしょう。 

61 あなたがたは、誘惑と誘惑の時代に生きており、今、平和に過ごしている人たちが、わずかな時間のうちに、対立
したり、神を冒涜したりしないかどうかわからないのですから、祈ってください。今日、私があなたがたに言ったことをい
つも思い出して、（霊的な）警戒と祈りの態勢を常に整えておくように。 

62 私の神聖なエッセンスが、罪人の唇を通して、どのようにあなたに届くかを見てください。これは、力と愛の奇跡
ではないでしょうか。それは、私が岩から水を湧き出させ、暗闇から光を放つ者であるからだ。 

63 もし、世界の支配者たちがこのメッセージを人類に伝えたとしたら、あなた方は自分の賜物を知らずに、果たすべ
き職務もないままだっただろうと、私は謙虚な仲介者を通じて「最も小さい者たち」に語りかけた。あなた方はこの宴会を
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食べることもなく、遠くから眺めるだけで満足しなければならなかったでしょう。私は、理論や科学や宗教的偏見にとらわ
れないこれらの知性の器官（声帯）を通して、社会階級や国籍や宗教や言語の違いにとらわれず、全人類に呼びかけたので
ある。 

64 私の声は、私が王である聖霊の王国から聞こえてきます。あなたが、ディマスのように、十字架から、謙遜に、信
仰をもって、私に「主よ、あなたの王国にいらっしゃるとき、私を思い出してください」と言うとき、あなた方すべてが主
とともにある、その楽園から聞こえてくるのです。あなたの十字架は、私がこの使命を与えたとき、あなたに託したもので
す：教えること、病人を癒すこと、慰めること、私の神聖なメッセージを人類に知らしめることです。この使命は、責任を
伴うので難しく、繊細で、騒々 しいので、それを遂行する際に、私の教えから真理を見つけようとしなかった不信心者、中
傷者、嘲笑者の嘲笑があなた方に降り注ぐのです。 

65 同様に、イエスは苦しみの道を進み、十字架の重荷に耐えられたが、それはあの大勢の人々 の恩知らずとは比べも
のにならないほど小さなものだった。 

66 このように、主人は子供たちに過去の行いを思い出させ、それを現在の行いに関連付けることで、あなた方が私の
教えをより良く理解できるようにするのです。私はこの教えを世界中に広め、人類を啓発し、知らない人生に直面した人類
が目覚め、世界に一つの家庭、一つの家族を形成するために出発することを望んでいるのです。これこそ真のイスラエルの
民、神の民であり、そこでは家系、社会階級、部族の違いはなくなり、すべて一つの部族から出た枝となり、「互いに愛し
合う」というわが掟を実行することになるのです。 

67 この十字架を背負ったあなた方は、わが顕現と奇跡の真実を人類に示す責任があることを認識しなさい。したがっ
て、私はあなた方に心の気高さと、神と人類との関係において自分が何者であるかについての完全な知識を求め、そのため
に私の霊化の教えを与えるのである。 

68 そうすれば、あなたがたはこの戦いのよき兵士、御霊による真のイスラエル人、忠実な弟子となることができる。
この御言葉の真偽を証明するための努力を惜しんではならない。キリストが、説いた真理の証人となるために、ご自分の体
を破壊することを許されたことを忘れてはならない。その前に、ご自分の国はこの世のものではないとおっしゃっていたの
に、なぜその体の命を守らなければならなかったのでしょうか。- 同じように、あなたも-

あなたの精神を待っている永遠の生命を得るために、人は多くの野心的な目標を犠牲にすることができると考えているので
す。 

69 もし、あなたの兄弟が持っている魂の暗い汚れを取り除きたいなら、まずあなた自身が汚れないようにしなければ
なりません。もし、あなたが赦しを得たいなら、まず赦さなければなりません。 

70 地上での最後の瞬間が訪れ、平和に満たされた霊が父にこう言うことができたら、あなたの魂にとってどんなに美
しいことでしょう。"主よ、すべてが成就しました" 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 49 
1 あなたの祈りは花の香りのように私のもとに昇り、私はそれを受け入れる。 

2 あなたの精神に永遠の命のパンを享受させましょう。これは、わが神霊があなた方に与える最初の教えではありま
せん。私はすでに別の時に、人間として自らを現わし、あなた方に謙虚さを身につけさせ、人に善を行うために生き、愛の
十字架で死ぬことを教えました。あなた方がわが言葉を聞くとき、前の教えを理解できなかったので、それがあなた方の霊
が最初に受ける教えのように思えるのです。今日、私は新たに病人を探しに来た。彼らは皆、私の子供たちである。なぜな
ら、あなたたちは皆、この贖罪の谷でうめき、あなたたちの嘆きは私に届くからである。 

3 痛みが非常に強くなったとき、人は神を思い出し、いかに自分が私の教えに無関心で冷たい態度をとっていたとし
ても、私の慈悲を求めて目を私に向け、絶望の中でこう祈るのである。もし、私の願いを聞いていただけないのなら、私の
地上での日々 を短くしてください、苦しむだけでは意味がありませんから。"子に対する愛に満ちた父に対して、このよう
に語るとき、あなたはどれほど無知であるかを示しているのです。 

4 そのために、私は今、私の指示であなた方を不可解な暗闇から連れ出し、最大の苦痛の中でもあなた方が光の道か
ら外れないようにするのだ。やがてあなたは、私があなたを苦しみのために創ったのではないことを理解するでしょう。苦
しみは私からではなく、あなたから来たのです。今、あなたは、道の茨の上にぼろぼろになって残した光と純粋さを取り戻
すために、すべての道を行かなければならないのです。 

5 確かにあなたの人生は、一時的に沈むことを恐れている嵐の海のようなものです。しかし、あなたは自分の不完全
さのために、ここまで沈んでしまったのだから、少なくとも、あなたの試練がとても辛い時には、私の存在と私の力を信じ
てください。私が第二時代の弟子たちにしたように、あなたがたに話す機会を与えないでください。彼らは、私と一緒に船
で旅をしていて、海が泡立ち、イエスが眠っているのを見て、恐れと不安でいっぱいになり、イエスに言いました。私の答
えはこうだった。「信仰の薄い者よ」。 

6 愛する人々 よ、私の教えを理解し、その弟子たちの模範に従って自分の人生を方向づけなさい、あなたたちも弟子
となるのです。わが子たちよ、1950年からは、この言葉を聞くことはなくなることを覚えておいてほしい。今すぐ使って
、あなたを浄化し、もはや罪の道を歩むことがないようにしてください。 

7 第二紀の私の愛の犠牲は、ソドムとゴモラが遺産として残したものでさえ、あなたの身体と魂に負った汚れを洗い
流す方法を示したのです*。私は、人を指導し、従順と愛の道によって救いを得ることができることを示すために、自らを
犠牲にしたのです。 

* これは、ソドム人の大罪である性の倒錯と、その影響が現代まで続いていることに言及しています。 

8 今、私が数え切れないほどの教えを与えた後、あなた方は自らを救い、自らを清めることができるようになったの
です。その時、私は人の間に戻ると告げたが、ここにその約束が実現したのだ。 

9 この言葉を聞く者がみな、わが存在を感じないとすれば、それは彼らの物質主義、罪、そして彼らの心に根ざした
考えが、彼らを主人から引き離すからである。しかし、一瞬の悔い改めによって、彼らはその霊魂に私を感じることができ
るようになるのです。私の愛の光は、ペテロが師の問いに答えてイエスの神性を告白したときのように、彼らを照らし出す
だろう。彼らは邪悪な行為に終止符を打ち、自分の過去を恐ろしく思い、純粋で、有用で、価値のある新しい人生を始める
でしょう。だから、あなたがたは、兄弟が罪と悪徳を背負ってあなたがたのところに来たとき、それを裁いてはならないと
言うのです。このような意図は、姦淫の女を捕らえてイエスの前に連れて行き、わが正義を試したあの集団に似ているから
だ。姦婦に比べて自分は罪がないと思っている人たちに、「自分に罪がないと思う者は、この女に最初の石を投げよ」と言
うと、彼らは恥じて引き下がりました。 

10 もし、わたしがあなたがたを偽善者と呼んで欲しくないのなら、あなたがたはどれほど理解し、誠実で、謙虚でな
ければならないか、わたしが白い墓と呼んだパリサイ人たちのように、外側は美しく整えられ、内側は不潔である。 

11 私の視線は、あなたの存在の深さ、あなたの心の奥底に入り込んでいます。私の慈悲は、あなたの裁きとなる人生
の帳簿に、あなたの業を記録する用意がある。そうすれば、あなたの精神が得る平和は、霊的生活における大きな報酬の前
兆となることでしょう。 

12 今日、皆さんは、イエス様が人から非難され、子供たちまでもが、大人たちに倣って、無邪気に「イエス様を十字
架につけろ！」と叫んだあの日のことを思い出してください。 

13 私は審判に直面し、私が十字架につけられることを宣告されたとき、私の死を望む人々 の間で大きな喜びがありま
した。生贄に捧げられる子羊のように、私はおとなしく首を下げ、書かれているように殉教を受け入れました。 

14 今日、私は再び私の審判の前に立つ。あなたがたにわが真理を示すのは、あなたがたにそれを調べさせ、判断させ
るためであり、あなたがたはその真理にない欠点を見つけ、後でそれを非難することを知っている。私の仕事を裁きなさい
。しかし、私があなた方にわが言葉を与えたすべての人々 を平和のうちに残しておきなさい。 

15 あなた方の中には、霊界に住むときに清くあるために、古来、イスラエルの懐から地上のあなた方の時代まで、そ
の大過を祓い清めた霊がいます。これらの人々 は、この中で私の存在を信じる者たちである。 
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そして彼らは、わが仕事を迫害する者たちに、"この教えにはどんな不完全な点があるから反対なのか 

"と問うであろう。ちょうどピラトの時代、群衆に "何のためにこの男を告発するのか "と尋ねたように。- 

私の声は、あの時イエスの唇が沈黙したように、沈黙するだろう。ある者が私の言葉を裁く一方で、ある者がそれを守るこ
とを私は許そう。この闘いの中から、光ははじけるのだ。私の愛のまなざしはすべての人を包み込み、私の赦しは同様にす
べての人のためにあるのです。 

16 私はアンナスとカイアファの前に連れて行かれて訴えられ、次にピラトとヘロデの前に連れて行かれて裁かれたの
です。あなたがたに言うが、この時、わが作品、わが言葉は、最高評議会の前に、そして新しいピラトの前に出て、裁かれ
るであろう。わが新しい宣言とこのメッセージを信じる国家公務員がいるだろう。しかし、世を恐れて、彼らは沈黙を守り
、わが教義とわが信者が迫害されるのを許すだろう。彼らはその手を洗うが、彼らの魂につけた汚れは洗わないだろう。 

17 第三の時代には、新しい十字架が私に与えられます。これは人間の目には見えないが、その高さから私は人類に愛
のメッセージを送り、わが言葉の霊的本質であるわが血は、霊のための光に変えられるだろう。 

18 あの時、私を裁いた者たちは、今日、過ちを償おうと悔い改める精神で人の心に光をもたらすのです。 

19 わが教義が人間の邪悪さに勝利するためには、まず聖マリアの柱におけるキリストのように、鞭打たれ、あざけら
れなければならないのだ。すべての傷から私の光が流れ出し、愛のないこの世界の闇を照らさなければならないのです。私
の目に見えない血が人類に降り注ぎ、贖罪への道をもう一度示すことが必要なのだ。 

20 あなたがたが今私に課している十字架は、第二時代のものよりも重いのです。当時、あなた方はキリストを知りま
せんでしたが、今は皆、キリストを知っているのに、キリストを非難するのです。今度は、十字架の重さにあえぎながら家
の前を通り過ぎるイエス様を見ることはないでしょう。あなたの罪の重さで、私の霊が重くなるのを見ることはないでしょ
う。しかし、あなたがたは、「わたしは渇いている、人間よ」と言うわたしの声を聞くだろう。 

21 イエスの母であるマリアは、その涙を愛する息子の血痕と結びつけることはしませんが、あなたの忘恩のために、
万人の母として天の国から優しい愛を送ってくれることでしょう。 

22 わたしは新しいゴルゴダに向かう途中で倒れることはない。それゆえ、わたしを助ける者が来る必要はない。しか
し、わがまなざしはわが弟子たちを求め、わが使徒ヨハネのように忠実であることを期待する。 

23 この想起の時に、主人があなた方に言ったことを正しく解釈する術を知る者は幸いである。この時、想起の教えの
中で、神聖なるマスターに耳を傾けたあなた方は幸いである。人類の罪によって形成された深い闇は、師が殉教の十字架を
抱き、再び苦難の道を歩む契機となります。 

今、第三の時代に生きているあなた方は、まだ苦汁の杯を主に捧げていますが、私はそれを謙虚に受け入れて、もう一
つの愛の教えを授けようと思っています。私の顔には、あなたへの愛から流した血と涙が流れている。私の言葉を聞けば、
あなたにも涙が流れ、あなたからは思い出しと悔い改めを強いる。この涙はあなたを清め、私に近づけるのです。 

24 罪を償った女たちよ、元気を出せ。お前の悪はお前から取り除かれ、命の道を強く歩むことができる。あなたはマ
グダラの後を追ったが、堕落した後、悔い改めた。強くなって、魂と体に栄養を与えて、癒されてください。 

25 私は罪人のために来たのであって、正しい人のために来たのではないから、憤慨しないでほしい。健康な子も病気
の子も、純粋な子も汚れた子も、私はすべてのわが子を愛している。ある心は子らのために光を求め、ある心は病める母の
ために執り成し、われはすべての者にわが慈愛を授ける。 

26 もし、あなた方がたくさん泣いたなら、自分を慰めなさい。もし、あなた方の罪のために泣くことを私に求める人
がいるなら、それを受け入れて自分を落ち着かせなさい。泣くことは、後悔と罪悪感に重苦しくなった心の救済と平和にも
なるからです。 

27 覚えておいてください。犠牲が成し遂げられ、私を迫害した者たちが、私の弟子たちの道を照らしていた光は永遠
に消え去り、私の声の沈黙とともにすべてが終わると信じたとき、彼らは私に従う者たちの心の中に、決して消えることの
ない永遠の光の一線を見たのである。ある者が私を誤解しても、ある者は私を愛し、私に従う方法を知っていたので、私が
再び来ると約束すると、彼らは私の帰りを待ち、見守り、祈り、私のすべての示現において、私の存在を感じたのです。 

28 それは現代でも同じでしょう。わが教えの核心に触れた者は、わが言葉の成就を見守り、恭しく待ち続けるだろう
が、その他の者は、私が彼らに示した愛と彼らを救済しようとする私の熱意を忘れるだろう。 

29 私はすべての心の中にある痛みを見る。そして、唇は感じたことを言葉で表すことができないので沈黙しているが
、精神は立ち上がり、私と交わりを持つ。- 

あなたの心のすぐそばで、父の霊が脈打ち、あなたを守り、祝福しているのです。また、1950年以降、人間の心を通して
御言葉を聞くことはなくなると告げられた父の声を聞くために、今日集まった皆さんの勇気を強め、涙を乾かし、祝福しま
す。 

あなた方は第二時代のわが使徒たちに似ている。彼らもまた、私によく耳を傾けていたからだ。私の言葉を心に刻み、
声なき声に耳を傾けなかった人たちに伝えることができるように。 

30 そして私は、あなたが私の作品を思い出す瞬間に、私の存在と私のプレゼンスとともにあなたとともにいる。しか
し、我が受難の記念を厳粛に祝う日があるのは、人間だけです。なぜなら、永遠には（明確な）瞬間も日もなく、ただ一つ
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の "日 

"があり、それは永遠に続き、決して終わらないからである。しかし、私の神業は、創造主の近くに住む義人の精神に存在
し、彼らが父に捧げる崇拝は、ある瞬間だけでなく、永続的なものです。 

31 弟子たちよ、わが宴にあずかり、あなたの霊が待ち望んでいた永遠の命のパンを食べた者たちよ。あなたは私が毎
年死んで蘇ると信じているが、それはあなたの想像に過ぎず、私は永遠に生きているのだ。わが霊が悪徳の巣窟や贖罪の場
に降り立ち、道を踏み外した者たちに光をもたらすと、あなたがたは信じている。あなたがそれを望み、あなたがそれをわ
たしに求めるなら、わたしはそれを実行する。失われた人々 が救いの道を見つけることができるように、わたしはいつも恵
みを与える。わが視線は常に贖罪の鎖を身につける者に注がれ、わが霊はあらゆる世界、あらゆる階層に永遠に存在し、知
識の大小や霊的成熟度によって誰にも差をつけることはないのだ。 

32 わが新しい弟子たちよ、主への敬意と貢ぎ物は、特定の時間や日を待つことなく、あなたたちの父のあなたたちへ
の愛が不変であるように、不変であることを知るのだ。しかし、狂信に陥ることなく、日々 、私の愛の業を思い出すにはど
うしたらよいかを知りたいのであれば、私はあなたに教えましょう：あなたの人生は、互いに愛し合うことによって万物を
創造した彼への絶え間ない敬意であるべきです。 

33 そうすれば、わたしは、あなたが謙虚にわたしに求めること、すなわち、あなたの罪が赦されるように、あなたを
許そう。私はあなたがたを慰め、安堵させるが、あなたがたに言う。自分の過ちを発見し、良心が裁くとき、祈り、過ちを
正し、二度と同じ罪を犯さないように、そして、私に何度も赦してくれるよう頼む必要がないように、力を蓄えなさい。私
の言葉は、あなた方が上昇し、光と霊化へのアクセスを与えるために教えているのです。 

34 この教えは、あなたを私に導く道です。約束された王国を楽しみたいですか？- 

私は、あなたが私と結んだ永遠の契約を思い起こさせ、この契約が破られないように、それを復活させる。イスラエルの人
よ々、あなたがたに問う。永遠のいのちに入って、わたしといっしょにいたいか。- 

今、私を感じなさい、私が予言を確認し成就させ、忍耐をもってあなたがたを教えるから、将来、あなたの口から出るすべ
ての言葉は、あなたの霊から生まれ、私の愛によってあらかじめ準備され、あなたの兄弟に対する慈悲のわざに変えられる
のだ。 

35 隣人を愛し、苦しみを甘んじて受け、汗を流してパンを食え。私があなた方を愛しているように、あなた方自身を
愛し、私が万物の中から選んだこの国を、私が恵みの贈り物を置いた「真珠」と呼んだこの国を、見守ってください。 

36 私があなたを試したとき、トーマスのように振る舞ってはならない。私の側の傷に指を入れて信じられるように、
私に求めてはならない。もし、私があなたの精神を震わせるような教えをしなければならないなら、私を見誤らず、疑わず
、後で悔やんで泣かないようにしなさい。あなたの人生は、試練と驚異、痛みと喜びの道であり、その中で、精神は完成へ
のはしごを形成されるからです。 

37 ペテロのようになるな、これほどの愛をもってあなたがたに教えを授けた方を否定するな、この民に属し、私があ
なたがたに託した霊的な賜物を持つことを恥じるな、そうすれば、あの弟子のように三度ではなく、千度、千度と私を否定
するだろう、あなたがたは数を増し、信仰の欠如は他の国にも影響を及ぼすからである」。 

38 わが大義が裏切られることのないように、ユダの種が心の中で発芽することのないように、そして-

これらの心に目覚めの時が来たとき-

彼らは混乱の中で、あの弟子のように、肉体の死が彼らの犯した罪による後悔から解放してくれると信じているのである。
そうでなければ、決して死ぬことのない霊の安らぎを得ることなく、霊の谷に入ることになるからだ。 

39 私があなたに近づき、私の存在を感じさせるとき、私がどのようにあなたに真の生命を示すかを見てください。し
かし、それを知ろうとする者は少なく、残りの者たちは、私が第二の時代に人間となったときに私を信じなかったので、信
仰を持たずに次第に「死んで」いくのである。今日もまた、あなたがたは、わが言葉とわが顕現した業を疑い、わが身を試
そうとしているのだ。 

40 私の魂は終わりのない受難を受けているのです。どんなときでも、主は十字架の上で高ぶられ、茨の冠が私のこめ
かみをとらえるのです。私の傷は裂け、私は新たに犠牲になる。それは、あなたたちが私の模範の中に兄弟への愛の教訓を
見出し、永遠に生きるためである。 

41 今日、私は霊によってあなたがたのところに来て、私が永遠に生きていることを告げます。一方、あなたがたはし
ばしば死んできました。なぜなら、あなたがたの周りには私がいて、私の言葉を聞いてはいても、種をまく人によって土が
ひっくり返り、種の発芽を支えるように、それを心の中にどう受け止めるかを知らないからです。だから、私の愛の種は、
私の意志どおり、百倍にも実を結び、増殖しなかったのだ。 

42 この時、私は生者と死者を裁く。わが愛の光は、すべての霊魂に、すべての肉体に注がれる。"悲しむ者は幸いで
ある" "彼らは慰められる"謙虚な人は幸いである、彼らは栄光と賛美を刈り取るであろうから。 

43 時が来れば、愛する民よ、あなたたちは立ち上がり、わが聖なる言葉を兄弟たちに伝えなければならない。あなた
方は良き弟子として世界中に散らばり、私があなた方に残すこの新しい福音が広まっていくだろう。第六の封印から発せら
れるこの光は、この時代の人類を啓発し、それとともに謎が解き明かされるでしょう。私の教えは様々 な国に根付き、人々
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が発見していないことはすべて、七つの封印が与える光によって知ることになるでしょう。しかし、あなたがたは自分の受
けたこれらの教えを語り、わが戒律の成就を人に教えなければならない。 

44 わが子たちがわが教えの核心を理解するとき、霊から霊へとわが身を結びつけることがわが意志であったこと、わ
が契約は不可分であるから、私が彼らのもとに戻ってきたことを理解するだろう。 

45 この教えがあっても、わが真理を知らぬ者は生きているとは言えず、犯罪行為をする弟子もいない。私は道を見失
った霊魂を連れ戻し、無知と罪から解放するために来たのだ。 

46 マグダラのように自らを清め、わが奉仕のために生きよ。彼女は愛と悔恨の念から改心したのです。世界は私の愛
に目覚めていないのだから、（少なくとも）私の言葉を聞いたあなた方は、"互いに愛し合う 

"という戒めを果たすことで、私を敬いなさい。 

47 今日、戦争をしている国々 は、「愚かなおとめ」であり、起きていられず、配偶者が現れてドアをノックしても、
眠ってしまったのです。この民（ここ）は、私を感じたからこそ、平和を守ることに成功したのだ。 

48 私はあなたに謙虚さを教えるために、あなたのしもべとなったのです。あなたがたが正当にわたしに求めたときは
いつでも、わたしはあなたがたに与えた。あなたがたの意志はわたしのものである。あなたがたは糧を欠くことがないよう
に、あなたがたの家から欠乏を防ぐようにわたしに求め、わたしは必要なものをあなたがたに与えるのである。私は、あな
たが求めなくても、すべてをあなたに与える。父親が感じない苦しみが、子供を苦しめることがあるでしょうか。あなたが
たのうち、口にするパンのない者、衣服のない者、屋根のない者はだれか。- 

私は、すべてのわが子を見守る。澄んだ空気はあなたを養い、野原はあなたに種や実を与えてくれます。渇きを癒すその水
を与えてくれる泉に不足はなかった。私は人間に知性を与えた。それは、人間が生活の手段を求め、自分の幸福のために必
要なものを自然の中から発見して、十分な生活を営むことができるようにするためである。生き物を創造し、その生命を維
持しているのはあなたではなく、あなたを愛し、それぞれの生き物に運命を割り当てている私であることを理解しなさい。 

49 私が聖霊によってわが身を知らせ、あなたがたに指示を与えるこの時に、私はあなたがたに告げる。あなたの霊を
急いで私のもとに来させ、私の恵みを受け入れて、私の光があなたの中で輝き、「言葉」があなたの唇に宿るようにしなさ
い。 

50 贖罪と悔恨の涙で自らを洗いなさい。あなたの結論が正しくなるように、祈りによって理解を深めてください。そ
うすれば、あなたはわが霊感の光を自分の上に感じ、あなたの喜びは計り知れないものになるでしょう。その霊感を受けた
後、あなた方は私の仕事について兄弟に話しに行くのですが、本当にあなたに言います、あなた方の言葉は真実の証となる
でしょう。 

51 このみことばは、多くの集会所で、多くの声の主たちの唇を通して、同じ意味と同じ形で宣べ伝えられ、（すべて
の集会所で）同じ道を示し、同じ目標を指し示している。 

52 この時代にわたしの言葉を聞いた者は、嘘偽りなく、わたしを理解していなかったと主張することはできないので
す。私の言葉は神の宝であり、あなた方が自分だけのために持っていることを望んでいない。金持ちの守銭奴になってはい
けない。そうでなければ、多くの知恵があるように思っても、何もないことになる。あなたがたに言うが、利己主義は暗闇
であり、魂の暗闇は無知である。 

53 第三の時代におけるわが教えは詳細かつ明瞭であり、エリヤがその言葉であなた方に説明し、さらにあなた方の霊
的兄弟*がその助言で理解しやすくし、あなた方が誤って生きることがないようにするものである。この教えを受けたわが
弟子のうち、このメッセージを人に伝えるというわが戒めを果たすのに弱すぎると感じることができるのは誰だろう。 

* 守護霊のことで、守護霊は弟子を通して自分の存在を知らせることも許されていた。 

54 あなたがたは、積極的な慈愛を実践するあらゆる方法と手段を学び、私に、「父よ、これほど乏しいのに、どうし
て私のパンやお金を隣人に分け与えろとおっしゃるのですか」と言わないようにしたいのです。- 

もし、あなたが慈愛の実践の仕方を知らなければ、これらの教えを兄弟に指導することはできません。 

55 あなたがたに言うが、もしあなたがたの手が貧しい人々 の前で空っぽになっても、あなたがたの精神は常に与える
べきものを自分の中に見いだすことができるのだ。もし、あなたが兄弟と分かち合う物質的なものを何も持っていないなら
、あなたの精神が持っている多くのものを提供するようにしなさい。しかし、もしあなたの施しが物質的なものである必要
があるなら、「（善）意で十分だった」と言って、義務の遂行を回避してはならないことを自覚してください。あなたがた
の父から学びなさい。父はあなたがたに、精神と肉体の両方のために、すべてを与えてくださる。兄弟への愛からすべてを
捧げよと教えたイエスに学べ。 

56 私があなたに言うことができるように、忍耐と愛をもってあなたの十字架を担ってください。祝福されよ 

私の子供たちの心の中に、嵐が吹き荒れるのが見える。彼らに向かって、「見て、祈りなさい。 

57 明日、人類が苦難に包まれるとき、あなたは、今日の試練のおかげで自分の精神を強くすることができたと感謝す
ることでしょう。もしあなたが、戦争中の国々 で何百万人も存在する苦痛、飢え、惨めさの映像を見ることができたなら、
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文句を言う勇気はないだろう。本当にあなたに言う。たとえあなたの兄弟の多くが私を祝福しないとしても、少なくとも彼
らは神を冒涜しない 

58 見て祈りなさい、あなた方はわが恩恵にふさわしい者となり、人間の堕落の原因となるものをすべて祈りによって
滅ぼしなさい。 

59 近づいてくる混乱の後、人々 はわが父の愛を求め、すべてのわが子たちに期待して私を見出すだろう。第三の時代
には、すべての人類が私を認識し、すべての人が霊的に一体となって同じように神を崇拝するようになるからです。 

60 人は「放蕩息子」のように行動してきたが、遺産の最後の残りさえも浪費したとき、父を思い出し、父のもとに帰
ってくるのである。 

61 私は、私の予言の言葉で皆さんに警告します。明日、それが成就するのを見たとき、あなたを教えたのはあなたの
父であると悟ることができるように、それに耳を傾け、それを広めてください。 

62 人類は、これから起こる精神的な戦いから、どれほど遠いところにいるのだろう。わが名を口にしたことのないわ
が子たちのうち、どれほど多くの者が、いたるところでわが名が賛美されるのを聞いて驚くことだろう。 

63 あなたがたは、父に対する敬愛の念を兄弟に教えるために、必要だと思うときだけ私の名を語るようにと言うので
す。 

64 すべての道徳、美徳、正義がこの世から去ってしまったのを見るとき、その再生は不可能に思える。しかし、まさ
にこの点において、わが教義の偉大さが明らかになるのである。 

65 あなた方の心の中に私の教えを開花させてください。愛を持って見つめ合い、霊的な課題のために助け合い、試練
の中で互いに立ち向かいましょう。 

66 あなた方がわが律法を全うして自らを整えたとき、私はあなた方の結合を知らしめるしるしを人類に与えるだろう
。 

67 兄弟たちがこの民の懐で生きたいと心の中で思うように、あなた方はいつになったら備えられるのでしょうか。わ
が顕現のこの時代に、人間の心を通してわが声を聞いた者の任務と責任がいかに重大であるかを理解しなさい。 

68 互いに愛し合えば、大群衆があなた方に従うのを見るだろう。人々 は真の慈悲と愛の模範を待ち望んで、わが真理
に従うだけだからだ。もしあなたが兄弟の心に信仰を刈り取るなら、あなたの存在の中に私の愛を感じるでしょう。その時
、あなたの精神には平和より大きな報酬はないでしょう。 

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 50 
1 ヒバリが羽を広げて子供を覆うように、私の愛はあなたの上に広がる。 

2 あなたを呼ぶこの声は、神聖なマスターの声であり、この言葉は万物を創造した彼からのものである。万能の力を
持つ主は、あなたの心の石を愛と高揚の聖域に変え、闇しかなかったところに光を灯してくださるでしょう。 

3 あなた方の中には、砂漠で迷っている人たちを探しに行くために、私の教えによって変容し、装備される人たちが
出てくるでしょう。何百万人もの魂の中で、渇きを癒すために孤独を感じている人たちがいる。 

ある者は愛を持って、ある者は感動を持って、わが名を再び語ってほしいのです。知らない人に知ってもらいたい。老
人も女も子供も、私の存在を何も知らない人たちがいるのです。すべての人が私を知り、私の中に最も愛に満ちた父がいる
ことを知り、すべての人が私に耳を傾け、私を愛してくれることを望む。 

4 私があなた方の霊魂に我が身を現す瞬間は近いのだから、あなた方は覚悟を決めなければならない。わたしはあな
たがたのところへ行き、すべての心の戸をたたく。ある者はパンを求め、ある者は水を求める。わが弟子ヨハネがあなたが
たに預言したように、「見よ、わたしは戸口に立ってたたく。だれでもわたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは中に
入ってその人とともに夕食をとり、その人もわたしといっしょに夕食をとるであろう。 

5 私があなた方に求めるのは物質的なことではなく、あなた方の精神の愛の業であることを理解しなさい。私の飢え
と渇きは、あなた方が互いに愛し合い、平和に暮らすためだからです。 

6 あなた方の心に私の愛を発芽させ、それでこの人類を蝕む渇きを癒してください。 

7 私はあなたを待つのに飽きませんでしたが、あなたは多くの放浪に飽き、あなたの（発達の）道を長くしたため、
飽きました。わたしに従うことを恐れる者はいない、わたしは彼の杖となるのだから。 

8 人類が精神化されるように、戦え。それが実現するのを見るとき、あなたは喜び、父に感謝することでしょう。し
かし、もしあなたがそれを経験することが許されないのであれば、恐れることなく、種を蒔きましょう。ここで刈り取らな
かったとしても、その先に待っている人生で刈り取ることができるからです。その生活はどのようなものになるのでしょう
か。- 

心配しないで、信じてください。あなたが今住んでいるところよりも、限りなく美しく、完璧なものだからです。あなた方
の言語では、神聖なものを説明したり表現したりする言葉はありませんし、私がその生命を何らかの形で説明したとしても
、あなた方はそれを霊的に把握することも理解することもできないでしょう。どの世界でも、どのレベルでも、そこで必要
なことを教えてあげます。しかし、私はこの世界であなたに明らかにすることがたくさんあります。あなたが道の障害につ
まずくことなく、あなたを待っている人のために上昇することができるように。 

9 謙虚でありながら、慈愛に満ちた知恵を身につけてほしい。わずかな知識によって、うぬぼれ、偉くなったと思い
、笏を握り、兄弟の前で冠をかぶる者がいかに多いかを見よ。謙虚な心を持ち、素朴で愛想のよい人になりなさい。そうす
れば、私はあなたがたに冠を授けるが、人間の虚栄心では授けない。人類にこの報酬を見せる必要はない。- 

与えるものがほとんどない人たちの間で報酬を求めるな。すべての義であり、すべてを所有しておられる方が、あなたを補
償してくださるように求めなさい。 

10 人生の旅路に立ち止まることなく、発展のために一歩も後退することなく。どれだけの苦難と波乱があなたをここ
まで導いたか考えてみてください。心の漁師があなた方を解放し、安全な場所に連れてきてくれたのだ、新たに身を汚して
はならない。 

私があなた方を地上に送ったのは、あなた方の罪を償うためであり、罪を重ねるためではない。あなたがたは、わたし
があなたがたのあらゆる罪を赦すことを見るから、わたしの正義があなたがたのところにやってきて、あなたがたの偉大な
る夢から覚めさせることは決してないと思ってはならない。わが愛の平和が、わが意志があなたに知ってほしいと思ってい
ることをすべて明らかにし、あなたに語りかけるのがわが正義の痛みでないようにする。 

11 学び、神の教えを用い、それを行動とする。これは、あなたが私から学んだことを証明する（最良の）方法になる
でしょう。しかし、もし私があなた方に私の愛に満ちた教えをどうしたのかと尋ねたら、あなた方は聞いたことを理解でき
ず、すべてが未知であると答えないことを望みます。わが言葉を聞いたあなた方が、わが愛とわが正義を、その業をもって
偽りと証明するならば、あなた方は地上にどんな種を残すだろうか。 

12 今この時、世界の国々 、人類の兄弟のために祈ることが私の意志であり、私はすでにあなた方のもとに降りてきた
ように、あなた方全員のもとに「ひばり」*として降りてくることを約束する。 

* 

ヒバリが歌で私たちを楽しませ、翼で若者を守るように、主が「ひばり」の姿で私たちに降り立ち、私たちを喜ばせ、守ってくださ
ることを象徴する詩的な作品です。 

13 ある者は善行で、ある者は苦痛で、またある者は精神的な苦行で、私は愛と喜びをもって、あなた方が私を迎える
準備をしたことを見る。茨の道を歩いて、ナイチンゲールの鳴く木にたどり着き、その歌は心に安らぎを与えてくれる。 
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14 人生、経験、発展の道に出たとき、あなたは相続財産を持って行った。しかし、今、あなたが半ば驚いた私の声を
聞いたとき、私はあなたが相続財産を持っていないことを発見する。 

15 マスターはどの遺産を意味するのでしょうか？- 

精神のそれ。ある者はそれを失い、ある者はそれを世の中の虚栄心と交換したのですから。しかし、あなた方が霊的な賜物
の必要性を感じたとき、自分の中にそれを見つけることができず、あの手この手で恐る恐る探し始めたのです。だから、私
はよくあなた方を「放蕩息子」と呼んでいるのです。 

16 あなた方の心には、過ぎ去った嵐の跡が刻まれ、あなた方の足には、道の茨が残した傷跡がまだ新しい。あなた方
の全身には、永遠のものではないことを理解した人生の苦難が見える。 

17 あなたの霊は不眠と涙の長い夜を過ごしたが、あなたが私を捜すために置いた希望は失望させなかった。美しい夜
明けがあなたを驚かせ、一瞬のうちにあなたの精神を盲目にしたからです。 

18 ついに放蕩息子は、この民を構成するすべての人々 の心の中に存在し、父の家に戻り、あらためて父の声を聞き、
自分が無限の愛に抱かれているのを感じたのです。服が破れ、サンダルのない足を見せる恥ずかしさは、息子の帰りを長い
間待っていたその父が、すべてを許した証として額に父親らしい口づけを感じたときに消え去ったのです。 

19 だから、今日、あなたがたに、あなたがたはみな私を迎える準備をし、私の愛撫にふさわしい存在になったのだと
告げたのです。あなたが休息し、胸の嗚咽が止んだとき、あなたの父はマスターに変身して、あなたが創造され、地上に送
られた任務を遂行し始めるようにと、あなたに指示を与えたのです。 

20 父への愛を深め、父の弟子となる者は、もはやその後の道を踏み外すことはできないのです。すべての者をわが聖
域に入れ、そこに支配する清らかさと完璧さを見て、決して汚すことのないようにするためである。 

21 初心者は、神師の教えの講話に歓喜の興奮を覚え、神師の教えの本質に入り込み、人生の旅路で失ったと思ってい
た遺産が、常に自分とともにあったことを悟る。しかし、彼の目はそれを見ず、彼の心はそれを感じなかった。なぜなら、
彼は耳が聞こえず、目が見えず、自分の霊的な才能に鈍感だったからである。再び強化され、安心と信頼を得た彼は、創造
主を愛し、創造主から愛されていると感じているため、再び自分が残した道を歩きたいという願望を持っているのです。し
かし、迷子になるのではなく、彼らを照らし、茨を取り除き、迷える迷い人を探し出し、彼自身が生命と信仰を取り戻した
あの木への方向を示すのです。 

22 真理をたゆまず探求する人は幸いであり、真理を発見した後もそれを自分の中に留めておかず、人々 の前に持って
きて、その光で兄弟の道を照らす人はさらに幸いである。 

23 私はあなた方を「労働者」と呼んだが、あなた方は真実になることができる。時間、種、水、畑、道具を与えた。 

24 この教えの中で私が伝えたいことをすべて理解してもらうために、私が話すときのシンボルは「シンプル」です。 

25 私はあなたの精神に、あなたを実らせ、あなたを愛撫する私の愛の露を残します。山にも、谷にも、花にも、あな
たがたのような大きな恵みを流したことはない。私の愛はいつもあなた方と共にある。しかし、私が人間の知性の仲介によ
って現在あなた方に与えているこの言葉は、あなた方と永遠に共にあるわけではない。 

26 わが言葉を聞き、心に刻みなさい。多くの人々 の願いと確信のように、私が新しい人間として地上に戻ることを人
類に認めなかったなら、1950年末という示された時以降も、この形で私を聞き続けることを認めないだろう。今日、あな
たはまだ、私がその後に何を用意しているのか知りません。 

27 病人を癒し、やもめと孤児を慰め、権威ある言葉で罪人を改心させ、「らい病人」を癒し、兄弟の霊の道を光で満
たすために、私はあなた方を備えよう。 

28 もう一度、私は生命と愛と霊性化の種を遺す、そして残す。あなたの人生において、これ以上相続を失わないよう
に。 

29 私はあなたに私の平和を残す。私は、巣の中の子を覆うヒバリの羽のように、世界に広がる平和である。いつにな
ったら、霊的に平和のヒバリのようになるのでしょうか。 

30 あなたが栄養を欠くことなく、私の指示があなたの心を喜びで満たす、この愛の巣にあなたを誕生させるのです。
あなたはまだ弱く、翼はまだ成長せず、羽はまばらです。しかし、あなたが空を飛び、距離を乗り越え、荒れ狂う嵐に耐え
られるだけの力を感じる日が来るでしょう。まだ羽ばたき方を知らないために、いつの間にか巣立ちを望み、地面に落ちて
しまった者たちのように行動してはならない。私が道を示すまで待ちなさい。そうすれば、迷うことはない。ひばりの大群
のように、平和の象徴であるオリーブの枝を持って散り散りになり、木の葉の中に新しい巣を作るのだ。 

31 あなたは私に、なぜこの時期に来たのか、と問う。最近、世界で起こったこと、そして現在起こっていることは、
わが来臨と人の間におけるわが存在の宣布であることを知らないのか？ 

32 戦争が最も進んだ国々 をいかに掌握したか、邪悪がいかに最高の発展を遂げたかをご覧ください。嘘は真実である
かのように受け取られ、科学は人類に偉大な秘密を明らかにすることで、破壊のために使われることを許した。そして、世
界はどれだけの不誠実な活動を善として公認してきたことか！？その時、私はあなた方の前に現れて、あなた方の心を啓発
し、奈落の底に落ちようとするあなた方の暴走を止めます。 
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33 私は、私の永遠の真理をもって、あなたに語りかける。もし、あなたが喜びを求め、科学を欲するならば、あなた
は私に真の科学と真の喜びを見出すだろう。 

34 あなた方の惑星はなんと小さいのでしょう。それなのに、あなた方はなんと遠く離れて暮らしているのでしょう。
あなたの世界には、どれだけの不和があるのでしょう。 

35 人間はもはや無知ではなく、その精神的、知的発達は偉大である。したがって、この試練の時における責任もまた
非常に大きなものである。この時代の人は、おそらく、わが法とわが正義を知らないと言うだろう。しかし、これは真実で
はない。なぜなら、彼は光の霊を内に秘めているからだ。その理由は、霊が世の誘惑と快楽に屈し、そのために自分の霊的
な賜物を足元に置き、その前で首をかしげるからです（律法を犯す）。 

36 人類よ、あなた方を愛しているからこそ、私はこのような形で降りてきて実体化したのだ。わが霊は深淵に降り立
ち、わが助けの手は迷える羊を救うために伸びる。私はあなたがたに、口先ではなく、霊で祈り、願いなさいと教えている
のです。私は、あなた方が兄弟とコミュニケーションをとるために、言葉を与えました。 

37 霊の言葉は、あなたの言葉や思考を超えたものなのです。精神が感じていることを、どのように身体で表現するの
か。常にこれらの表現が貧弱になり、祈りの中でこれらの表現を不完全にする。あなたの目からほとばしる、しばしば誰に
も見られない涙は、いつも父なる神によりよく語りかける。あなたの胸の中で窒息しそうな嗚咽、あなたが黙って私の前に
持ってきて忍耐をもって耐える痛み、あるいはあなたの善行は、花が香りを放つように私の前に霊的内容を立ち昇らせるの
だ。 

38 私は、あなた方の間に私がいることを、私の教えという事実で証明する。ある人は、「先生、あなたの教えを実践
するのは難しいし、物質主義の時代には不向きかもしれません」と言うかもしれません。しかし、第二の時代にも同じこと
が言われましたが、異教徒や偶像崇拝者が最も早く改宗したのです。 

39 この大難の時代を告げたように、この混乱が収まれば、人々 の間に調和が生まれると告げているのです。 

40 傲慢な者、自分を偉いと思っている者、慈愛と正義のない者は、来世で一時的に抑えられ、地上では善と平和と正
義が進み、その中で霊性と良い科学が育つようになるのです。なぜなら、私を喜ばせるために神秘的な*生活を送る必要は
なく、誰も私に従うことを強制されることはないからです。あなたが強制的に私に提供する作品は、私に受け入れられない
からです。善意の供物、誠実な衝動、自発的な愛だけが私に届くのです。また、罰を恐れて私に仕えることを望んでもいな
い。神は自分の子供を罰することはないことを、そろそろ知るべきでしょう。だから、これ以上、（私に対する）悪い判断
で私を傷つけないでください。 

* 精神的なものに完全に没頭し、世界から撤退している。 

41 私利私欲に流されることなく、また、報酬を先取りして何かを与えることは、愛でも慈悲でもない。あなたの霊は
、その善行に対する報酬として、この世で愛を刈り取ることを期待しているのではありません。収穫はこの世のものではあ
りません。 

42 この世で自分の使命を果たした人は、心に平安を保ち、唇に微笑みを浮かべ、満足感と謙虚さに満ち、自分が蒔い
た愛のために刈り取ったすべての苦痛を考えることなく、すべてを祝福してこの世を去りました。私は、あなたの作品に対
する完全で公正な報いである。あなたがたが兄弟にすることは、すべて私にもするのだ」と私が言ったことを忘れてはなら
ない。 

43 もし、悔恨と霊的高揚の短い行為のために、わが神聖な光線がこれらの身体（声を伝える者たち）に降り、わが神
聖な指示を表す言葉を彼らの唇に置き、その愛であなたたちを感動させ震え上がらせるなら、あなたたちの霊魂に功績が満
ちて、あの世で自分たちを発見したとき、父はただ何を与えてくれるのだろうか。 

44 私の杖を求めよ、そうすれば与えよう。そうだ、わが子たちよ、求め方を知れば、すべては与えられる。いつか、
わが杖にふさわしい者となれば、それを拒むことはない。しかし、この言葉を正しく理解して、混乱しないようにしてほし
いのです。 

45 世の中の学識ある人々 の多くは、この姿の私を認識することができず、私を否定することでしょう。しかし、この
ことに驚いてはいけません。昔、私があなた方にこう告げたからです。"父よ、幸いなことに、あなたはあなたの真理を未
成年に示し、学識と思慮深さには隠しておられます。"しかし、これは、私が誰からもわが真理を隠しているからではなく
、むしろ、（精神的な）貧しさや無意味さにおいて、心が邪魔されない人々 は、私をよりよく感じることができ、才能ある
人々 は、理論や哲学や信仰の教義で心がいっぱいで、私を理解することも感じることもできないからである。しかし、すべ
ての人のためのものである真理は、定められた時にすべての人に訪れるのです。 

46 多くの人がやってきて、あなたがたに話すのは私ではない、このみことばに注ぐのは私の神聖な存在ではない、と
言うだろう。そこで、あなたがたのうちのある者は疑い、悲しみのあまり私に言うであろう。"先生、どうして私が信仰を
失い、（今）律法も神もない生活を続けなければならないのでしょうか。"と。しかし、本当にあなたに言う。私を感じ、
私を経験した者は、もはや私を否定することはできない。 
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47 思想と闇の勢力の嵐は、長い間、人々 を分裂させてきた。この時、光の嵐が彼らを一つにする。人が築いたバベル
の塔は破壊されたが、民族と民族の心の中には誇りの塔が成長し続けている。そして、この嵐は今、その基礎と壁を揺るが
し始めている。その塔の基礎は不一致ではなく、兄弟愛と調和であるため、破壊されることはないのです。 

48 私の教えを理解するために、私はあなたがたに言う。あなたがたの心に私を受け入れ、私がこの時代にあなたがた
に啓示している教えを理解できるようにしなさい。私があなたに与えるこのみことばは、あなたを永遠のいのちに導く新約
聖書です。この言葉の高い価値を認める者は幸いである。そうすれば、あの世に存在する高い価値を認めることができるか
らである。 

信じるために証拠を求めてはいけない。古代の異教徒の真似をすることになるし、今は時代が違うのだから。第一時代
のように、自分の実体化と疑念を押し殺して、預言者を否定したり、殺したりしてはならない。 

あなたは進化の道を一歩進むために肉体に生まれ変わったのであって、同じレッスンで止まっているのではありません
。もし、私の新しい教えがもっと深いものであるなら、あなた方が理解できるように、私自身がそれをどのように説明する
か見てください。 

49 皆さんは同じ教えを受けていますが、輪廻転生の回数は同じではありません。あなた方は第三の時代に生きている
が、まだ自分がどの時代に生きているのか、何が真実なのか、どれが正しい道なのか分からない人がいる。 

50 光と霊の時代なのに、まだ多くの人が真の神の崇拝を知らない。ある者は我が正義を微塵も恐れず、ある者は勘違
いして神を恐れ、不当な扱いを受けています。 

私は弟子たちに、人は自分自身を恐れるべきであると言う。あなたがたは、自分自身の深い苦しみの中で、私にこう言
うのです。「主よ、なぜ私を懲らしめるのですか」。- 

わたしは、わが子たちの頭にいばらの冠をかぶせたり、肩に重い十字架を載せたりはしない。自らを非難し、自らを戴き、
自らに労苦を重ねる。 

51 正しいイエスは、あなたがたが彼に与えた冠と、あなたがたが彼に課した十字架を受け入れました。彼の犠牲と血
だけが、あなたがたの罪を清めるために登るべき道を、彼の模範によって示すにふさわしいものだったからです。 

52 私はあなた方の裁判官である。しかし、取り返しのつかない私の判断は、愛から生じているのだ。今日、私は生者
と死者を裁く。しかし、誰が生者で誰が死者なのかを理解することを学ぶ。私は復活であり、命である。真理に対して死ん
でいた者たちを新しい命によみがえらせる。私は王として来たが、虚栄の冠はかぶらない。私の王国は謙遜の王国だからだ
。多くの人にとって、私はよみがえる死者なのです。なぜなら、私は霊によって人類のもとにやってきて、「私の王国はこ
の世のものではない」こと、そして、あなたの王、主の声を聞くためには、彼に届くように霊を高める必要があることをあ
らためて告げたからです。 

53 この世にいる間に誘惑に負け、この世と情念の奴隷になった者は、死によって力もなく、魂も発達せず、あたかも
死を自分の中に抱え込んだかのように驚かされる。 

54 悪はこの世に鎮座し、ありとあらゆる形で崇拝されている。善は、あたかも有害で役に立たないかのように嘲られ
、戦わされる。しかし、わが声が無限の中から、わがもとに通じる唯一の道である善の道を歩んで来るように呼びかけるの
は、私があなたの創造主であり、あなたが私に属しているからである。私があなたを求めるとすれば、それはあなたを愛し
ているからであり、私がすべての人に用意した至福の時を誰も失わないようにするためです。私は盗賊のように来てあなた
を驚かせたが、私が探していたのはあなたの精神だ。あなたが重い十字架を背負っているのを見たので、私の裁きによって
その重さを増す必要はなく、むしろ、あなたがそれを背負うのを助けるのです。 

55 あなたがたは罪の中に生まれ、罪の中で生きているのだから、私はまだあなたがたに完全な働きを求めることはで
きないと、まことに言っておく。しかし、わが言葉の力によって、あなたがたの心から美徳が湧き出ることを保証する。あ
なたの霊に存在する賜物は、人類が別の時代の義人や預言者にしか属さないと信じていたものが、今は大罪人にも現れ、そ
の賜物によって人類は救われるのです。 

56 私はあなたの愛に飢え、あなたの平和に飢えています。しかし、もしあなたも飢えと渇きを感じているのなら、何
を私に与えることができるでしょうか。あなたの精神的な使命の達成は、平和ということです。私があなたに託したこの贈
り物を実現できるよう、見守り、祈りましょう。毎日短い時間だけ祈り、残りの時間は精神的、物質的な義務を果たすため
に使ってください。 

57 私が罪人の道を明るくして、彼らが滅びから逃れるようにしたことを人々 に告げなさい。私は失われた者を探しに
来たのだ。正しい者はすでに私と共にいる。 

58 優しさと同時に、しっかりした態度で世の中を渡っていくことを教えてあげよう。あの時、私の出現が始まったと
き、誰があなた方が享受するすべての霊的恩寵を伝えることができたでしょう。 

59 あなた方は過去の予言を研究し、私の新しい啓示が発表されたことを知りました。しかし、あなた方が天の母であ
るマリアの顕現を受けたとき、ある人たちは、マリアの存在も予言されるべきなのだろうか、と考えました。- 

もしあなたが使徒ヨハネの預言を正しく解釈するならば、彼女の「プレゼンス」もまたこの時代になければならないことが
わかるはずだ、と私は真に告げます。 
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60 この民に属する者の何人が、経典を探すことさえしなかったことでしょう。彼らの精神の霊感と心の信仰が、心の
奥底で「これは神の師である」と告げているからです。それは、私たちのスピリチュアル・マザーです。 

61 まことに、あなたがたに告げます、わが霊がその身を現すところには、マリアの母性的な優しさと善意が存在する
のです。 

62 なぜ、多くの人が彼女を誤解しているのか。もし、彼女が女性として生き、その使命が "御言葉 

"を現す身体を産むことに限られていたなら、私は彼女をあなたの母として十字架の下に置き去りにしなかっただろうし、
私の弟子たちも師が去った後に彼女を自分の母として見つめることはなかっただろう、と考えてみてください。 

人類の一部が彼女の純粋さと神性を否定し、別の一部が彼女をユニバーサルマザーと認め、狂信的で無知な偶像崇拝の
カルトで彼女を崇拝している現在、私はあなたに私の光を送り、彼女の存在を付与します。母性の本質、無限の優しさ、神
聖な慰めを広める彼女の言葉を通して、あなた方は人のもとに出て行き、あなた方の最も優しい供え物が天の母に奉献され
る聖域を心に抱くことができるように。そうすれば、あなた方は正しく三位一体・マリアン霊能者の名を冠することになる
でしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 51 
1 弟子たちよ、あなたたちの心は今日、どんな喜びと優しさをもって私を迎えるのだろう。その理由は、以前はあな

たの霊の母があなたの中にいて、その神聖な存在であなたを包んでいたからです。 

2 あなたの精神が、いったん自分を閉じ込めている物質の外、平和な領域に住み、天の母の声を永遠に神聖な歌のよ
うに聞くことができるようになれば、どんな喜びがあることでしょうか。 

3 母なる神への信仰と愛は、兄弟たちの心の中で育まれるよう、私があなたに託した種なのです。わが憐れみにより
、額にしるしを受けた者はみな、先に進み、道を照らすのだ。昔、私は同じ霊たちに、契約と浄化の象徴として、家の扉に
子羊の血の印をつけるように命じた。私だけが、なぜあなたをいつもマークしているのか、私だけがあなたの運命と贖罪の
道を知っている。だから、あなたが悪から遠ざかるように、私の正義がいつもあなたを求めているのだ。 

4 あの時、私の声が鐘の音のように鳴り響いたとき、あなたたちは誰が呼んでいるのかを瞬時に認識し、私の声を聞
き、後に私についていこうと出発したのです。- 

あなた方は誰も、私から受けた贈り物や、身にまとった威厳のために、王や領主のように感じてはいないのです。最も謙虚
でありながら、最も勤勉に（わが律法を）守る者であれ。 

5 あなたの精神的な活動の中で、発展の道筋で得た経験が役立つ時なのです。あなた方は地上にいるときは快適さと
快楽を求め、あの世にいるときは思索にふける生活を送ってきた。今になってようやく、自分の存在意義と精神的な課題の
本質を理解しはじめたのです。 

6 毎日、人々 は道徳的腐敗のために新しい溝を開いている。イエスの労働者であるあなた方は、そこにこの種を植え
なければならない。そうすれば、あなた方の善行の例がわが教義の真実を証しし、兄弟たちを彼らの「物質主義」から解放
することができる。 

あなたの人生を常に正しい道に沿って滑走させましょう。そして、死があなたの霊に永遠の門を開くとき、あなたの兄
弟は言うことができます。"見よ、これは正しい人だった！"と。そして、あなたが私の前に来るとき、父はあなたに言うこ
とができます。"さあ、あなたは永遠に私と共に生きるでしょう！"と。 

7 第三の時代の霊的な羊飼いであるエリヤは、霊たちが主の群れの羊として託された者である。彼こそが、わが神性
の印を押す14万4千人を集め、彼らが印を押されたとき、わが正義が地上に下るのである。今日、エリヤは試練の時に誰も
迷うことがないように、すべての霊に光を灯しているのです。 

8 人びとよ、わが光線は、わが声の担い手を通じて言葉となり、わが教義をあなたがたに説明する。このみことばは
、あなたがたの心に触れ、至福に至る道を示し、あなたがたの十字架の重荷を軽くしてくれたのです。勇気をもって試練に
立ち向かい、愛とやさしさをもって実践することができるように、あなたがたはわたしのことばによって自分を強くしなさ
い。人の舌のゆるみを恐れるな-大いに試されることを忘れるな。 

9 人類が新たに私に対して立ち上がることが必要であり、人々 が私の仕事を偵察することが必要である。このように
してのみ、彼らは真理と公正な法を発見することができ、このようにしてのみ、彼らはわが存在を見いだし、わが知恵と愛
を明確に認識することができるのである。 

10 この戦いで、あなたはとても重要な任務を果たさなければなりません。わたしが律法であり、あなたがたはその解
釈者にすぎないからです。 

11 あなた方は、誰かが破壊できるような立派な神殿を持っていないことを思い、幸せになりなさい。私の子供たちが
集まり、私を呼ぶところには、私は彼らとともにいる。また、この御言葉を止める人間の力はなく、わが意志で定められた
日まで途切れることなくやってくることを告げます。その前に、人がわが弟子たちの唇を黙らせ、あるいは殺すようなこと
があれば、その死体は泣き叫ぶであろう。 

12 わたしのことばであなたがたに与えた予言は、忠実に実現される。わたしはあなたがたを欺いていない。パンの代
わりに石を与えず、魚の代わりに蛇を与えないからだ。私は道であり、真理であり、命である。 

13 第二の時代には、私が来た王国とあなた方が入るべき王国についてのみ知らせました。今、私はこの神の父の家の
多くの美しさを明らかにするために来たのです。この新しい命は、私があなたに約束した平和の王国の始まりなのです。 

14 私の痕跡は、初回からはっきりと残っています。その上を歩け、自分の十字架を捨てずに進め、それなくして自分
を認めることはできないからだ。 

15 人々 が破壊したものを、私が再建する。 

16 あなたの運命が書かれた本である第六の封印の光と霊的な意味に踏み込んでください。 

17 私はあなたがたに、慰めの言葉、指導の言葉、警戒の言葉、そして装備の言葉を与えるので、あなたがたの旅行か
ばんの中に欠けるものはない。 

18 わが預言者たちの予言のうち、どれほどのものがすでに実現しつつあることだろう。ヨエルは言った。"わたしは
すべての肉体にわたしの霊を注ぐ 

"と。使徒ヨハネはこの時代を予言のビジョンで見ていた。そして、わが言葉は永遠に成就し続けるのだ。 
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19 この人々 の心には、神の言葉が響いているのです。あなたは住居を用意し、私はここにあなたと一緒にいるのです
。真の生命の書』はあなたの前に開かれており、それを学ぶたびに新しい教えを受けることができます。しかし、無関心で
眠っている人々 は、1950年まで待つべきでなく、私の出発を告げるけたたましく鳴る鐘まで待つべきでなく、その時にな
って初めて、私の声を聞くために出発したいと思うのです。私の言葉も、私の霊界の言葉も、私があなた方に示したその年
を過ぎれば、もう聞かれなくなることはご存じでしょう。 

20 私はあなたを自由にし、私の血はあなたへの愛の象徴であった。罪や暗黒に帰らないように。 

21 嵐の中で、漂流者の道を照らす希望の光となるために、私の民に準備してもらいたい。本当に、本当に、地球の4

分の3は苦しみを受け、彼らは痛みによって浄化されるでしょう。人びとよ、われに聞け。この言葉をすべての兄弟に伝え
なければならない。 

22 あなた方の心の中にある利己主義を死に至らしめ、慈愛に代えなさい。愛を感じずに愛を説くことは可能なのでし
ょうか？この偽善の仮面をつける前に、私はあなた方を教え、あなた方の心に誠実さが生まれるまで、あなた方を試します
。 

23 私の旅立ちの日が来る。そして、準備の仕方を知っていた者は、霊的に主の右手にいることに気づくだろう。あな
たがたに言うが，不従順な者，禁じられた輪を越えた者の数は膨大であろう。これらの人々 は、私の話を何度も聞いたにも
かかわらず、その教えをどのように使うか、どのように理解するかを知らず、その無知さゆえに、父に、もう少し一緒にい
てほしいと頼むだろう。"私の言葉は王のもので、決して取り戻されることはない"、"私の言葉が一つでも実現しないより
は、天と地が過ぎ去ること、あるいは王の星が輝きを失うほうが早いだろう"。それゆえ、あなたがたに告げるが、わが顕
現の最初の日から、この顕現の終わりをあなたがたに告げ、あなたがたすべてが知り、準備するようにと、わが意志であっ
た。 

24 エリアスは人々 に私の到着が近いことを告げ、同様にロケ・ロハスの口を通して、1950年を私の出発の年、すな
わち人間の心を通しての顕現の期間の終わりとされました。 

25 このとき私は、私のレッスンはずっと先にあり、あなたはこれから遅れをとるのだと告げます。もし、あなたがた
が訪問の日に弱音を吐きたくなかったら、急いで私のレッスンについていけるように努力しなさい。そうして初めて、次の
時期、つまり精神と精神の対話に入るための力を感じることができるのです。 

26 私は、あなたが兄弟を身近に感じ、彼らの賢明な助言を受け入れることができるように、霊界の存在を明らかにし
たのです。彼らは、あなた方に霊性をもたらすために来たのです。なぜ、あなたは一瞬たりとも彼らを物質に引きずり込も
うとしたのでしょうか？ * あなたは成功するどころか、彼らに苦しみを与えることになるでしょう。 

* 物質的、金銭的、ビジネス的な負担をかけないということです。 

27 これらの霊は私の神性と調和して生きている、あなたは彼らが蘇らせたい死者である。私の声は絶えずあなたがた
に言う、「覚悟を決めろ」と。そうでなければ、もしあなたが危険と落とし穴の時代に生きていることを自覚しなければ、
あなたの目の前で偽キリスト、偽エリヤ、偽「光の霊」が立ち現れるのを見ることになるからです。 

28 自分の非を許してくれるのは、世界なのか、人なのか、痛みなのか。木はその実でわかる」と言いましたが、これ
は「自分の行いによって判断される」という意味です。降伏と従順をもって自分の十字架を背負う者は幸いである。しかし
、わが使徒の中には、裏切り者で、利己的で、偽りの弟子が常に存在し、もし可能ならば、「私を犠牲の死へと新たに引き
渡そうとするだろう。 

29 あなた方には従順であってほしい。このような厳しい言葉に値する者を見たくはない。あなた方の兄弟が私につい
て尋ねるなら、あなた方は身を隠さず、また私の話を聞いたことを彼らに否定してはならないのだ。試練の時に、だれもわ
たしに背を向けないように、だれもその嗣業を隠さないように。 

30 わたしは、あなたの心に、わたしの住む霊的な聖域と、あなたの兄弟のための平和の場とを築きたいからである。 

31 私の言葉が、声の担い手を通してあなたの霊を愛撫するこの時を、利用しなさい。心を開いて、この本を手元に置
いてください。あなたが深い無気力から目覚めて、光を求めてこの本に目を向ける瞬間が来るでしょう。 

32 私は、愛の十字架からあなたに語りかける。しかし、今、私の体から流れ出るのは血ではなく、光であり、その光
線は人の上に降り注ぐのだ。私はあなた方に、御言葉の賜物と霊感の光を授けた。あなたの口から七つの封印の謎が説明さ
れ、人類がわが真理を知ることができるようになるのです。私が与えるこのみことばは、人の目から暗い包帯を取り去る。
すべての雑草は根こそぎにされ、その場所に良い種が蒔かれる。 

33 血と悪徳と罪の痕跡の上を歩き、その痕跡を残した者を呪う。その痕跡が前世に残したものでないかどうかは分か
らない。ですから、今は責任から解放されたと思わないでください。そうすれば、あなたがたは、わが正義が、あなたがた
には過酷で容赦ないように見えるかもしれないが、その中には愛だけが含まれていることを理解するようになるであろう。 

しかし、1950年にわが身が去った後、わがナイチンゲールがこの神聖な歌のために沈黙したとき、あなた方はこの言
葉の価値を最大限に発揮することができるだろう。 
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34 わが言葉は王のものであり、わが意志は一つである。その時が来れば、わが戒めと勧告の順序を変えるものは何も
なく、誰も変えることはできないだろう。 

ある者は、1950年はまだ遠く、自由意志を享受する時間があり、後に改宗してわが掟を成就する時間がまだあると言
う。このように考え、感じている人は、なんと貧しく、無知なのでしょう。彼がまだこの世で生きている日数を誰が知って
いるだろうか。自分の意志で自分の存在を長らえさせる主人は誰なのか？ 

35 また、あなたの魂を、わが霊が光の川を注いだにもかかわらず、戸から戸へ、心から心へと、光の施しを乞う苦し
みの影とすることもない。 

36 新参者たちよ、よく聞け。主は、この言葉が聞こえなくなったとき、あなたたちが、私があなたたちに託した新し
い世代の子どもたちの精神的な師となることを望んでおられるのだ。あなたは精神化と道徳を教えなければならない。そう
すれば、あなたの種は私の穀倉に受け入れられるだろう。 

37 第二時代の偽善的なパリサイ人たちは、ことあるごとに私の道を横切り、私の仕事の欠点、私の言葉の嘘を見つけ
ようとしたが、決して見つけることができなかった。 

38 今の時代、あなた方はイエスのように探し出されるでしょうが、あなた方には師匠のような力も知恵もないのです
から、せめて真の道を歩んでほしいのです。私があなたに話したこと、そしてあなたに与えた時間の後、あなたの祈りはほ
とんど霊化されているはずです。しかし、あなた方はまだ世に勝っておらず、精神が物質に勝っているわけでもない。 

39 第二の時代、私はガリラヤの海のほとりで弟子たちを探し、私に従うべき者たちを見つけると、「来なさい」と言
い、彼らは私に従った。彼らはすべてを捨てて私に従った。- 

私の言葉を信じた大勢の人々 に、私は言った。「私の言葉を聞きたいと思う者は、自分の財産を貧しい人々 に分配して、私
に従いなさい。私の王国へ続く道を教えている。"後にキリストが説いた愛と真理の使徒となったこれらの弟子たちは、当
時の人々 の精神的、道徳的基盤を揺り動かす術を知っていた。愛と血をもって、彼らは御父への降伏の業を封印したのです
。私に耳を傾けた大勢の人々 の中から、また、後に私の弟子たちに耳を傾けた人々 の中から、私の教えに忠実な者たち、す
なわち殉教者たちが生まれたのです。 

40 今日、私はあなたの命も血も要求しない。なぜなら、あなたが今日生きているのは別の時代だからだ。とはいえ、
愛と自己犠牲と信仰によって、あの人たちがしたことと同じようなことができないだろうか。 

41 ある者は私に言う、「父よ、私はあなたのために命を捨てる用意があります」、しかし私はあなたに答える、「い
や、わが子よ、何のために命を捨てるのか知らないで捨ててはならない」。むしろ、兄弟たちの役に立つように保管してお
き、使命を終えたら、謙虚に私に譲りなさい。" 

42 今日、あなたは「主よ、私たちはパンのみによって生きるのではありません。私たちのところに来て、あなたの言
葉を伝えてください。" 

43 あなたがたの人生の波乱の中で、わたしを思い出すのだ。あなた方は「強い人」ですが、最も苦しい時に、十字架
につけられた方に向かい、力を求めるのです。 

44 あなた方は、私を求め、私に従う十分な強さを持ち、あなた方の直感は、人々 が（真の）道の光、再臨のわが約束
、第二時代のわが予言、わが使徒ヨハネの啓示を全力で隠したにもかかわらず、私へと導いたのだ。 

45 それにもかかわらず、あなた方は偶像崇拝や狂信から離れ、自分の精神の信仰を守る方法を知っていたのです。そ
して、キリストが帰ってきて、現在人を教えていると聞いたとき、あなたがたは呼びかけに応じ、キリストがご自分を知ら
れた形の単純さ、場所の慎み深さ、キリストに従う人々 の単純さによって、それが師であると認識しました。ガリラヤのラ
ビの謙遜の記憶は、まだあなた方の心から消えていないからです。また、もし彼が再び人間の中に受肉したならば、あなた
はそれを理解することができなかったでしょう。しかし、彼が霊的な形でこの世に現れたのを見たとき、あなたはこの光が
聖霊から来たものだと感じた。それは、私が同じ形で二度来ることはないと知っているからだ。 

弟子たちよ、人々 があなた方について立てる話や意見に耳を傾けず、彼らは単純な心の持ち主であることを忘れないで
ください。しかし、それらがあなたの信仰の光を消さないように、常に武装してください。 

46 私は、あなたが真の人生の道から迷うことがないように、その秘密を明らかにする。今、世界にはあなたを真理の
道に導くことができる人はいない。その秘訣は、良心に身を任せることです。 

47 すべての人、すべての国に指導者がいる。しかし、もし私が彼らに「あなたはどこに導かれたのか」と尋ねたら、
彼らはみな「苦痛と深淵と破壊の中に」と言うだろう。 

48 わたしは、あなたがたに、わたしに至る道がどのようなものであるかを詳しく説明し、あなたがたの霊的な礼拝が
喜ばしく、大きな音を立てるように、地上で清らかに生きることを教えているのです。私は、あなた方が "天皇 

"に対する義務を果たし、また神に対する義務を果たす方法を知っている霊能者になるために、（本当の）人間になりなさ
いと言っているのです。 

49 人間の生活には、それと調和するために満たさなければならない法則があり、自然はあなたに貢物を要求します。
それぞれの掟にふさわしい成就を与えよ。しかし、決して世間への貢ぎ物を誤って、私のためにあるべき供物を捧げてはな
らないのである。理解する。霊的な法則と物質的な法則の両方を満たす者は、私を称え、私に到達することになる。 
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50 ですから、私の教えは霊に限らず、人間の生活、人間が自分の中に持つべき道徳に関係するものなのです。これら
の教えに没頭すれば、人生は一つであり、道も一つであることがわかるからです。 

私が、家族に尊厳を与えよ、両親を愛せよ、夫たちは互いに愛し合え、男は女の中に召使いではなく、価値ある伴侶を
見出せ、女は男の中に自分の守りと盾を見出せ、両親は世界を善の道に導く健康な子供を与えよ、と言っても驚かないこと
です。 

51 もし皇帝があなたがたに労働の報酬を要求するならば、それに応じなさい。労働の道具を手に取り、大地から宝と
愛の実を奪い取るのだ。 

52 しかし、決して過度の野心に支配されてはならない。そうすれば、自由を失い、物質主義があなたを奴隷にするだ
ろう。 

53 あなたの良心が示すものを、あなたの行動のひとつひとつに込め、それが正義を含むようにしなさい。あなた方を
統治する人々 を尊敬し、彼らの呼びかけに従い、すべての人々 の利益のために彼らと共に働きましょう。 

兄弟たちの宗教的信条を尊重し、彼らの教会に入るときは、頭をさげて心から敬虔になりなさい。世を捨てて我に従わず、
世に務めがあるからと口実をつけて我から離れないように。両方の法律を1つに統合することを学ぶ。 

54 私はただ、あなたの魂を無用なもの、偽りから解放し、地上生活の厳しい試練の中で、あらゆる不幸、束縛、屈辱
から立ち上がることができるようにするためです。この地上には、あなたの霊を支配する力を持つ者は一人もいない。 

55 私の教義に与えられた悪い解釈を破壊するために、このように話さなければならないのです。今日、わたしはこの
人々 を通して、自分を知らせる。彼らは正しくないが、それでも、わたしの意志に従って選んだ人々 である。 

56 彼らは知っている。準備と純度が高ければ高いほど、彼らの心に入るインスピレーションは大きくなる。これは、
かつて罪を犯し、今日、わが言葉を知らせるにふさわしい自分を作ろうと苦闘しているこれらのわが子たちの刷新と向上の
ためである。 

57 完璧を求めるなら、声の担い手にそれを求めてはいけない。わが言葉の霊的な意味においてそれを求めよ、そこに
わが現存を見出すであろう。 

58 人々 よ、あらゆる形の慈悲を実践することを学びなさい。しかし、賞賛や賛美を求めるために、あなたの作品を公
表してはならない。この報酬は小さく、その結果、私があなたのために用意している大きな報酬を失うことになるからだ。 

59 魂を清めるだけでなく、体を強くして、君たちの中から出てくる新しい世代が健康で、その魂が難しい使命を果た
すことができるようにと伝えているのです。 

60 祈れ、ただし祈りは短く、残りの時間を法の実践のために使うようにせよ。わたしがあなたがたに求めるのは、わ
ずか五分の祈りである。しかし、その間に、あなたがたはわたしに身をゆだね、あなたがたの良心にわたしの声を聞くよう
にしなければならない。まことに、あなたがたは、すべて目を覚まして祈っているのではない。わたしの鋭い目が、しばし
ばあなたがた自身さえ突き通すことのできないあなたがたの心に入り込み、その中に隠しているものをすべて見出したのだ
。 

61 今、人類は審判のときを迎えているのです。人ごと、人ごと、国ごとが、わが神性によって裁かれているのです。
しかし、人はそのことに気づかず、また、自分たちがどのような時代に生きているのかも知らない。それゆえ、私は霊に乗
ってやってきて、人間の心に私の光線を降ろし、その仲介によって、誰があなたに語りかけているのか、あなたが生きてい
るのはどんな時代なのか、あなたの任務は何なのかを明らかにしたのである。 

62 私はこの民の心にわが三つの遺言の内容を置いた。あなた方は真理と律法を持っていると知っていながら、まだお
互いを誤って判断しているのだ。これは、諸国に漂う戦争の影響が、あなたにも及んでいるからです。 

63 存在する唯一の神，シナイ山でその力を示し，律法を明らかにしたとき，あなたがたはエホバと呼び，イエスのう
ちにわたしのことばがあったので，あなたがたはイエスと呼び，わたしが真理の霊であるので，今日，聖霊と呼んでいる方
が，あなたがたに語りかけるのである。 

64 たった一人の神が存在するところに、どうして三人の神を見たのでしょうか？皆さんはこの神の子なのです。なぜ
、この地上では、兄弟として互いに愛し合うことを知らないのでしょうか。人が人に殺され、血が川を流れることを知って
いながら、地上に溢れる痛みはあなた方の心を揺さぶることはないのです。 

わたしはあなたがたに言った、「祈れ、わたしの戒めを実行すれば、戦争も飢饉も疫病も未知の病も恐れる必要はない
。しかし、もしあなたがたがこれらの災いから解放されたなら、それはあなたがたが隣人のために祈り、その人の世話をす
るためである。祈りの力を疑ってはいけない。祈りは霊の最大の武器である。 

65 人間の愚かな手が、人類に襲いかかる浄化の力と要素を抑えていた門を開けてしまったのです。 

66 地球の国々 よ、あなた方は非常に苦い杯を飲み、心の奥底まで痛みを感じている。なぜなら、あなた方がそう望ん
だからである。この体験から、あなた方の精神に光と利益をもたらすことができるように、忍耐を飲みなさい。あなた方が
自分の中で破壊した神殿の廃墟にあなた方を連れて行き、そこで私の声を語り、再び私の法を所有できるように、再建しな
ければならない真の道を求めて旅立つのです。 
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67 祈り、功徳を積むのだ、人々 よ、戦争は君たちの国を待ち受けている。あなたのスピリチュアルな使命があなたを
待っています。飢えと病気と死に支配されてはならない。もしあなたの信仰が強さを欠くなら、あなたの兄弟が自殺し、あ
なたの子供が飢えに苦しむのを見て、絶望で髪を引き裂かなければならないでしょう。あなたの飲む水は苦くなり、あなた
の山と谷は乾き、木は実を結ばず、その富と豊かさゆえに多くの人が約束の地と考えるこの地は、自由とパンを求めて近づ
く外国人には何も提供できなくなるのだ。 

68 本当にあなたに告げよう。啓示と慈悲に満ちたわが知恵の隠し財産は、人類が父に視線を向け、大声で謙虚な姿を
見せ、私が彼らに用意したすべてのものを浴びせる時を待つばかりであるが、あなたは常にわが正義に挑戦し、今回、私は
あなたの挑戦を受け入れたのだ。 

わたしの力は大きく、わたしの軍隊は多く、わたしの武器は征服しがたい。しかし、私は死者の上に立つのではなく、
生者の前に立つのだ。私は誰一人としてへりくだることなく、すべての者が顔を上げてわが名をほめたたえる。それゆえ、
わが民であるあなたがたの間で、一人の「働き手」が別の「働き手」に対して、また、一つの共同体が別の共同体に対して
、一致、慈しみ、尊敬、愛を見ることを望むのである。 

69 あなた方の心の中にある偶像崇拝、狂信、あなた方の習慣や神への崇拝に存在するあらゆる無用なもの、悪いもの
を破壊するために、この時間を与えよう。人類に降り注ぐ神の言葉を感じ、しかし、わが正義の中にわが平和を感じよ。 

70 涙と血の谷よ、人が王座を設けて自らを崇拝し、その手で自らの墓を掘っているのだ。私は彼らを罪と死から解放
するために来た。彼らは自分自身を縛り、奴隷にしたのだ。あなたがたに言うが、この世界はもはやこれらの人々 のもので
はない、それゆえ、刻々 と彼らを遠ざけているのだ。 

71 地球は、自己犠牲と寛容の母のように人間を庇護してきましたが、これからは、彼女の子宮ではなく、もうひとり
の母、天の母が子供たちの到着を待ち、至福の永遠の約束である彼女のマントで彼らを包む高みへと続く道を、あらゆる場
面で彼らに示してくれることでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 52 
1 わが神聖なる存在によって自らを養い、わが律法の遂行に強くなりなさい。そうすれば、報いとして、あなたがた

の働きの中に安らぎと快適さを見出すことができるでしょう。あなたの兄弟のために真のとりなし手となり、あなたの祈り
とあなたの功績によって、わが霊の平和を彼らにもたらすのです。この誘惑の時代に、あなた方からわが恩寵を奪ってはな
らない。試練に打ち勝つために、あなたの精神を強くしてください。 

2 あなたを愛さない者のために、執り成し、功徳を積むことさえしてください。あなたの天の母であるマリアのよう
に行動しなさい。マリアは、彼女に望みを託す人のためにも、彼女に心を閉ざす人のためにも、彼女の純潔と神性を否定す
る人のためにもとりなしてくれる神聖な代弁者なのです。 

3 難しいのは君たちの仕事、高貴なのは君たちの運命だ、みんな。これ以上、私が示した道から外れないように。私
はあなた方の心に聖域を築いた。しかし、その中で信仰の炎を消してはならない。また、あなた方を霊化する理想を死なせ
てはならない。あなたの神殿を闇に包んではならない。その門をたたく者があっても、求める光を見つけることはできない
し、わが声の響きを聞くこともできない。あなたがたの心に、わが現存とわが言葉を携えなさい。そして、まことにあなた
がたに告げよう、あなたがたの聖域を破壊し、あなたがたの道を退かせるものは誰もいないであろう。誰があなたが私を愛
することを妨げることができようか。 

4 しかし、人々 は自分たちが生きている時代を意識しようとしない。人類に良い知らせを与えるためには「民」が装
備することが必要であり、その民が、私の神聖な言葉を聞かせるために私が選んだこの人であってほしいのだ。 

私があなた方に常に装備を整えるように言うのは、あなた方が人間の心を通して私の顕現を証ししなければならないか
らです。この証しは、私から学んだ教義を繰り返すことにとどまらず、霊力の証拠を示すべきです。それが、頑迷な罪人を
改心させたり、見捨てられた病人を癒したり、私が教えたその他のわざを行うことにしても、です。覚えておいてほしいの
は、まず人生の刷新と精神化の始まりを達成することなしに仕事に向かうと、愛と慈悲を説いても、偽りの美徳を誇示し堕
落を隠した偽善者パリサイ人のようになることだ。私の新しい弟子たちの中に、不誠実な者や偽善者はいらない。 

5 私の教えが地上に花開くことを切に願うなら、私があなたに伝えたように純粋に蒔き、あなたの善行の水でこの神
聖な種に水を与えてください。私の守りを信じて、あなたの道を歩んでください。 

6 あなたが私の神聖な光に触発されて仕事を始めるとき、誰があなたを止め、黙らせることができますか？- 

誰も、わが民よ、イエスの時代に誰もイエスを黙らせなかったのと同じように。もし、ある罪人に対して沈黙していたとし
たら、それは、御言葉の真理を御業によって証しされたので、あなたに謙遜のレッスンをするためだったのです。 

7 私の言葉がこの声の担い手を通して響き渡り、誰も彼らの唇から出る神の声を黙らせることができなかった年月を
知るがよい。あなたがたに言うが、1950年は途切れることなくやってくるだろう。しかし、その年の終わりが来れば、わ
がナイチンゲールはわが教えを伝えるために沈黙する。わが顕現のこの段階において、わが媒介を通してあなた方に伝えな
ければならないことは、その時にすべて完了するからだ。 

8 あなたは、私の教えを、作品、言葉、思考であかしし、私があなたの霊からはじき出させる光の流れを止めるもの
は何もない。しかし、あなたの沈黙の時間もやってくる。私はあなたの唇を封じ、あなたを（私のもとに）連れ帰る。あな
たの仲介によって私が言わなければならなかったことは、その時、最後の言葉まで言われるのだ。 

9 集まっている場所が違うからと区別することなく、皆さんには団結してほしい。すべての人に届いた教えは一つで
あり、あなた方の心を照らす光は、ある人にもある人にも同じだからです。 

10 私は、あなた方の信仰を守り、私があなた方に託した仕事を見守るための手段を与えたが、互いに傷つけ合うため
の武器は決して与えてはいない。この人々 を形成する者は、私の精神的大義の兵士であって、決して敵にならないようにし
たいのです。 

11 私の心の秘密の部屋は、この時、霊的に貧しい人々 、正義に飢え渇く人々 を霊的宝物の持ち主にするために開かれ
たのです。嬉しくないですか？人々 よ、あなたの心は感謝で震えていないのか。- "そうだ 

"とあなたは私に言うのです。しかし、私はそのイエスが言葉や考えではなく、兄弟への愛の業で表現されることを望んで
います。 

12 今、私はあなたがたに言います。あなたは苦しみを背負ったまま、多くを歩んできました。恵みの源で、この贖い
の水を飲みましょう。今はまだ弱いが、やがて強い者に生まれ変わり、わが大義のために戦い、試練に立ち向かえ。 

13 サンダルを履いて、新しい道を歩んでください。そこには、慈悲と愛の種をまく機会が無限に待っています。あな
たはまだ恐れている。だから、人類に新しい時間を知らせたくなかったのだ。- 

父なる神があなたの中に置かれたものは、あなたの兄弟のものであり、あなたはそれを彼らに知らせなければならないこと
を理解しなければなりません。 

14 私は今回、新しい霊的な贈り物や能力を与えることはしません。しかし、時間がないので、お願いします。あなた
は何を待っているのでしょうか。あなたの課題の遂行を始めるために。あなたは、不信心な人々 がわが言葉、わが新しい顕
現を馬鹿にし、いたるところで偽りを公表するまで待っているのですか？ 
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15 私の教えを行動に移し、それを実践してください。まことにあなたに告げよう、冒涜する唇は沈黙し、反抗してい
た者たちはわが教義の解釈を見出そうと、注意深くあなたに近づき、あなたの業が愛と慈悲に彩られているなら、わが真理
の非常に偉大で雄弁な証を見出すだろう。あなたが病人を癒すのを見て、どれだけの人が自分の大切な人をあなたのところ
に連れてきて、苦しみを救ってくれるという希望に満ちていることでしょう。 

16 私の教えを純粋に伝えれば、病人を癒すのに身を隠す必要はない。この時代、あなた方は私の教えを実践するため
に地下墓地を探し求めるのではなく、日の光の中でそれを実践しなければならない。- 

安心してください。自分の周囲で信じられなければ、熱烈な心を持つ他の地方に行けばいいだけのことです。 

17 あなたが宣べ伝えるべき真理を最初に確信し、この信仰をあなたの兄弟に伝えることができるようにしなければな
らないのです。もし、あなた方の心に疑いが入り込めば、それはあなた方の献身に致命的な打撃を与える短剣のようなもの
でしょう。 

18 あなたの上には、すでに3つの時代が流れているのです。自分の最高の運命を果たすために出発するのだと理解す
ること。スピリチュアルな惰性から目覚め、あなたの進化の道をしっかりと歩んでください。 

19 主の道を歩んでいながら、なぜ誘惑に驚くのか、私に尋ねてはならない。そのときこそ、自分が最も試されている
ことを理解する。だから、私はいつも「誘惑に陥らないように見なさい、祈りなさい」と言っているのです。 

20 兄弟があなたに質問しに来る日も近い。それでは、私が愛情を込めて明らかにしたことを隠してしまうのでしょう
か。- 私の教えの中で、恥じるべきことは何もない。 

21 地上の嘆きが増し、戦争の噂が高まるのを待たずに、自らを奮い立たせてください。祈り、日々 の慈悲の行いを行
うことで、悪の力を打ち消すことができるのです。 

22 もし、あなた方の中で、自分の任務を遂行するための準備をしない者がいれば、それは私があなた方の霊に与えた
能力を知らないからだ。 

23 わが言葉の霊的な意味を見いだす方法を知る者は幸いであり、彼らにはこの遺産が与えられる。神の真理を求める
人は、常に創造主に従ってきた人たちです。彼らは、この謙虚な姿の中にマスターの存在を見出すのです。 

24 外見上、この時の私の姿は貧弱に見えるかもしれません。しかし、まことにあなたがたに告げよう。わたしは、わ
たしのことばを聞く者の心に聖域を築いたのである。この時代に私が選んだ人たちの間に順位があるとは思わないでほしい
。私はすべての人を平等に愛している。わが言葉を伝える人々 の声の才能が、自分たちの功績によって達成されたとは思わ
ないでください。この恵みは非常に偉大なものであり、人間がこの恵みを受けることができたのは、ただ私の愛によるもの
であった。 

25 この課題は、受けた側にとっては、なかなか果たせないものです。この十字架の重荷は大きい。この世の必要から
離れず、物質的な義務を放棄することなく、声の担い手は、わが霊感の神聖な光線を受け取ることができるような霊化の程
度に達しなければならないからだ。 

26 神様はこんなにも愛を持って自分とともにいてくださるのだと驚く瞬間があります。あなたの驚きは、自分の汚点
や不完全さを自覚しながら、この偉大な父の愛の証にふさわしくないと感じていることからきているのです。私の愛はいつ
もあなた方を驚かせます。なぜなら、あなた方が自分たちに慣れているように、私を裁いてきたからです。なぜ、恨みや復
讐心、わがままが私の中に隠されているという考えを持っているのでしょうか？私はあなたに言います。あなたがたは、自
分の良心に照らして内面的に自分を裁くとき、自分の犯した罪について正直かつ謙虚に告白することによって、われが降り
てきてあなたがたにわが王国について語るにふさわしい者となるのだ。 

27 あなたの罪にもかかわらず、私の愛があなたをどこまでも追ってくることに驚かないでください。あなた方は皆、
私の子供です。あなたはこの世で、両親の愛に神聖な愛のイメージを抱いてきました。あなたは彼らに背を向け、彼らの権
威を認めず、彼らの命令に従わず、彼らの忠告を聞かず、あなたの悪行によって彼らの心に傷を与え、彼らの目があまりの
涙に乾き、彼らのこめかみに白い毛が現れ、彼らの顔に苦しみの跡が残るかもしれませんが、彼らは決してあなたを愛する
ことをやめず、あなたに対して祝福と許しのみを持つことでしょう。しかし、もしあなたが地上で持った、完全ではない両
親が、純粋で崇高な愛の偉大な証拠をあなたに与えたのなら、どうしてあなたは、これらの心を創造し、彼らに両親という
任務を与えた方が、完全な愛であなたを愛していることに驚かれるのでしょうか。「愛は最高の真理です。真理のために私
は人間となり、真理のために私は人間として死んだ。 

28 この時、私はあなたがたに血の犠牲を求めない。しかし、ある者は、その狂信に一瞬目を奪われ、不純な生活を送
った後、わが名において命を捧げたのである。それらの行為は、真の種を蒔くことができず、狂信を助長し続けることにな
るのです。 

29 だから、自分の言葉を実感して話せ、教えを心に刻めと言っているのです。自分の人生ほどよく語るものはないだ
ろう。 

30 私の愛はあなたを驚かせません。しかし、あなたが世の中でしばしば非常に苦いカップを空にすることを経験して
も、それを疑うことはありません。- 

人間は、低く沈んだり、暗闇に満たされたり、私に戻ることをためらったりすることがあります。しかし、彼らが私を自分
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の存在として感じ、私を遠くに感じなくなり、私を他人として見なし、私の存在、私の愛、私の正義を否定することができ
なくなる時が来るのです。 

31 人間は、わが国の平和に似た精神的な平和の世界を地上に作り出すことができるように、その堕落によって、悪徳
と邪悪と後悔の地獄のような存在を送ることもできるのです。 

32 来世でも、魂の傾き、異常、情熱によって、闇、腐敗、憎しみ、復讐の世界に遭遇することがあります。しかし、
あなたがたに言うが、人が地上の形やイメージによってのみ想像する天国も地獄も、魂の発達の異なる段階にすぎない。一
方はその徳と発達によって完全の頂上にあり、他方はその闇、悪徳、妄想の深淵にある。 

33 正しい魂にとっては、どこにいても創造主の平安と天国が得られるからです。一方、不純で混乱した魂は、最高の
世界に身を置いても、その中で絶え間なく自責の地獄を感じ、これらが浄化されるまで、その中で燃え続けるのです。 

34 あなたがたの父である私が、あなたがたを罰するために、あなたがたを侮辱するために、永遠に復讐するために、
特別に場所を作ったと信じるか。 

35 このような理論を教える人たちは、なんと限られていることでしょう。 

36 永遠の闇と永遠の苦しみが、ある霊を待ち受ける結末だと、どうして信じられるのでしょうか。たとえ罪を犯した
としても、永遠に神の子であることに変わりはない。もし彼らが愛を必要とするならば、ここに父がいる。もし彼らが赦し
を求めているのなら、ここに完璧なジャッジがいる。 

37 私を求め、自分の過ちを正そうとしない者は、私のもとに来ることはないだろう。しかし、わが正義とわが試練に
抵抗する者はいない。清められてこそ、私のもとに来ることができるのです。 

38 弟子たちよ、もし、わが言葉を聞いた瞬間に理解できなかったとしても、それを記憶にとどめ、安息の時に思い出
し、理解しなさい。そうすれば、私が教えたことの多くを理解できるようになるでしょう。もし、あなたが知識を蓄えなけ
れば、これから来る多くの人々 に何を伝えることができるでしょうか？ 

39 私はあなた方を区別することなく、私のプレゼンスに入らせ、私の教えを授ける。私はあなたにミニストリーを託
す前に、あなたの涙を乾かし、あなたの傷をふさぎ、あなたの霊的な飢えと渇きを癒すのです。そして、私の愛の証しをあ
なたがたに与え、あなたがたの心に信仰と希望の光を灯したとき、私はあなたがたに言った、「あなたがたはみな召されて
いる。そして、"どちらへ、どこへ導いてくださるのですか？"と聞く人もいます。- 

これらは、世間とその快楽に憧れる人たちです。他の者は私に言った 

"主よ、私たちはあなたに選ばれた者と呼ぶに値しません。" "しかし、あなたの意志は私たちのために行われます。"- 

この人たちは、すでに上を目指す準備ができている人たちです。 

40 私に従う者には、世界の平和を「見守り」、「祈る」ことを胸に刻みます。諸国民はやがて祈りを上げて、私がい
つの時代にも差し出してきた平和を私に求めるようになる。以前は、仕事の成果を味わわせ、人の血の流れる川を見させ、
苦痛の映像、死体の山、廃墟と化した都市を見させたのです。私は、人々 が石化した心で、家の荒廃、罪のない人々 の絶望
、痛みに耐えかねて子供の引き裂かれた遺体に口づけする母親、人間の絶望、恐怖、すべての嘆きを間近に見て、彼らの傲
慢さの中に屈辱を感じ、彼らの良心は、彼らの偉大さ、彼らの力、彼らの知恵は嘘であり、本当に素晴らしいものは神の霊
から来るだけだと教えて欲しかったのです。 

そして、良心の視線と声から逃れることはできないので、自分の中に闇と後悔の炎を感じることになる。 

41 私は、人々 が他人の命に対して行ったことの責任を問うだけでなく、自分自身の命、自分の身体に対して行ったこ
との責任も要求するつもりです。では、永遠の時計が彼を呼び出そうとするまさにその時に、彼が霊として私のもとに来た
と、誰が言えるだろうか。- 誰もいない！- 

しばしば、あなたは早すぎる老化によって自分の存在を縮め、時には、あなたの涙や白髪の1本にも値しない理由で消耗し
てしまうからです。 

42 私は執拗で完全な正義であり、あなたの創造主である最も純粋な愛から生じている。私はただ、あなたが世の中の
快楽から離れ、私の言葉を聞くよう求めるだけである。マスターは、新しいレッスンであなたを喜ばせるために、その完璧
な教えの本を喜んで開きます。わが教えの一つでも、あなたを救うことができたことが、どれほどあったことでしょう。こ
のとき、あなたの精神は目覚め、その生命の起源から受け取った命令を感じています。 

43 あなたの心には、地上で収穫したむなしい種が眠っていることがわかりました。 

44 大勢の人間の中には、大罪人がいる。情念の汚れに魂を転がし、（他人の）名誉を奪い、老人の白髪を落とし、他
人の財物を盗み、子供の純真さを汚し、肉体的にも道徳的にも隣人を殺した者たちである。 

45 私の話を聞いて、家庭を冒涜し、神や人間の法を犯し、心の信仰を消滅させる者がいるのです。しかし、わが言葉
が彼らの心の柔らかい糸に触れるのを聞くと、彼らは言う。"語るのは裁判官である。しかし、彼はなんと親切に私たちの
誤りを理解させ、なんと繊細に私たちを教え、正してくれるのだろう。"と。この声を聞いた心が出会いの場を離れると、
生命とそれを取り巻くすべてのものが物質的な光に照らされるだけでなく、創造のあらゆる場所で人間に語りかける神の光
で溢れかえっているように見えるのです。そして、自分を清めた者の目の前に、物質や肉欲的な快楽や罪しか見えなかった
ところに、素晴らしい人生が現れるのである。彼の精神の前には、彼が思ってもみなかった存在が現れる-
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啓示、約束、インスピレーションに満ちた存在。それは愛の奇跡であり、言葉だけの奇跡ではない。私がわが身を知らせる
この謙虚で文盲の声の担い手たちよりも、もっと精妙で完璧な方法で語る人がどれほどいたことだろう。しかし、これらの
言葉のひとつひとつに込められた霊的な意味は、神の愛からしか生まれません。 

46 このような形でわが言葉を聞いた者はほとんどいない。しかし、本当に言っておくが、たとえ彼らの心がこれらの
霊感を理解することに成功しなくても、また彼らの唇が、彼らの霊的賜物によって絶えず受けているすべてのことをどのよ
うに表現したらよいかを知らなくても、すべての人は魂の中にある聖域の沈黙においてわが声を聞くのだ。装備すれば、こ
の真理を理解することができます。 

47 この「第三の時」において、エリヤは日々 あなたを危険から救ってくれる羊飼いである。あなたが祈るとき、寝室
の居心地のよい隅に手を伸ばし、「砂漠の孤独」の中であなたに寄り添い、「長い一日の旅」の中であなたに付き添う方で
す。あなたを守る人、あなたに勇気を与える声が必要なところには、第三の時代の霊的羊飼いであるエリヤがいるのです。 

48 エリヤがどこに住んでいるか知りたいのなら、それは霊の王国にいると言っているのだ。あなたがたのうち、誰が
彼を見るために立ち上がることができようか。- まだ誰もいない。- 

そのため、彼はあなたのところに来て、あなたの心につながる道を準備し、その後、マスターが来て、あなたの全存在を啓
発するのです。しかし、私がより純粋で完全な私を求める人のもとに降りてくるとは思わないでください。そうではなく、
私は私を求めるすべての人のもとにやってくるのです。各人がその霊の能力に応じて私を求め、神の存在について最も隠れ
た部分で持っている信仰の炎を消すことはないだろう。 

49 この時代、人々 が霊から霊へと主とつながることができるようになること、人の心の中に真の聖域ができ、そこで
父の声を聞くようになることが、私の意志である。 

50 このような精神化を達成するためには、人は宗教の偉大な戦いに参加しなければならないでしょう。 

51 今こそ、人々 は創造主である神に、それを受ける者、それを捧げる者にふさわしい礼拝と貢ぎ物を捧げるべき時だ
とは思いませんか。 

もしあなたが自然のさまざまな王国を研究し観察するならば、その中にあなたの手本とするに値する例、教え、たとえ
話を無限に見いだすことができるだろう。私は、下等な存在があなた方の主人になるべきだと言っているのではありません
。しかし、私は、自然、生命の全体が、神を著者とする書物であることを伝えているのです。私の完全さ、私の愛、私の正
義を、言葉ではなく、行いで認識させるために、私はその書を人々 の前に開いたのだ。 

52 偽りの学問の書物や、あなた方の理論に私を求めてはならない。これらの理論は、あなた方の住む物質主義のため
に、一般的に誤っている。あなたにはすでに、あらゆる点で自由意志を十分に享受して歩むことが許されているのです。今
日、私はあなた方に、急ぎ足のコースを止め、人生で得た経験、あなたが歩んできた長い道のりで見たもの、感じたもの、
苦しんだものについて、しばらくの間、振り返ってみるように言っています。本当に、本当に、あなたがたに言います。こ
の光（知識）を使う者は、自分自身の原点に導く真理の道を見いだすでしょう。その道は私であり、それを知る者は私を知
っている。私は、道の始まりであり、終わりである。私はアルファでありオメガである。 

53 私は、親友のように最も親しい言葉であなたに語りかけ、あなたのために謎を照らし、これまであなたの人知から
隠されていた秘密を明らかにする「簡素の達人」です。 

54 あなたの精神に、神への観想と、それを導く法則の行使において、リフレッシュする機会を与えてください。現世
を唯一の幸福の手段と考えず、また肉体労働を唯一の手段と考えず。家族愛にとどまらず、あなたのフィールドはもっと広
いのです。利己主義は神の種ではありません。 

55 人々 は、この人生を愛するあまり、それを去るべき時が近づくと、わが意志に反抗し、私が発する呼びかけを聞こ
うとはしないのです。彼らはわが王国の平和を拒み、この世の財を所有し続けるために、父にもう一つの期間を求めるのだ
。 

56 霊的な生命を感じ取ることができるように敏感になって、自分の成長の始まりに満足しないようにしなさい--

それが現世だからです--より高度な創造の業がその上に存在するのですから。 

57 わが意志にしたがって死が近づいても拒絶しようとしてはならない。また、わが勧告に抵抗して存在を延長する奇
跡を、科学者に求めてはならない。あなた方二人とも、この過ちを痛烈に後悔することになるだろう。現世で準備すれば、
来世の入場を恐れることはない。 

58 自分の仲間が霊的な谷へ旅立つと、その人が主に向かって新たな一歩を踏み出していることに気づき、安らかな気
持ちになるどころか、涙を流すのです。一方、新しい存在があなたの家にやってきたとき、あなたは祝宴を祝いますが、そ
のとき、その霊がこの涙の谷で贖罪を果たすために肉体となったことを考えずに、その人のために泣くべきです。 

59 いつになったら、身内を思うように他人を思うようになるのだろう。- 

一組の結婚から、私はこの人類の果てしない種を産んだが、その人類はすぐに家族、部族、民族、国家に分裂し、習慣、言
語、宗教の違いを生んだのだ。この違いが憎しみを生み、ある者とある者との間に分断を生む。戦争や対立が起こった。カ
インの種は多くの実を結びました。しかし、心が進化し、あなた方の心が鍛えられた今--
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なぜ、あなた方はお互いを他人として見なし、憎み、殺し続けるのでしょう？今日、あなた方は、すべての霊がわが神霊か
ら出たものであり、人類は一対の子孫であることを知り、あなた方は霊によって、さらには血によって兄弟である。 

60 あなたの隣人があなたの一部であるにもかかわらず、その痛みを感じないのであれば、あなたは真の道からどれほ
ど離れていることでしょう。見たこともない人が通りかかっても、知らない人だと思って挨拶しない。一方、葬儀の行列が
通りかかると、頭をさげますよね。なぜあなたは、あなたの注意、あなたの愛、あなたの慈悲を、生きている人に捧げない
のですか？ 

あなたの愛によって、世界に存在する境界や違いを消し去ることが私の意志であったが、人々 はそのように望まなかった。
境界をなくし、人と人との距離を縮めるのは、人の血であってほしいのか。人種を融合させるために戦争をしたいのか？ 

私は太古の昔から、私を知り、私を愛する民を用意し、彼らが人類の間でたいまつのようになるようにしたのだが、彼
らはある時は強く、ある時は弱くなった。今日、私は彼らを地上に送り、予言が成就するようにした。この人々 は、三種の
神器を霊的に受け取った人々 であり、私がこの時、人間の心を通して自らを現していることを知っていたので、あえて公然
と私を否定することはしなかったのです。彼らの精神は、第二の時代に「欺く者を十字架につけろ」と叫び、その後苦渋を
味わったことを記憶しているからだ。 

今日、彼らの多くはわが再臨を信じたが、そうでない者もいる。なぜなら、彼らはわたしの預言が実現したのを見て、
わたしに言うからである。"主よ、あなたがわたしに語られたとき、わたしは疑いましたが、あなたが去り、あなたの言葉
が実現したのを見て、わたしはあなたを信じます。"と。 

61 私がわが（外に向かって聞こえる）言葉を沈黙させる前に、あなた方が外国人と呼ぶ人々 が近づいてきて、彼らは
-言語の違いによってこの言葉をはっきりと把握することはできないが-

自分の精神が平和で満たされ、わが神聖な存在によって養われるのを感じるだろう。それは彼らが心に感じる私の愛であり
、愛が霊の言葉であることはすでにご存知でしょう。私の民は世界中に散らばっているので、彼ら（外国人）も私に従って
旅立ちます。 

62 嵐の中、私はこの時、あなたのもとにやってきました。平和の虹はまだかからず、オリーブの枝を持った鳩はまだ
来ません。しかし、至高の愛である私が、すべての人に向かって言うことができる瞬間がやってくるのです。ここにいます
。そうすれば、すべての人が私を認識し、団結することでしょう。今日も私は生者と死者を裁いている。 

63 第三の時代、私は人類が追いやった忘却の淵から蘇り、新たな生命へと目覚めさせたのだ。誰も死ぬことはできな
い。自分の手で自分の存在を奪う者でさえ、信仰の欠如を良心に咎められるのを聞くだろう。 

64 少しずつ家族を作っていってほしい、魂も体も丸い人たちを。 

65 アベルの精神的高揚、アブラハムの従順、ヤコブの強さ、ヨブの忍耐、ヨハネの精神化は、いつになったらあなた
方の中に見られるようになるのでしょうか。世界における自分の責任を認識する。 

66 人間よ、悪徳から逃れよ。お前たちの血が実りある種となり、明日の果実を受け入れることができるように。 

67 女性たちよ、私はあなた方が平和と親善の子供たちを世界に送り出す準備をしているのです。不毛な人々 に告ぐ：
祈れ、贖罪を恥じることなかれ。私はあなたを驚かせ、あなたの胎内に新しい存在の鼓動を感じさせますから、献身的にな
りなさい。 

68 完全な存在だけを創造したあなたの創造主のように、完全な子供を生み、互いに愛し合うことを求める神の戒めを
実行しなさい。 

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 53 
1 私があなたがたに自分を知らせた日から、次の日に新しい教えを与えるまで、この短い期間に、あなたがたは私が

与えた平安をすでに失っていることを、私はなぜ発見するのだろう。私が与える恵みを、あなたの人生の道中で失わないよ
うに。 

あなたは、自分の行く先で遭遇する試練や苦難に落胆し、悔恨の念を抱いて近づいてくるのです。私の平和があなたに
与えられたとき、あなたが喜びの勇気と信仰をもって人生の発展の道を歩むことができるように、私はほとんどいつもこの
ようにあなたを見ているのです。 

2 私は、あなた方が危険や障害、罠や暗闇から解放されるように、祈ることを教えました。私の正義のために自然の
力が解き放たれるとき、あなたの祈りは自然の力さえも聞き入れると、私はあなたに告げたのです。あなたが信仰と誠意を
持って祈る方法を知っていたので、彼らはあなたに触れることなく、あなたの上を通り過ぎるでしょう。 

3 汚物と深淵の中から、私はこの時代にあなた方の霊を引き上げ、その神だけでなく、自分自身とその霊的な賜物を
も知るようにするのだ。しかし、その前にあなたを浄化する苦難の坩堝を通過しなければなりません。内面的な刷新がなけ
れば、あなたの才能は十分に輝くことができないからです。 

4 人間の情念は、あなたの内なる聖域を襲う嵐のようなもので、祈る者だけが試練に耐えることができるほど強く、
見守る者だけが十分に警戒して自分を守ることができるのです。 

5 わたしがあなたがたに神殿や聖域について語るとき、それは物質的に建てる集会所のことではなく、あなたがたの
心のことである。あなたがたの行くところには、神殿があり、そこにわたしの愛が常に存在しているのを見いだすことがで
きる。 

6 人類は宗教を作り、私に通じる道のようなものを作った。しかし、私はあなたがたに言う。もはや、皆がわが律法
に与える人間の解釈に従っては歩まないでください。今こそ、皆さんは私のインスピレーションの受け取り方を知り、その
光で皆さんを導くのです。 

7 自問自答することもある。これほど多くの国が必要としているのに、なぜこの民族（※）だけが、私が話をした
のでしょうか。- 

当時、私の十字架刑と死を目撃したのは一握りの人々 だったが、小羊の血は全人類に広がり、彼らの贖罪の道を示したのだ
と、私は答える。このように、今日ここにいる共同体に語りかける。しかし、わが霊の光は全世界に注がれるのだ。  

* 意味するのは、メキシコの国に住む小さな群れに代表されるイスラエルの霊的な人々 である。 

8 そして私は、あなたが霊においてわが面前に来たとき、収穫なしに自らを定め、肉体の頑強さと不寛容さがあなた
の任務を果たさせなかったかのように装うことを望まない。この世の誘惑に勝利しない者は、主の前に自分を示すメリット
がないからです。肉体はその情熱、傾向、弱さにおいて多くの力を持っていますが、精神はより高い力を授かっており、そ
れをもって悪を征服することができます。 

9 もし、あなたの精神が、意志もなく、自分の傾向もない身体の中で働くとしたら、どんなメリットがあるでしょう
か。精神と肉体の殻との闘いは、力と力との闘いである。そこには、自分たちの優位性と精神の偉大さを証明する試金石が
あるのです。それは、世が肉を通して精神にもたらす誘惑に、精神がしばしば一瞬打ち負かされる試練である。これら（誘
惑）が精神に及ぼす力は非常に大きく、あなたはついに、超自然的で悪意のある力があなたを破滅に引きずり込み、情熱の
中であなたを破壊しているという印象を持ったのです。 

10 神の前での霊の責任はいかに大きいか。肉体はこの責任を担っていないのです。死が訪れても大地の中で永遠に休
んでいる様子をご覧ください。いつになったら、あなたの精神が、あなたの住んでいるこの家よりもっと完全な家に住むに
値するようになるのか？ 

11 世は、虚栄心、プライド、偽りの偉大さを証言するだけの王冠をあなたに提供します。これらの虚栄を超越する方
法を知っている精神には、来世でもう一つの冠、すなわちわが知恵が用意されています。 

12 かつて私は、谷を、山を、海を、砂漠を探し求めて、あなたに語りかけました。今日も、平和で谷のような心もあ
れば、イエス様が弟子たちと船で行った時に泡立った海のような荒れた心もあることがわかりました。ある者は、私に耳を
傾けるとき、その（精神の）高揚によって、山のようになり、ある者は、その孤独と（精神の）乾燥によって、砂漠のよう
になるのです。 

13 わが言葉を聞く者よ、これを愛し、これを学び、これを実践せよ。それを聞きたいと願った人が、この時代にその
恵みを与えられていないために、どれだけの人が聞くことができないか。しかし、まことにあなたがたに告げますが、その
響きはすべての人に、しかもより純粋に届くでしょう。 

14 今日、わたしはあなたの心に、わたしのことばというノミを働かせて、他人の痛みを感じるように教えている。私
は、困窮者が、あなたがたの戸をむなしく叩いたあげく、泣きながら私に、あの人たちは私の選んだ人たちなのか、私が兄
弟の悲しみの受託者として、困窮者の信託や支援者として備えておいた人たちなのかと尋ねることを望まないのです。弟子
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たちよ、夜中に眠りについているときでも、戸をたたく手を察知することができるように、見守りなさい。今日、あなたを
探し求めるこの困った人は、あなたの助けたいという気持ちに動かされて、また明日、私の働き手に変身し、あなたの使命
を容易にする人かもしれないのです。今日、ちょっとした愛や理解や正義を求めてあなたのところに来た人のうち、明日、
あなたを守る盾となり、あなたを救う証人となる人は何人いるでしょうか。しかし、苦しみの中で、あなたのドアを叩き、
あなたの助けの意思に希望を託したのに、何の聞き入れも得られなかった人に、何を期待できるというのでしょう。悪徳の
泥の中に沈んでいる人をあなたのところに来させ、あなたが彼の心を動かす方法を知っていれば、彼は悔い改めを感じるは
ずです。ボロボロの人があなたの家と食卓にふさわしいと思うようにしなさい。しかし、彼の貧しさには何の反感も持たな
いでください。おそらく彼はあなたよりも精神的に清く、より美しく飾られているのです。あなたの最高の関心と親切な微
笑みは、物質的な富を手にしている人、あるいは高価な衣服を身に着けている人のために取っておいてはいけません。あな
たの心は、これらの違いに目を向けず、あなたの贈り物の利益を皆に同じように分配してください。苦しみがあふれている
-どんな日でも、どんなときでも、どれだけいいことがあるか。 

15 子供たちを観察してみると、愛もなく、法律もなく、パンもない幼い子供たちがたくさんいることがわかります。
また、人生の成熟期に達した男女を見れば、彼らの中に悲劇や非常に苦い杯、時には未亡人になってしまったこと、希望や
信仰、そして彼らを慰め支える真の霊的励ましがないことを見出すことでしょう。 

16 私の言葉だけが、苦しみによって硬くなった心に触れ、敏感にさせることができるのです。皆さんの中には、あま
りの苦しさに、人の痛みを感じず、無関心だった人も多いのではないでしょうか。 

私はあなた方に苦痛について多く語り、あなた方が兄弟に対して持つべき慈悲についてしばしば言及します。なぜなら、世
界には人間の数だけ苦痛があり、現在、人類の苦痛はまだ始まったばかりだからです。だから、あなた方の愛で兄弟に新
しい力を与えることができるように、あなた方を準備しているのだ。 

17 苦汁の杯を掲げて人類に注ぎ、世界の「善」に飲ませることが地球の大国を喜ばせるのなら、私はこの謙虚な食卓
から、甘みと生命に満ちた霊的な杯をあなた方に差し出しますので、心に死を抱え、唇に苦みを持つ人々 に、このメッセー
ジを伝えてください。 

18 一歩一歩、この愛の道を歩んでください。嵐のような風を弱らせることなく、あなたの上に吹かせましょう。あな
たがたの耳には、あなたがたは滅びの道を歩んでいるという言葉が聞こえるだろう。しかし、あなたがたは、わたしのマン
トが、わたしの受難の血の跡でその人のためにしるした道をこの世に歩むすべての人を覆う、と言ったわが言葉を思い起こ
して自分を強くするのだ」。 

19 あなたの顔には、偽善ではなく、あなたの精神の柔和さを映してほしい。あなたの兄弟が見ていないものは、わた
しが裁くのだから。- 

この民を襲うべき嵐の後、私のもとに集まる者の数は少なくなる。多くの者が試練に絶望するからだ。しかし、残る者は、
私の仕事を花開かせる者である。そうすれば、物質的にも精神的にも、すべてが純粋になる。人の悪意と不従順によって閉
ざされていた道を、わたしのことばによってあなたがたのために開いたからである。あなたがたの霊の目も開かれ、真理を
見ることができるようになったのです。もう一度言いますが、すべての目が私を見るようになります。 

私があなたがたに求めた正しい悔い改めは、あなたがたの人生の再生の始まりのためである。だから、偽善の "衣 

"で自分を覆ってはいけないと、私は言っているのです。あなた方は善良で誠実であり、あなた方の働きによって私の教え
の真理を証してほしいのです。 

20 あなたがたは、人間の書物を必要とすることなく、知恵という大きな宝を得るであろう。あなたがたの唯一の教科
書はこの御言葉であり、そこでは、外国の教えからも、悪い解釈からも、人間の理論からも影響を受けず、ただ我が律法が
、あなたがたの発展の道を示してくれるからである。 

21 物質主義の厚いベールがあなたを無知に陥らせ、神との距離を感じさせ、精神の生活を照らすべき光を隠してしま
ったのです。その時、わが声はそのベールを破り、わが聖域を示し、わが心の秘密の部屋から新しい教えを明らかにした。
私の霊的な顕現において、ある者は信仰の灯をともし、ある者はわずかな霊的知識によって与えられた光の中で人生を熟考
し続けることを好んだのである。いつになったら、自分の精神のために蓄積すべきものをすべて把握できるのだろうか。 

22 人間生活の利益と進歩のためなら、自然を探索したり、知識を蓄積したりすることを禁じない。しかし、私はあな
た方に、自分の精神の光を得ることに関心をもってほしいのです。なぜなら、それは、あなたがここからあの世へ持ってい
く唯一のものであり、あなたの進歩のために霊的な道において役に立つものだからです。私はあなた方一人ひとりにとても
近い存在であり、あなた方が何か思いを込めて私に尋ねるだけで、すぐに私の答えを受け取ることができる。父なる神が子
供たちから手を引いたことを、誰も非難することはできません。私は愛すべき羊飼いとして、いつも私の羊たちを見守って
きたのだ。すべての場所にわたしの光が存在し、あなたの父の命と愛がすべての創造物に脈打つ。 

23 しかし、今日、私は、私の愛の教えによって、多くの迷える羊を上りの道へと導いていることを伝えることができ
る。しかし、もしこれらがハードルに戻るなら、私は彼らをすべて私の愛の囲いの中に閉じ込めるまで、他の者を連れてく
るであろう。 
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24 今日、あなたは痛みが魂と心を浄化することを知り、それがあなたの罪の魂を浄化する初めてのことではないこと
を知りました。苦汁の杯はその中身を世界に注ぎ、それは新たな大洪水のようであったが、より辛く、より苦く、より長く
続くものであった。人を従わせ、抑制するのは痛みではなく、良心の光である時が来る。もし、あなたがまだ痛みを手かせ
足かせとして必要としているならば、それはあなたが精神的に進化していないことの最も明確な証拠です。 

25 私の子供たちよ、あなた方は痛みの十字架を背負って（完成の）山を登らなければならないことを忘れないでくだ
さい。しかし、あなたを（霊的に）引き上げるための十字架は、あなたの罪のために負うものではなく、あなたが他の人の
ために犠牲となるものであることを理解しなさい。 

男性陣には、リーダーであれ、守備であれ、国民の保護者であれ、と言いたい。女性たち、母親たちに告ぐ。親のいな
い、家のない、パンのない大勢の子どもたちのために祈ろう。あなたの祈りは、ヒバリの翼が若者を覆うように広がってい
くでしょう。しかし、この時、あなたの母なる愛があるあなたのことだけを考えるのではなく、この世に孤独と愛への飢え
しかない人たちのことも考えてみてください。彼らのために祈りましょうあなた以上に、その優しい心の冷たさ、空しさ、
渇きを理解できる人がいるでしょうか。祈っていれば、やがてパンや住まいや愛が彼らのもとにやってくる。今こそ、慈悲
を実践する時なのです。 

26 あなた方は、創造主が祝福を与えてくれた素晴らしい庭園でありながら、人間が涙の谷に変えてしまったこの地球
に追放されたのです。しかし、人は、この時代にこの世に生まれてきたのは、罪を償うためであり、この苦難と苦痛の砂漠
を光の楽園に変え、兄弟愛と平和の場所に変え、"互いに愛し合う 

"という私の戒めを成就させるために運命づけられていることを理解するようになる。 

27 私の話を聞く者の中には、信じるために、トマスのように（手で）触診をしたがる不信心な者もいる。彼らには、
いつの日か霊から霊へと私とつながることができると言う。まず、その器を内外に洗わせ、わが言葉がその中に恵みと命の
露のように降り注ぐようにしなさい。 

28 病人は、第二時代のように、私の衣に触れて、その信仰によって癒されることを望んでいるのです。しかし、私は
あなたがたに言う。なぜ、あなた方は純粋な思いで、熱烈な祈りで、わが神霊に触れないのか。あなたの精神と肉体が必要
とするものをすべて手に入れることができるのです。 

29 これは、私があなたがたに与える教えであり、私があなたがたの前に開いた書物を常に見るようにさせるためのも
のである。それは、わが永遠の知恵の書であり、今日、第六の封印のところで、わが用意した声の運び屋を通訳として用い
て、開いて見せるものである。 

30 なぜなら、愛ゆえに、真理を見つけたいと願って私を探す者は皆、私を見つけ、目の前に私を見、私を感じ、私の
愛で自分をリフレッシュさせるからだ。 

31 私があなた方の前にもう一度開いたこの本には、わが教えのすべてが詰まっている。そこに書かれていることをあ
なた方は知るようになり、それはあなた方の幸福のためであり、あなた方を上向きの発展へと導くものだからだ。 

32 あなたがたは、わが霊感を受けることを切望している。わが霊感は、いつでも豊かに流れるようにしてあるが、あ
なたがたはそれを利用していないのだ。今日、私が人間の心を通してあなた方とコミュニケーションをとるとき、あなた方
は私の教えとあなた方の間における私の存在を疑い続けるだろうか。- 

私は死者や理性のない存在に語りかけるのではなく、人間であり、良心を持ち、私を知っているあなたがたに語りかけるの
だ。 

もし私が死者に語りかけたら、彼らはすでに墓からよみがえり、もし私が石や自然の要素に語りかけたら、それらはす
でに私を証ししているのである。しかし、わが子たちの不信仰はわが教えを止めることはなく、本書は真理と恵みの生活と
来世について語り続けるだろう。 

33 わが教えの中で何を求め、何を知りたいのか、わが子たちよ。"光 "だと言う人もいる。"平和を希求している 

"といった声も聞こえてきます。と言っています。もし、あなた方が準備するならば、あなた方の霊が切望するものはすべ
て、わがことばの中に見いだすことができる。私はこの国を、あなた方を待つ新シオンの山が見える、肥沃で祝福された畑
のように用意したのだ。そして明日、あなた方は自分の任務を果たしながらこの世を通り過ぎた後、あの世の道を霊的に発
見し、あなた方は皆、一つの「谷」で、私と一つの霊を形成することになるのです。 

34 この時代の出来事の原因を理解するために、勉強しなければならない。なぜ、この時代にエリヤが来たのか、そし
て、なぜ、わたしのことばをあなたに与えるのか。いつでもエリアスは私の先駆者として、すべての人の霊魂を準備するた
めに来たのだ。最初の時、エリヤは地上に来て、人の心に近づいて、彼らが異教と偶像崇拝に溺れるのを発見しました。世
界は王と祭司によって支配され、どちらも神の法則の実現から離れ、民衆を混乱と偽りの道へと導いていたのです。彼らは
、さまざまな神々 を祭る祭壇を築き、それを崇拝していた。その頃、エリヤが立ち上がり、正義に満ちた言葉で彼らに語り
かけた。「目を開いて、あなた方が主の律法を冒涜していることに気づきなさい。あなたがたは、神の使徒たちの模範を忘
れ、生ける力ある神にふさわしくないカルトに陥ってしまったのです。あなたが目覚め、彼を見つめ、彼を認めることが必
要なのです。偶像崇拝を破壊し、神を象徴するあらゆる像の上に目を上げよ。" 
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35 エリヤは、わたしの声が彼に言うのを聞いた。私の名で命ずるまで、もう長い間、雨は降らないと告げよ。"- 

そしてエリヤは言った、「わが主が時を示し、わが声が命じるまで、もう雨は降らない」、こう言って去って行った。- 

その日から地は乾き、雨の降るはずの季節が過ぎても雨は降らない。空には雨の気配がなく、田畑は干ばつを感じ、家畜は
次第に衰え、人々 は渇きを癒すために土を掘っても水が見つからず、川は枯れ、草は灼熱の太陽に負けて枯れ、人々 は神を
呼び、その要素が自分たちに戻り、種をまき、刈り取って、自分たちを養ってくれるよう願い出たのでした。 

36 エリヤは神の命令で引き揚げ、祈りながら主の御心を待っていた。男女は水不足にならない新天地を求めて、故郷
を離れ始めた。キャラバンがあちこちに見られ、どこもかしこも大地がカラカラに乾いていました。 

37 年月が過ぎ、ある日、エリヤが父に向かって霊を上げると、"王を求めよ。私が印を与えれば、水は再びこの地に
降り注ぐだろう "という御声を聞いたのである。 

38 エリヤは、謙虚で従順であったので、その民の王のもとに行き、偽りの神を崇拝する者たちの前でその力を発揮し
た。そして、父とその力について語ると、しるしが現れました。空には稲妻と雷と炎が見え、そして命の雨が滔々 と降り注
いだ。再び野原は緑をまとい、木々 には実がなり、繁栄があった。 

39 人々 はこの証拠に目を覚まし、エリヤを通して自分たちを呼び、諭した父を思い出した。 

40 当時、エリヤの奇跡は民衆を奮い立たせるために数多く、非常に大きなものであった。 

41 第二の時代には、洗礼者ヨハネが現れ、悔い改めを勧め、メシアを受け入れる心の準備をさせた。その祝福された
先達が群衆に語ったのは、イエスの宣教の時が近づき、彼らがイエスを認識することが必要だったからである。- 

イエスにこう言った。"師よ、あなたには傷がないのに、どうしてわたしが洗礼を授けなければならないのですか"。そうす
れば、わたしに従う者たちが、その務めを果たすために出発するとき、どのように身を清め、装備を整えればよいかを知る
ことができるだろう」。 

42 人類に認められていない大いなる力を持つ霊であるエリヤは、常にわが準備者であった。今日、彼はもう一度、私
に仕える声の主である印の者たちと、すべての人たちを準備するために来たのです。 

43 もし、あなた方が自らを準備し、わが教えを学び、わが意志を知るならば、イライジャはあなた方の助けとなり、
友人となるであろう。 

44 イライジャは、（）すべての生き物を啓発し、導き、わがもとに導く神聖な光線である。彼を愛し、彼をあなたの
先駆者、執り成し者として崇めなさい。 

45 弟子たちよ、もしあなた方が天の御国に入り、正しい行いをし、律法を成就したいのなら、私の仕事はすべての人
に認められ、宗教や教えの中で、私が人のために示した唯一の道として際立つことだろう。 

46 私のもとに来なさい。そうすれば、あなたがたの準備を助けることができる。私の食卓に座りなさい。そこには、
私の弟子たちひとりひとりのために場所が用意されており、そこから私の教えに参加するのだ。私が自分を知らせる相手が
男であろうと女であろうと、老人であろうと若者であろうと子供であろうと、気にすることはないのです。この言葉の神聖
な意味を見出すまで、私の教えを理解しなさい。そうすれば、私の選んだ者たち一人一人を通して、私の存在を感じられる
ようになる。今を大切にしないと、後で後悔することになります。 

47 木が枝を増やして成長するように、川が新しい川や流れを形成して拡大するように、この民を成長させてください
。一つのコミュニティから、地方や都市に新しいコミュニティが生まれる様子をご覧ください。 

48 私の霊が、霊化のメッセージを伝えるために、彼ら（召された者たち）をさまざまな地方に送り込んだのだ。私が
示した精神化の原則、つまり私利私欲を持たずに愛を与え、慈悲を実践することから目をそらし、何の代償もない贈り物に
よって自分の行うサービスを売り込む人がいるのはなぜでしょうか。最初に聞いた教えで、「誘惑は足元に潜んでいるから
、よく見て祈りなさい」と言ったのを覚えていないのでしょうか。考えてみよ。われは、あなたがたに、あなたがたの求め
る以上に、あなたがたに与えるものがある、だから、あなたがたは、許されるものを、わたくしから受けるにとどめよ、と
言ったことも思い出すだろう。 

49 あなたの運命の本には、あの世の門が開いてあなたの魂を受け入れる日と時間が記されていることを知りなさい。
そこから、地球上のすべての仕事、すべての過去が見えてきます。あなたに対する非難や非難の声を聞くのも、あなたを悪
の権化と呼ぶ人たちに会うのも嫌になるはずです 

50 その光と平和の世界に来て、犠牲者の嘆きがそこに届くと聞いたとき、霊魂はどんな苦しみを、どんな痛みを感じ
るのでしょう。この危機的状況を生き抜きたくなければ、今からでも私の預けた畑を耕し、そこに私の教義の種を純粋なま
ま置きなさい。私にふさわしい仕事をすることができないと思ってはいけません。また、仕事が半分しか終わっていないの
に、この使命を忘れて、もう一度、世の中の誘惑に身を委ねてはいけません。 

51 早く私の言葉を聞きに来なさい。この形で聴けなくなる日が近いことを忘れないでください。あなた方にとって、
預言者が人々 の前に現れて悔い改めを戒め、その警告の呼びかけに従わなければ神の正義で脅す必要があった時代は、すで
に過去のものとなっているのです。今日、皆さんは人類を目覚めさせ、この天のメッセージを伝える預言者になってほしい
。私はあなた方のやり方で奇跡を起こし、あなた方に真理の武器を与えて戦わせる。 
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52 私の良き弟子たちの義を用い、多くの曲がった道をまっすぐにする。地上のイスラエルと呼ばれる神の民の霊的存
在は、人々 の間に浸透し、多くの人々 が、物質的な形で敷かれていたものが高い霊的意味を持つことに気づくようになるの
です。 

53 この民を形成した霊魂は、贖罪の義務を果たすために世界と霊の谷に散らされましたが、今、私の愛のゆえに、彼
らの進化の道を照らす聖霊の光によって結ばれ、自由と平和、真実と正義、愛と救済を求めて飢えるすべての人々 をその道
でひとつにすることでしょう。 

54 あなたがたに言うが、神の民は無限であり、あなたがたは皆、霊的に彼らに属している。だから、この民族は一国
、一民族に限定することはできなかったのだ。初代の預言者や家父長たちによって神の民と呼ばれたイスラエルの民は、普
遍的な家族の象徴であり、わが目的のために賢明に選ばれ、わが道具として使われた存在によって形成された民である。そ
れは、精神的・物質的進化、神の啓示、予言、人間の解釈、その民族の成功と誤り、栄華と衰退、自由と束縛、光と闇を語
る書物である。 

ダークネスこの民は、もはや足元に「約束の地」を持つことはない。その使命は、失われたものを探し出し、弱者に新たな
勇気を与え、砂漠を脱出する道を示すことです。その先には、新しいエルサレムの門があり、あなたの主人とともに永遠に
住まう霊の都があります。 

55 14万4千人の印を押された者は、熱意をもって律法のために立ち上がり、道行く人を励まし、信仰を守る任務を負
っています。彼らは平和の兵士であり、私の知恵の師であり、すべての病気の医者であり、慰め主であり、預言者であるべ
きです。 

56 この時代の世代は、大きな出来事を目撃してきました。あなた方は知らず知らずのうちに、自分の戦場や戦国時代
だけでなく、多くの分野で起こっている大きな戦いの中で生きているのです。本当の戦いは、あなた方の目が届かない霊的
なところ、人間の心や精神、科学者や宗教者、そしてあらゆる人間の組織の中にある。なぜなら、第七の封印が解かれ、正
義と光が霊魂に勝利しなければならない新しい時代が近づいているからです。その前に、わが恩寵に満ちた霊を地上に送り
込み、彼らが救われるように子供のように導く必要があるのだ。 

57 エリヤが宇宙を端から端まで駆け巡り、暗い道に光を広げ、迷える者を救い、汚れた者を清め、無知に眠る者を目
覚めさせ、すべてを整えることを祈り感じよ、これが彼の時である。彼を恐れるな、彼を愛せ、彼はあなたを父のもとへ、
あなたを待っている天のハードルへ導くために羊飼いとして来たのだから。 

58 私の言葉やすべての予言は実現する。 

59 第二の時代、あなたは私の手を木に釘付けにした。その手は病人を癒し、子供、若者、老人を愛撫したのと同じ手
である。今日、私は自分の権利を明らかにしたが、それはあなたがたが私を高く上げた十字架を拒絶するためではない。い
や、愛する子供たちよ、今日、私はあなたがたに私の祝福を与えるために、愛情を込めてその権利を伸ばした。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 54 
1 私の話を聞くために、自分の財産を捨てる者は幸いである。 

2 私の指導を受けた者は強くなり、試練に見舞われても絶望することなく反省し祈るようになり、その時、神の霊感
が一筋の光のように心に宿り、精神的成長の道を照らすことを実感しています。 

3 あなたがたに言うが、わが律法の実現に向けて準備し、自分を強化する方法を知っている者は、たとえ嵐や火の中
を通るとしても、すべてを無事に通り抜けることができるのである。- 

信仰によって、自分の霊を苦しめる試練を乗り越えることができた人たちにも、もう一度言いますが、「横になって寝ては
いけない」のです。大きな試練の果てに、「今日の仕事」がほとんど終わったとき、十字架の重さに負けて倒れそうになっ
た人がたくさんいる。しかし、そのようなときにも私の声が聞こえ、最終的なゴールはもう間近に迫っていると励ましてい
るのです。 

4 人生の試練を偶然の産物だとしたら、ほとんど強くはないでしょう。しかし、もしあなたが贖罪とは何か、正義と
は何か、償いとは何かという概念を持っているならば、試練に打ち勝つための信仰に高揚と降伏を見出すことができるだろ
う。 

5 あなたの魂を様々 な方法で試すのは、わたしの意志である。わたしはあなたの魂を形作り、完成させるからだ。こ
のために、私はすべてのものとすべての人を利用し、道具として、正しい人と悪い人を使う。ある時は光を利用し、ある時
は闇を私のしもべとする。だから、私はあなたがたに言う。あなた方が危機的状況に陥ったとき、あなた方の主人である私
を思い出しなさい。主人はその試練の理由を愛情を込めて説明してくれるでしょう。 

6 すべての人が飲まなければならない杯がある。ある者は早く、ある者は遅く、そうすれば、すべての人が私を理解
し、愛するようになるのである。不幸、病気、中傷、不名誉は非常に苦いカップで、罪人の唇に届くだけではありません。
その「二度目」で、「最も偉大なるもの」は、あなたが想像できる最も苦しい杯を空にしたことを忘れないでください。苦
しみの杯を飲む従順さ、謙遜さ、愛は、十字架を軽くし、試練をより早く過ぎ去らせるでしょう。 

7 世界は精神の学校であり、あなたの身体は道具に過ぎないのです。地上では、霊的完成への梯子のさまざまな段階
を経て、霊魂たちは、その功績の強さと、兄弟に与えた愛を通じて御父に到達しようとする努力に後押しされて、私のもと
に昇っていくのです。この闘争の道を通らない者は、創造主が誰であるかを知らず、また自分自身を知ることもないだろう
。 

8 自分の運命を否定する者は、「わが神性の子」という栄誉ある名前を拒否するのです。もし彼が私の存在を信じな
ければ、私の愛に対する信仰を持つことはできない。 

9 もし、この人生が非常に苦しく、悲しいものであったなら、この存在だけが唯一ではなく、見た目は長いだけで、
すべての生き物の運命には、私だけが入り込むことのできる謎があることを知りなさい。 

10 この声はあなたに言っていない：あなたはこの言葉に従わなければならない。真理を求め、愛を求め、平和を求め
、今聞いている私の教えの中にそれを見つけたなら、求め続けなさいとしか言っていない。しかし、もしあなたがここで見
つけていないのなら、探し続けてください。 

11 私はあなた方ひとりひとりに、あるときは心で、またあるときは霊で、自分自身を知らせます。 

12 私の許しの声によって、死者は恵みの命に蘇り、魂の混乱から解放され、「互いに愛し合う」という私の掟を果た
すことになるのです。赦し-それは常に愛から生まれる-

がないところでは、悔い改めも善行もなく、そして贖いもないのです。 

13 霊的に死んだ人々 が、この世をさまよい、肉体の死によってわが面前に現れ、真の生命に引き上げられ、愛撫され
る主の声を聞くまで、どれほど多くの人々 が待っていることでしょう。彼らは、真の悔い改めと罪の償いをすることはでき
ても、自分を永久に失うと考え、この世でどんな再生の望みを抱いたことだろう。 

14 しかし、魂の救済を否定され、希望もなく私のもとに来た人たちとは別に、肉体に関して科学者によって死の宣告
を受けた人たちも私の前に現れた。生命を持つ私が、彼らを肉体の死の魔力から救い出したのだ。しかし、私が肉体と同様
に魂の健康を託した人々 は、この世で何をしているのだろうか。彼らは、主が果たすべきと託された高い運命を知らないの
でしょうか。健康と命のメッセージを送った私は、彼らの犠牲を絶え間なく受け続けなければならないのでしょうか。 

15 今、あなた方が悲しみを私に差し出し、力を求めているのだから、私はあなた方に言う。 

あなたが聞くように、すべての人がわが言葉を聞くわけではないが、わが強さとわが光は、すべての霊魂の父なる遺産
である。しかし、あなたは弱くなり、試練に負けてしまうのです。 

16 あなたの父である私だけが、あなたの心を聞き、理解する。あなた方はまだ、お互いに本当の愛を見つけていない
のです。また、聖人の像やシンボルを探して、それがあなたを救ってくれるかもしれないと思わないでくださいということ
です。霊と共に祈ることを学び、あなたの存在の敏感な繊維を目覚めさせ、あなたが私のプレゼンスを感じ、私と共に私の
愛を楽しむことができるように。あなたの父から疎外感を感じてはいけません。それとも、もはや私を認識できないほど、
私から遠く離れてしまったのでしょうか。 
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17 私はこの時代に、人々 が罪に慣れてしまったことを見ています。情熱は解き放たれ、子供たちは幼くして無邪気さ
を失い、禁断の果実を手にする。人類は悪の道を歩み、世代を重ねるごとに老朽化し、より深く沈んでいく。だから、私は
もう一度、あなたがたの前に姿を現すために来たのだ。 

18 祈りなさい、そしてわが言葉を理解しなさい。自分のためだけでなく、自分にとって知っている兄弟、知らない兄
弟、物質的なもの、精神的なもののために祈りなさい。 

19 今日、人類が生きている精神的貧困を知らないのです。民衆のとりなしとその闘いは、すべての霊魂に光をもたら
すために必要なのです。 

20 己を穢す者を清めよ。彼らの霊の賜物を明らかにし、幼な子のように道を定め、私のもとに導きたまえ。あなた方
の道には、科学では癒せない多くの病人がいる。しかし、あなた方自身の中に、彼らの苦しみを癒す可能性を見出すことが
できるだろう。あなたは、あなたの愛によって、あなたの及ぼす良い影響によって、あなたが彼らを鼓舞する再生によって
、彼らを癒すでしょう。そして、あなたが彼らに伝える私の教えの知識を通じて、彼らは癒しのバームは心の平和と義務の
遂行、互いへの愛にあることを発見することでしょう。 

21 私の子供たちが救われる機会を逃すのを見たくはないのです。大罪人が謙虚に悔い改めながら私を求めるならば、
私はその罪を赦し、人生を立て直す機会を与える。私は最大の罪人に私の呼びかけを放ち、彼らを贖い、救う。 

22 私は、若者や童貞の心を奮い立たせ、新しい世代を形成してきました。このために私は彼らを清めた。もし彼らが
、私が託した仕事を子供たちのうちに果たす方法を知っていて、その霊魂を装備し、善の道に導くならば、私は彼らとコミ
ュニケーションをとるだろう。そしてあなたは、それらの新しい世代に寄り添い、彼らがこの仕事の継続者となるだろう。 

23 私があなた方に残す恵みを守りなさい。やがて、わが仕事の進行を阻もうとする者たちが現れるだろう。しかし、
私の助けを求めて奇跡を受ける者がいる。たとえ、私の弟子でなくても、「主が私を癒してくださった」と言って、私を証
するであろう。また、「大切なものを失っていたのに、それを取り戻してくださった」と言う人もいるでしょう。 

24 偽りの証言で私の仕事を弁護してはならない。決して嘘をつくことを教えてはいない。私の業は常に声高であり、
もしあなたがそれを解釈する方法を知っているならば、あなたはその中に人に対する私の愛と慈悲を見いだすことができる
でしょう。 

25 愚かな言葉を聞いたら、イエスがパリサイ人の前で沈黙したように、沈黙しなさい。しかし、あなたの「衣」*が
破れることを恐れてはならない。私はあなたをあがない、あなたの兄弟の前に引き立てよう。あなたを非難するこれらの人
は々、あなたが道を踏み外したのではなく、私に近づいたのだとわかるでしょう。 

自分の行動をよく見て、常に見ておられる永遠の審判者だけを畏れなさい。 
* この比喩的な表現は、評判、名誉、人物の損害を意味します。 

26 あなたがたは、やさしさと霊性をもって、わたしを聞いたことを証しし、そうすれば、多くの人が改心する。もし
、理解が得られない場合は、黙って許しましょう。肉体と精神を一体化し、わが掟を全うするならば、人類のための恩寵を
得ることができるのです。 

27 祝福された人々 よ、私はすべての集会所で、人類には苦痛と試練と裁きの時が近づいており、それは人類を浄化す
るのに役立つと告げたことを思い出してください。そして、その時以降、地上に喜びがもたらされることを告げます。 

28 このメッセージは、私が弟子としてあなた方を準備するための教えであり、明日、あなた方が兄弟の人生に光をも
たらし、良い道を示すことができるように、何年も前から聞いているのです - 

肉体を持つ生き物と肉体を持たない生き物の両方に対して。あなたが後代のために種として良い模範を残すことは、わが意
志である。私があなたに与えた啓示は、わが知恵においてあなたの精神を、善においてあなたの心を強め、あなたの存在の
中に長く生えたすべての雑草をそこから取り除くために、あなたに役立つ。しかし、あなた方はまだわが言葉を感じず、こ
れらの顕現に対して眠っており、あなた方の業がわが教義を証していないことを、私は悲しみをもってあなた方に告げます
。 

29 私は、あなた方が一つの心、一つの意志を形成することを望んだ。しかし、あなた方はまだ不一致のままであるこ
とがわかる。 

30 私はあなたがたに、あなたがたを等しく愛している唯一の神として、あなたがたの集うすべての場所に私自身を現
すと告げたのです。しかし、ある者は霊的な賜物と真理を他の者に否定する。このような形で、わが教えを讃えることがで
きると、どうして信じられるだろうか。 

31 これらの集会の場で見せる振る舞いによってだけでなく、あなたの人生のすべての行為によって、私に喜ばれるこ
とを求め、私に仕えなさい。しかし、今この瞬間まで、あなた方は霊的にも物質的にもわが掟を守っておらず、まだ信じよ
うとしない初心者なのです。私は道であり、真理であり、命である」と言われたキリストがあなたを導き続けてくださるこ
とを願わないのでしょうか。愛があなたを救い、あなたを強く、楽しく、穏やかにして、嵐と苦難の時に、あなたを支え、
守ってくれる存在であってほしいと思いませんか？ 
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32 私は、どんな人間の科学よりも優れた知恵、すなわち自然の力を使いこなす知恵を与えたことを認識しなさい。し
かし、あなた方は、従順な羊のように私の声に反応する方法を理解していないのです。あなたが不従順であっても、それら
の要素は献身的な下僕のようにあなたの前にひれ伏すと主張するのか？ 

33 今、あなた方が私の教えを聞くことがなぜ必要なのか、それと同様に、あなた方がそれを振り返り、感じ、実践す
ることが不可欠なのか、おわかりになりますか。 

私はあなたがたに、不意に害が及ばないように見張り、祈れと言ったのに、あなたがたは見張ることも祈ることもしな
いのです。試練があなたを苦しめたとき、あなたは私があなたを罰した、あるいはあなたを見捨てたと信じた。その時初め
て、あなたは祈ろうと思うのです、あなたを一人にしないようにと私に頼むのです。ああ、私があなたを見捨てないこと、
私を忘れるのはあなたであることを、あなたが理解してくれさえすれば。 

私があなたに何も与えない時は一秒たりともなく、逆に何も与えないで一生を終えることもよくあることを、あなたは
知るべきです。 

34 私がこれらの教えを与えるのは、私がいつもあなたと共にあり、すべてを聞き、すべてを知っていることをあなた
が知るためであり、あなたが私の恩恵を拒まず、また試練の中で孤独と悲しみを感じないようにするためである。 

35 人間になってから、親の忠告を聞かず、無意味に人生の危険な道に飛び込む不届きな子供のような行動をとり、そ
の後、多くのつまずきと失望を経験したときに、「ああ、父の言うことさえ聞いていれば、こんなに苦しみもせず、正しい
道から遠く離れることもなかったのに」と悔し涙にくれる人がどれほどいることだろうか。 

36 自分の罪に気づいたときには、すでに手遅れということもある。彼らは、父の家に戻り、彼らが権威を否定した人
の々前にひざまずくことを許さない死に驚いているのです。 

37 両親の顔を涙で濡らすことも、両親から許しの言葉を聞くこともできないまま、最期を迎えた人々 の苦しみは、い
かばかりであったろうか。 

38 これらの試練について考えるとき、あなたは時々 こう言います。「神はその完全な正義において、すでに罪を認め
、悔い改めた者にその喜びを否定するまでに至ることがあり得るだろうか？- 

しかし、その恵みを受けるのは体ではなく、魂である。魂には、その汚れを洗い流し、悔い改めの実を刈り取る時間が必ず
あるはずである。 

39 あなたの魂が危険な地上での巡礼の旅で迷わないように、魂にはより高い光、つまり霊が与えられています。さら
に、あなた方がこの世に存在した最初の日から永遠に至るまで、世界は常にわが教えとわが啓示の光に照らされてきた。 

40 私は、転生した魂が霊的生活に戻ったとき、高い次元の存在に住めるように、常にあなた方を啓発してきました。 

41 愛する人々 よ、この時代におけるわが顕現の道具よ、自分自身を霊化し、もしあなたがわが言葉の真の解釈者とな
るならば、それはあなたの思考、あなたの人生、あなたの言葉を通じてあなた自身となるようにしなさい。人類が私を信じ
るためには、生きた手本が必要であることを理解しなさい。 

42 あなた方の中で、人を真の霊化に導く偉大な霊は誰でしょう？精神化、つまり精神的な上昇志向は、心と感覚を通
して現れなければならず、それが人類の救済となるのです。 

43 弟子たちよ、偉大な仕事には高い心と純粋な心が必要だ。自分の資質を伸ばし、偉大な存在になる。なぜ、皆さん
、団結してくださいというのでしょうか。なぜなら、人間同士の兄弟愛の欠如の結果、戦争が、すべてを引き裂く旋風のよ
うに近づいていることを私は知っているからであり、あなた方に見ていてほしいからである。 

平和、善のために働く兵士の軍隊。この使命を果たすために旅立つとき、あなた方は心の中に私を抱いてください。私なし
には何もできません。私は誰なのか：キリストそして、キリストとは誰なのか？：神の愛である。だから、わたしはあなた
がたに言う。わたしをあなたがたのうちに携えていれば、あなたがたは滅びることはない。むしろ、あらゆる逆境を乗り越
えて、永遠を手に入れることができるのです。 

44 神の力は謙虚な者と共にあるのみで、決して人間の虚栄心を満たすために降りてくるのではないことを忘れてはな
らない。 

45 確かに、魂を汚す者は多い。しかし、彼らを非難してはならない。現在、彼らが私を忘れ、あるいはこの世で作り
出した偽りの神々 に私を置き換えてしまったとしても、私は彼らをも救う。たとえ彼らが今、偽預言者に従っているために
、愛の教義を教えるために彼らのために命を捨てた親切なキリストを忘れてしまったとしても、私は彼らを私の王国に連れ
て行くだろう。 

46 父なる神にとって、誰も「悪」ではない、誰もあり得ない、その起源は私にあるのだから。迷い、盲目、暴力、反
抗、これがわが子たちに与えられた自由意志のせいで、多くの人がそうなってしまったのです。しかし、光は彼らのすべて
に宿り、わが慈愛は彼らを救いの道へと導くだろう。 

47 今日、物質の力と世界の影響力によって、あなた方はエゴイストになってしまった。しかし、物質は永遠ではなく
、世界とその影響も永遠ではない。私は、その正義が生命と時間の主である忍耐強い裁判官である。私を否定する者を裁い
てはならない。そうすれば、私は彼らよりもあなたの方が罪が重いと認めるだろう。 
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48 私は死刑執行人を非難するために声を張り上げたのだろうか？私は愛と優しさで彼らを祝福しているではないか。
この罪のために一時的にこの世を去った人々 の多くが、今日、霊界で浄化されていることを理解しさえすればいいのです 

49 わたしのことばがどのように道を示し、あなたを導いてくれるかを見てくださいみんなを愛し、みんなを求めてい
るから、みんなにあげるんだ。迷子や眠ったまま、旋風に驚かされるのを待っていてはいけない。そのとき、「歯ぎしり」
が起こるからである。あなたはまだ、私の救いの計画を知らない。だから、私を信じ、私に従えばよいのである。 

50 あなたがたは、わが言葉がいかに謙虚であるか、わが声を伝えるしもべたちがいかに些細であるか、わが身を知ら
せる環境がいかに貧弱であるかを理解しているのか。この時代には、この教えが全人類の運命を支配し、方向づけると知っ
ても驚いてはいけない。 

51 神々 しい思いは、わが歓喜の声の担い手たちを通じて言葉となって伝わり、それが文となり、啓示と完全な教えに
満ちた霊的教義を形成し確立してきました。 

52 これは約束された慰め主であり、あなたがたにすべてを教えるであろう真理の御霊のことであると発表された。準
備はすでに始まっている。その霊に力があるために、その心の気高さと素朴さ、知恵と正義をもってあなた方を導く者が必
要となる時代が来ているのだ。 

53 人々 は、試練の中で堅く立つことができる人、世界と精神の大きな闘争に精通している人を必要としています。彼
らの心には、誰かを抑圧したり支配したりする気持ちはないのですから。なぜなら、彼らは高揚した瞬間に主の慈愛を感じ
、その慈愛を兄弟に伝えるために、愛を注いでいるからです。 

54 団結しなければ、人に答えることができない。団結しなければ、彼らの攻撃から身を守ることができない。やがて
戦いが来る。そのとき、光と信仰を持つ心によって、あなた方が守られ、装備されていることを確認する必要があるのだ。
そうすれば、あなたはすでに、あなたを傷つける者を赦すことができるようになるでしょう。なぜなら、あなたの兄弟が、
本当の無知からあなたにそのような傷を負わせたことを知っているからです。 

55 戦いが始まったら、兄弟の侮辱に、あなたの赦しと愛で応えてほしいのです。 

56 あなたの十字架も背負ってくださいそれとも、キリストの十字架は重荷にならないと信じているのでしょうか？私
の仕事は小さいとでも思っているのでしょうか。- 

私に従う者の任務は、小さくもなく、容易でもないだろう。簡単な作品は、霊的に弱く、愛のない心のためのものです。 

57 もう時間がない。この民の強い者たちが現れ、わが霊を身近に感じることができるその高い祝宴にあなた方を導く
道を切り開く時が近づいているのである。 

58 私は、この場にいる人々 の中に、わが霊感を感じ、理解することによって喜びに満ち、その戦いに備えている人々
を見ます。彼らは、真実、精神化、愛だけが勝利の武器になることを知っています。 

59 そうすれば、苦痛や無知という暗黒の道から遠く離れ、わが平和とわが光の中で自らを満たし、次に隣人にも同じ
ようにすることができるだろう。 

60 私は、あなたに仕事や責任を与えるためだけに来たのではありません。また、涙を拭いてあげたり、愚痴を聞いて
あげたりと、声をかけてきました。 

61 今日、あなたは救い主に従い、私はあなたの十字架を助ける。しかし、この世の放浪が終わる前に、地方に良い知
らせを持って行ってください。 

62 「人はパンのみにて生くるにあらず」、この世は精神的な飢餓に満ちている。ですから、私があなたに託したこの
食物から、あなたの兄弟を差し出すことができるのです。 

63 私の教えは、あなたが地上で平和に生きることを示す道であり、あなたが御霊のうちに生きれば、あなたを父に近
づける道なのです。私が男たちに教えてきた兄弟愛というものは、いったいどこにあるのだろう。地上には存在しないので
す。なぜなら、あなた方は長い間、麦の中に燕麦が生えるのを許してきたからです。人の間に不親切が蔓延し、不和もある
。彼らは自分を神の兄弟と認めていないのに、わたしを認め、わたしを愛しているとさえ主張しています。 

64 主人と召使い、裁判官と被告人、死刑執行人と犠牲者がいるが、皆兄弟である。この時のわが言葉が人類に起こす
揺さぶりは大きい。それは審判としてすべての霊に届くからだ。 

65 弟子たちよ、わが臨在を感じることができるよう、見守り、祈りなさい。もし、あなたがたが眠るならば、目覚め
たとき、あなたの霊魂には大きな悲しみがあるだろう。 

私の言葉に細心の注意を払い、何事も準備不足にならないようにしましょう。そして、道が舗装され、国が門を開くと
き、あなたは自分の使命を果たす準備ができ、心が命の言葉を求めるとき、それは直ちにあなたの唇から発せられるでしょ
う。同じように、苦しんでいる人がドアの前を通るとき、ドアを閉めたままにしてはいけません。 

66 もう、世の中の快楽を追いかけ続ける時代ではありません。今こそ、あなたの五感と力をフルに使って、あなたに
語りかけるもの、あなたを取り囲むものすべてに気を配り、目覚めて生きる時なのです。この世にいる時間はすでに非常に
短くなっており、まだ生きている短い時間を有効に使うことが必要です。心の準備をしている人には、人間の出来事、自然
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のサイン、霊的な現れなど、気づかないことはないでしょう。見ることも感じることも理解することもできない人々 を啓発
し、教え、予言することができるように準備された人々 は、大きな奇跡を経験することになるでしょう。 

67 愛する人々 よ、人生の旅路において、ガイド、カウンセラー、サポートとして兄弟に仕えた霊の幸福がいかに大き
いかを理解しなさい。これがあなた方の課題です。強く、正直で、わが掟に従順であることで、あなた方は隣人への道しる
べとなることができるのです。 

68 いつになったら、この人類は、あなた方の心を花びらとし、あなた方の私への愛を香りとする、巨大な花のように
なるのでしょうか。 

69 この試練の時、野心と憎悪の渦巻く世の中を見るにつけ、私の語るこの言葉は神の夢に過ぎないと思うのである。
しかし、私が指摘するのは、第二の時代において、あなた方が私に与えた十字架を私が受け入れたからであり、今、私が「
雲に乗って」あなた方のもとに来たのは、私の愛の種が人間の不完全性に勝利することを知っていたからである、というこ
とです。私があなたを救い出すことができると、なぜ疑うのですか？キリストがカルバリーで血を流したのは無駄だった、
何も教えてくれなかったとでもいうのか？あなたがたは、わが新しい示現が実を結ばないと思っているのか。- 

まことに、あなたがたに告げますが、神はその愛の使命を誤ることはなく、また失敗することもありません。 

70 あなたの目には、人間の堕落は偉大で、非常に大きく映る。人が行使する力と悪の力は、あなたには恐ろしく見え
る。しかし、わが正義の力に比べれば、また、運命と生と死とすべての創造物の主であるわが神性と比べれば、それは弱い
と私はあなたに言う。 

71 人間は、この祝福された肥沃な大地を地獄のようにしてしまった。私が生命のために彼を取り囲んでいたすべての
力と要素を、彼自身に死をもたらすために使ってしまったからだ。それにもかかわらず、悔い改め、自分の罪を理解し、そ
の償いに励む者は、やがて真の楽園の霊的な門に到達し、主の天使が剣を下ろして、永遠の平和の王国に入らせ、父の愛に
よって、善意のすべての人に約束された報いが与えられると、私は言うことができるのである。 

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 55 
1 聖霊の光は、すべての霊魂の上に振動しています。 

2 わが命令を遂行するために自らを準備するあなた方は幸いである、あなた方は常にわが助けを感じることができる
。しかし、わたしはあなたがたにこうも言う。良心の声があなたがたの誤りを指摘しても、それを黙殺してはならない。も
し、あなたが私にとても喜ばれたいのなら、自分の過ちを償った後、祈りの中であなたの霊を高めてください。そうすれば
、いつも私があなたを待って、あなたに平安を与えるのを見つけることができるでしょう。 

3 私があなたを許すと思えば思うほど、あなたは自分の務めを果たすべきです。この許しを決して悪用しないでくだ
さい。 

4 より高い霊的成長を目指して出発する者はみな、わが律法の成就の道において、自分たちに従う大群衆に取り囲ま
れているのを見ることになるのです。しかし、もし私が君をある集団の先頭に立たせたとしても、それを奪ってはならない
。この時、王たちも王座から下りて民衆の下僕となったことを考えなさい。すべての人に平等と兄弟愛の時代が近づいてい
るのだ。 

私があなたを呼んだとき、あなたは謙虚に答え、私が第二の時代にあなたのために霊的成長の道を示した私の軌跡をた
どるために、愛をもって従順に自分の十字架を受け入れると私に告げたことを思い出してください。 

5 もし、あなた方が準備するならば、ハリケーンのように人類に訪れる大きな苦難は、あなた方にとっては、あなた
を撫でるそよ風のようなものでしょう。その後、新しい夜明けの光が輝き、太陽はあなたにその恩恵を授けてくれるでしょ
う。しかし、あなたがたが目を覚まさず、偽善を心に発芽させ、羊の皮で自分を覆いながら、内には飢えた狼がいるならば
、困難に遭遇し、道の茨があなたの足を痛めるだろう。 

6 災いなるかな、もし悪しき傾向が、あなたの霊魂に宿る美徳よりも強力であり、わが指導が実を結ばないならば。
もしあなたが、わが意志を満たしていると考えて、わが言葉を熟考し、深く理解しないなら、わが光はあなたを揺り起こす
だろう。しかし、あなたが真実をすべて理解したとき、私はあなたを慈悲深い行いをするためにこの世に送ったのだという
ことを思い出すでしょう。 

7 運命から逃れようと思っても、逃れられないのです。どんなに道から外れても、わが慈悲はあなたを道に連れ戻す
でしょう。私の律法はすべての精神に書かれているので、あなたはそれに従わなければなりません。 

8 あなたは国の指導者に同意していないようですが、彼らは私が国を曲げ、すり潰すために使う道具であることを理
解していないようです。あなた方は、私が国家の運命を導くために任命した人物を助けるために、どのように考えを統一す
ればよいのか理解していないのです。私は、わが意志への結合と服従を勧めたのに、あなた方は抵抗し、分裂を引き起こし
た。あなたの祈りが彼らを整え、霊的に支えることができるように、互いに愛し合いましょう。 

9 団結せよ！イスラエルよ！我に聞けわたしはあなたがたに大きな試練を与え、そしてあなたがたの泣く姿を見ない
ようにする。どうしたらいいかわからない人、弱音を吐いている人のために祈ってください。他人の失敗を喜ぶ者がいない
とは限らない！？なぜなら、あなた方は皆、同じ試練を受け、そのとき、あなた方も弱くならないかどうかわからないから
です。 

10 誘惑を拒絶しなさい。今こそ、その力が収穫を増やそうとする時であり、祈りと善行だけが、その力を遠ざけるこ
とができるのです。 

11 

多くの教えは、あなた方がバラバラになっているのを見ると、団結するように呼びかけます。私は、あなた方全員が私の中
で団結し、私が教えたのと同じ方法で礼拝を実践してほしいのです。 

12 あなたがたの高揚を助けるために、わたしはわが子たちのために最良の場所を用意した。あなたがたをわたしの近
くに引き寄せ、わたしの平安を与えたいからだ。疲れを感じる者は、私のもとに来て、自分を回復し、強くしなさい。 

13 弟子たちよ、律法を破った者、反逆した者を憐れみなさい。彼らは、あなた方の助けと慈愛を最も必要としている
人々 だからです。第二の時代の使徒たちの後継者である私の弟子たちはどこにいるのだろう。 

14 現在、わたしの弟子であるあなたがたに言う。『あなたがたは自分を牧者や司祭と呼んではならない。あなた方は
ただ、良い知らせの担い手となり、わが顕現の証人となるのである。そして、人々 がその賜物によってわが霊との合一を達
成したとき、彼らは確実に発展の道を歩み、私はわが律法に基づく業と行いを彼らに植え付けるだろう。これは、あなたが
今経験している贖罪と賠償の後になるのです。 

15 罪を犯さなければ、「贖罪の法」の厳しさを知ることもなく、常に進化を続けてきたはずです。まことに、あなた
がたに告げます。もし、あなたがたの兄弟にこのメッセージを届けるよう命じられている者を果たさないなら、あなたがた
は人類によって裁かれ、同情も愛も知らないこの裁判官の厳しさを知ることになるでしょう。 

16 あなたの魂を高めるために私が試練を与えたとき、あなたの力が衰えないように援助し、あなたが私の意志に身を
任せ、その教訓を生かしたとき、あなたは私をより身近に感じるのです。このために、あなたは私に感謝し、私はあなたに
平安を与える。 
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17 私は人類に団結を求め、単純な霊的生活への回帰を要求してきた。なぜなら、霊たちが一つの信仰のもとに団結し
、私を認め、私を愛してくれることを望んでいるからだ。さまざまな教えは消え去り、わが律法とわが言葉だけが存続する
。 

18 私はいつもあなたたちに私の愛を伝えてきたが、あなたたちは私を理解しなかった。私があなたに新しい使命を与
えるのは、それを果たすことによって、あなたの罪を償うという意図を持っていることを知らないのか？私があなた方を選
んだのは、あなた方を愛しているからであり、あなた方に私の弟子になってほしいからである。しかし、そう名乗るために
は、人生のすべての行為において謙虚さと柔和さを受け入れなければならない。 

19 あなたは今、蒔いた種を刈り取る収穫の時を迎えているのです。しかし、もしあなたが後で刈り取るために新たに
種をまくなら、良い種を使い、それを育てなさい、私はあなたに新しい機会を与える。 

20 理解する。あなたがたが私についてきた以上に、私はいつでもあなたについてきて、あなたがたの任務を示し、あ
なたがたにわが掟を果たすことを教え、あなたがたの精神が決して迷うことなく、大群を呼び寄せる鐘のようになるように
したのである。 

21 あなたの魂が、ついに優しく謙虚になり、断固として法の道を歩むために、どれほどの試練を乗り越えなければな
らなかったことか。かつては、自分の生きる道に試練を感じたとき、あなたの口から神への冒涜が語られた。今日、あなた
が人生のつらいレッスンを受けていると感じるとき、祈るのは、光があなたの魂にどんどん浸透していくからです。 

22 私が「彼らとあなたは同じです」と言うのは、あなたの精神が再実体化することによって、徐々 にその高次の発達
に到達していることを理解してほしいのです。父なる神様の「成長しなさい」という声から現在に至るまで、あなた方の成
長は一瞬たりとも止まってはいません。しかし、あなたはなんとゆっくり自分の道を進んでいることでしょう。 

23 あなたがたは増殖し、その結果、神の命令を実現したのです。しかし、その後、あなた方の心から神にふさわしい
実がなるように、新しい戒めが必要になったので、私はあなた方に「互いに愛し合いなさい」と言ったのです。この教えは
、第二の時代に律法全体のまとめとして与えたものであり、今もあなた方の心に実を結ぶのを待っているのである。今、私
は新しい教えと新しい啓示を持って来たが、互いに愛し合うという神の戒めから、また、増殖するという他の戒めから、あ
なた方の心を遠ざけることはない。 

24 そうだ、人の子よ、美徳と知恵を身につけ、霊性を高めて自らを増殖させ、人種、階級、信条、世界の区別なく、
すべての人を愛せよ。 

25 私は、麦があれほど栄え、悪があれほど増えた畑に麦が育つのを見るだろう。正義の日が来て、戦争の火が悪しき
種を焼き尽くし、風がそれを散らして灰すら残らない。その後、水と雪が人類を清め、浄化するのである。人の間の痛みが
非常に激しくなるとき、彼らは私のために祭壇を築き、香を焚いて、私を愛していると言うだろう。しかし、これはわが霊
に喜ばれる正しい方法ではなく、彼らが私への愛だと思っているものは、（神の）正義と死への恐れであると、私は彼らに
告げるだろう。- 

私に届く香は、あなた方が父の愛に倣って互いに示し合う愛と慈しみの業だけであることを、人々 は理解しなければならな
い。 

26 このみことばを聞くあなたがたは、私を手本とし、第二の時代に示した愛の道を私に従って進みなさい、そうすれ
ば、もはやこの形で私の声を聞かなくなったとき、これらの祈りの場に大勢の人々 を集め、あなたのことばとあなたのお手
本の真実性と説得力によって彼らをあなたのもとにとどめることができるでしょう、と私は言うのです。このような場所で
だけ教えを伝えるのではなく、状況が許す限り、どこであれ、あなたのコミットメントが必要なのです。荒野で、道で、海
で、谷で」あなたは試練に驚き、また私の霊感に驚くと、私はあなたに告げたことを忘れてはならない。 

27 あなたがこの任務を果たすために、わたしは、わたしの指示によって教育しているこの民が、わたしの律法を尊び
、その働きと模範によって、彼らの主人のあかしをすることを望んでいる。あなたの家には平和が訪れ、あなたの家族には
互いに争うことがなく、兄弟の間の争いや親子の間の不和もないであろう。あなた方の間に平和が支配し始め、あなた方の
家庭が小さな戦場のようでなくなれば、戦争は次第に消えていくでしょう。心に平和を持つ者は、あらゆるところに平和を
もたらすのです。 

あなたの子供たちのことを考え、あなたが手本となってわが法則を彼らの心に刻み込む方法をまだ理解していないこと
、そして彼らが人類全体に霊的な光を広げるよう運命づけられた新しい世代であることを自覚してください。 

28 彼らの精神は素晴らしいが、物質的な生活の初期には、あなたの保護と指導が必要であることを理解しなさい。こ
の作業は、小さな子どもたちから始め、理解と忍耐を持って行います。私に学べ：私は霊魂の発達と完成を何世紀、何千年
、あるいは永遠に待つことができる。- 

皆さんは、美しい光を放つために慎重にカットされなければならない原石のダイヤモンドのような存在なのです。あなたが
たは、自分が優秀な人と比較されるに値しないと思っているのか。 

29 私がこの地球に与えた最も美しく素晴らしい芸術作品のひとつが、あなたの目を楽しませ、周囲を香りで満たし、
あなたにインスピレーションを与える花々 です。しかし、本当に、私はあなたに言います、あなたは花よりも完璧で美しい
です。 
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30 もし、あなた方が到達すべき霊性をすでに持っているならば、あなた方はすべての被造物の言葉を理解し、私は同
じ言葉を通してあなた方に語りかけるでしょうし、あなた方の父があなた方の中で実体化して、十字架上で出血死させ、私
が今、不純な人間の唇を通して私の神聖な言葉を与えなければならないような事態にはならないでしょう。しかし、あなた
が父を知ることが必要なのだ。だから、私は自分を隠したことはないし、あなたのところに来るのを拒んだこともない-

あなたの罪深さにもかかわらず。もしわたしが人にわが身を示したのに，かれらが（それにも拘らず）常に偽りの神々 を創
り出したとすれば。もし、私が不本意ながらあなたの罪から自分を隠したら、どうなるでしょうか。 

31 弟子たちよ、私の言葉を聞いて、「先生、私たちは、あなたの言葉を隣人に惜しみなく語る自由がないことを残念
に思っています」と言うのを聞いて、心が洗われるような者たちよ。しかし、私はあなたがたに言う。兄弟を恐れるな、誰
が恥じることができようか。待てよ、ほんの少し待てよ、もうすぐ人類は、狂信と無知によって作り出され、表面的にしか
認識していない真理の核心に迫ることを妨げてきた限界と障害を跳び越えることができるだろう。 

32 今日、私が提供する食物を食べなさい。そうすれば、私の平和を感じることができるでしょう。しかし、何ものに
も奪われないでください。 

33 あなた方を第三の時代の弟子と呼ぶのは、あなた方が私の神性との新しい契約を結んだからである。 

34 私はあなたに、イスラエルの部族が増殖する新しい土地を託す*。しかし、あなたがたがわが民に属していること
を知っているから、虚栄心でいっぱいになってはならない。自分の任務をよく考えれば、自分の大きな責任を理解すること
ができるだろう。 
* 

これは精神的に理解するためのシンボルです。神が私たちに託された「新しい土地」とは、私たちが神の教えのために勝ち取るべき新しい人
間の心のことであり、イスラエルの霊的な民が増殖するためのものなのです。 

35 私は、あらためてあなたのもとにやってきて、お願いすることにしました。また主を犠牲にしたいのか？第二の時
代に流された私の血は、十分ではなかったとでもいうのですか。 

36 このとき、あなたの精神は、贖罪の十字架を背負い、広大な耕作地を託されていることを自覚してください。しか
し、彼には私の種以外のものを彼らに蒔かせてはならない。この時、あなたがもたらす収穫が、あなたの救いの門を開く鍵
になるのです。 

37 私は、あなたの罪の重荷を、私の十字架の甘い重荷と取り替えるために来たのだ。そうすれば、何世紀にもわたっ
てあなたを苦しめてきた罪から立ち直れるだろう。 

38 あなたの唇は神への冒涜を口にすることなく、ただわが名を讃えるだけでなければならない。私があなたがたに与
えた言葉の贈り物は、あなたがたの隣人の名誉を汚すためのものではないのです。 

39 わたしがあなたがたを呼んで、わたしの愛する弟子としたことを知ったからには、毎日、良心に照らして自分を吟
味し、特に、わたしのことばを聞くことがわかったときには、それを実行しなさい。 

40 間違った理解の懺悔に注意し、体に必要なものを奪わないようにしましょう。逆に、それに有害なものは、たとえ
そのために犠牲を払っても惜しんではならない。これこそ、あなたの霊に仕える懺悔であり、したがって、御父に喜ばれる
懺悔であろう。 

41 キャンバスに描かれたイメージや、自分の好きなように型にはめられたイメージを必要とせず、徐々 に自分の思考
を無限に高めていくことを学びます。あなたの霊が祈ろうとするときにいつも見つけていた障害が、少しずつ落ちてきてい
るのです。今、それは主との精神的な結合を達成するための道である。 

42 あなたの祈りが深い満足を与え、真の安らぎを感じさせるためには、あなたの心を清め、あなたの思いをわが聖域
に届ける準備をしなければならないことを忘れないでください。 

43 明日には、大勢の人があなたに付いてくることでしょう。彼らは真理に導く深く明るい道を発見しなければならな
い。その道とは、あなたの善行の道である。 

44 あなた方は、主が人類の中に光を灯すために地上に巡礼に遣わされた人々 であることを証ししなければなりません
。あなたの精神から湧き出る知恵が、この時放たれる第六の封印の光となるのです。 

45 もしあなたがたが私を愛するなら、あなたがたは私の命令を実行することができ、もしあなたがたが私を愛するな
ら、あなたがたは兄弟をどのように愛したらよいかを知ることができる。 

46 主よ、私たちがここに集まって御言葉を聞くのは、あなたを愛しているからではないでしょうか」と、ある者は心
の中で私に言います。- しかし、私はあなたに言います：愛から私の話を聞きに来る人はほとんどいません。 

47 私は、わがプレゼンスにあなたをもたらした痛みについてあなたを責めない。なぜなら、痛みはその使命を果たし
た後、再び過ぎ去り、後にわが弟子となる者たちの心を受容するようにしたからである。 

48 私が人の痛みを感じたことがないから、あなたのことがわからないということはないでしょう。私は、あらゆる試
練、あらゆる危機的状況において、あなた方に模範を示すために、人間となり、苦しみました。もし今日、私があなたの子
供たちが歩むべき道に光と良い模範を与えるようお願いするなら、それは、イエスにおいて私が常に父の従順な子であった
からです。私はあなた方の苦しみをすべて知っており、感じている。だから、私は聖霊によってあなた方のもとに来たのだ
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から、遠く離れてはいないのだ。本当に言っておくが、第三の時代における私の出現は、私があなた方を愛し、理解してい
ることの最大の証である。 

49 落ち着いた時に、わたしのことばに浸ってください。私は嵐に襲われたときに降りてくる安らぎであることを理解
してください。あらゆる試練にもかかわらず、この平和を保ち、あなた方の心を離れさせず、私のもとに帰してください。 

50 病は気からというが、侮るなかれ。しかし、私はあなたが癒しのバームを求めることを妨げません。むしろ、神の
医者である私に立ち返り、あなたに与えようとする私の意志を愛をもって受け取りなさいと言うのです。 

51 人生の苦しみを通して初めて正しい道に戻った人がたくさんいます。ある者は、苦痛に耐えながら神を冒涜した。
しかし、滅びに向かう自分たちを止めてくれたのが主であることを理解したとき、彼らは苦しみの杯を祝福したのです。私
はこれらの者をわが食卓に座らせ、愛と慈悲のおいしい食べ物に姿を変えて、子羊を味わわせる。 

52 あなたがたに言うが、もし人々 が自分たちに恩知らずな者たちにも同じようにしたら、人々 の間にどんな平和が訪
れるだろうか。 

53 平和に生きること、それがあなた方が私の弟子であることの最高の証になるのです。あなたのしていることが本当
なのか、あるいは証拠を集めて間違っていることを証明するために、常に多くの目があなたを見ていることを忘れてはいけ
ません。 

54 我が忠実な兵士となれ！決してあなたの兄弟が私を見誤る原因になってはならない。少なくとも一人の心がそれを
批判的に吟味することなく、私があなた方に私の言葉を与えたことは一度もない。その瞬間、わが言葉、わが顕現はあらゆ
る方法で精査され、わがしもべたちの行動もまた同様であった。彼らはあらゆる感覚と能力を駆使して、わが宣言を探し求
め、わが存在の噂が偽りであると期待してやってきた人々 は、良い知らせが真実であってほしいと切に願ってやってきた人
よ々りも多かったのだ。 

彼らがすべてを観察し、判断している間、わがまなざしは彼らの心の内側に入り込み、わが声は彼らの良心を通して呼
びかけているのだと、誰が彼らに告げただろうか。ちょうどその時、疑っていた多くの人に信仰が芽生え、すでに持ってい
た人には圧倒的な信仰が芽生えたのです。こうして、わが弟子の数は絶えず増加し、今や、わが平和をよく守り、それが彼
らの最大の宝となるようにと、私が彼らに言う民を形成している。これは、わが顕現の真理について、地上の他の民衆の前
で彼らが行うことのできる最高の証となるからである。 

55 この国には高い宿命があり、皆さん一人ひとりに困難な使命があることを理解してほしい。この国は愛と平和の泉
となり、他の民族の人々 もそれを飲みに来るようになるのです。その時はそう遠くないが、まずあなた方は兄弟の間の多く
の争いに疲れ、人がカルト化した多くの嘘と偽りを自分自身で納得しなければならないのだ。そして、彼らは私のところに
来て、十字架上で死なれたキリストが生きておられ、第二の時代に天に昇られたときのように、栄光と威厳に満ちて現れて
おられることを知るのです。 

56 今日、あなたは、私の仕事について話すには、まったく好ましい状況でないと感じているようです。しかし、あな
たの唇が絶えずわが言葉を語る日は近づいている。痛み、苦難、恐れ、混乱は、私があなたに与えたすべてのものをあなた
から学ぼうとするからである。 

57 人類は偽善者に飽き飽きしているからだ。従順な家庭を築き、思考、意志、技術を霊性の絆で結び、強く、不死身
になるのだ。 

58 人類には大きな苦難が待ち受けている。どんな苦痛や災難にも警戒し、祈り続けなさい。多くの苦しみは軽減され
、他の苦しみは祈る人によって阻止されるため、発生しない。 

59 他の教団や宗派の信者が、大勢の人がこの人たちに従っているのを見ると、あなたを迫害する人たちが、これらの
教団から現れるでしょう。しかし、恐れることはありません。あなたが落ち着いていれば、聖霊があなたの唇に光の言葉を
与え、あなたを中傷する者を沈黙させるでしょう。 

60 私はあなた方に、自らを守るための殺戮の剣を与えるのではなく、愛の剣を与えるのだ。その閃光のひとつひとつ
が、そこから発せられる美徳となるのでしょう。 

61 あなたの言葉によって、私の仕事を迫害する大勢の人々 を征服し、あなたの愛の業によって彼らを私のもとに改心
させるとき、あなたは父とともにどれほどの恵みを見いだすことだろう。 

62 これは、第二の時代に私があなた方に与えた教えで、あなた方はすでに忘れてしまったものである。 

63 人間の心は、三位一体・マリア主義の霊的教義を理解しようとすると、不穏な空気に包まれることになります。物
質化された人間は、精神的なものに向かって不器用だからです。 

64 私は、この世界でもう一度自分を明らかにし、人類に、私はあなた方の手の届かない高みにいるのではないことを
理解させるために来たのだ。私は、あなたが私の存在を見出し、善に奉献された人生を通じてあなたの霊を私の神性に近づ
けるまで、祈りによってあなたの霊を高めるという形を教えます。わが掟に生きる者だけが、私が本当に人の中にいること
を知り、これが比喩的な表現でないことを知る。 

65 私の話を聞く者よ、霊的な教えを理解することを妨げてはならない。あなたの光を暗くしないように、そして、私
の言葉を聞く瞬間は敏感で洗練されたあなたの心を、再び無関心で冷たいものにしないように。あなたはすでに世界が与え
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る喜びを味わい、その蜜を知るようになったのです。さあ、私の植えた木の実を楽しんでください。しかし、空腹を満たし
た後は、そのような道に戻らないように気をつけましょう。私が恵みで与えたものを泥沼に持ち込むことは、正しいことで
はないことを忘れないでください。 

66 闇の束縛を引き裂き、すべての霊魂に光を灯すわが言葉を聞きなさい。そうすれば、将来、善い道を歩むことがで
き、同様に、禁じられていることを認識し、誘惑に陥らない力を自分の中に見いだすことができる。この教えを受けた者は
、もはや自分を無知と呼ぶことはできない。弟子たちよ、今日、私がこのみことばであなた方と一緒にいる間に、私を聞き
、理解しなさい。 

67 世の中で部下を持ったことのある者は、私が指示を出しても驚かないだろう。主人であった者は、その誇りを忘れ
、わが下僕となれ。そうすれば、イエスが弟子たちに愛情をもって命令していることが、みなさんにもわかるでしょう。 

68 あなたの自由意志をわが律法と良心に服従させなさい。そうすれば、あなたは奴隷にされたとは感じず、真に自由
であると感じるでしょう。 

69 ちょうど今、雑草が地表一面に広がっているとき、私の労働者となって平和の種をまく準備をしなさいというので
す。この時代、わが選ばれし者の一人一人が、この御言葉を聞く前に、自分にとって最も大切なものにおいて、浄化され、
痛みの中で鋼鉄化され、しばしば試されなかったかどうか、自分自身の中で自問するように。 

70 確信と信仰を獲得し、疲れることなく、この顕現に慣れることなく、私に耳を傾けなさい。見ていなさい、わたし
は、わたしの旅立ちの日に、眠っているあなたを驚かせないだろう。今日、あなたは、今年が過ぎ去り、また次の年が来る
が、わたしのことばは変わらずにあなたに届くことを知る。しかし、1950年になれば、もうこのような形で私の声を聞く
ことはできない。 

そして、力をつけて豊かな教えを受けられるようにしてほしい。 

71 すべての声の主を通して明らかにしたわが業を研究し、好みを持たないでください。私はすべての人に降り立ち、
すべての人を通じて真理を語ることを忘れないでください。あなたは、わがプレゼンスを用い、わが教義を学ぶことなく、
1950年を迎えたいのですか？あなたは、私の聖霊としての顕現を信じない世界が、あなたに襲いかかり、あなたを弱体化
させ、あなたを絶滅させるのを待っているのではないですか？あなたがたは、地上の政府があなたがたの間に不和と混乱を
発見したとき、あなたがたの歩みを止めるために法律を制定することを望むのか。もし、これらの予言が実現するような挑
戦をしたら、今の世代はどんなに嘆くことだろう。そのとき、あなたは自分の存在をどれほどつらく悲しいものにするのか
、そして、あなたの後に来る人たちの道にどれほど多くの茨を残すことになるのか。愛と希望に満ちて立ち上がりなさい、
私はまだあなたに明かし、託すことがたくさんあるのです。 

72 どんな試練があっても、疑ってはいけない。そうすれば、自分の精神が開花し、強くなっていくのを感じることが
できるでしょう。誰も痛みから免れることはできません。私を最も愛し、最も近くに従った人々 は、最も心に血を流した人
で々あることを思い出してください。"私に従いたい者は、自分の十字架を負え"。- 

なぜ、多くの人が道半ばで挫折してしまったのか...。なぜなら、彼らが感じていると思っていた愛は、真実ではなかったか
らだ。 

73 己を霊化し、無益と軽薄を避け、もはや世の中の虚栄を求めず、霊的な徳目を単なる精神の装飾として求めず、賞
賛されるようにしなさい。私が愛の教えで教えた美徳で、あなたの精神を飾ってください。 

74 山頂で待っている、報酬を与える。過去の痕跡を見るために、視線を後ろに向けないでください。自ら撒いた茨を
感じることなく、落ち着いて道を進み、私の光が照らすあなたの完成の頂に到達してください。そこに行けば、ついにわが
愛の法則を祝福することができるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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付録  

備考 
 

注1 

その昔、古代イスラエルでは、高官の就任式に油を塗った。しかし、病人にも癒しのために油が注がれ、特に精油が使
われた。しかし、今、霊的な仕事では、物質的な手段はなくなり、祈りと按手だけで十分です。 

注2 

この啓示の作品では、「精神世界」は固定用語である。これは、キリストが聖霊として再臨されたのと同時に、光に満
ちた守護霊が、選ばれた道具によって姿を現し、指導、助言、援助を与えることを許されたことを指すと理解されている。 

注3 

霊感」という言葉は、今回のように、絶唱した声の主が神の顕現を伝える過程に対して使われることもあるが、通常は
、受け手が十分に意識しながら流れ込んでくる霊感を意味する。 

注4 

宇宙空間を平穏にさまよう混乱した地上の魂は、病を引き起こし、罪の結果によって魂が弱ったそのような人々 の心を
混乱させるのです。キリストは私たちに、肉体を失った魂にも、まだ受肉していない魂にも、霊の光が再び指導力を取り戻
すようにと呼びかけておられます。 

注5 

神霊が火花を散らしてから、その間に創られた物質世界で人間になるまでの間には、この枠組みでは扱えない様々 な進
化を遂げた「永遠」がある。この膨大な時間を振り返り、そのうえで、いくつかの言葉でその概要を説明しようとすると、
歪みが生じるので、現在のテキストは、時系列的に正確な一連の出来事として完全には評価されないはずである。 

注6 

物質的な財だけでなく、名声や名誉や権力への傾き、妬みや羨望や争い、快楽や悪徳への傾きは、私たちの霊が霊的高
みに上ってその故郷である「スイング」することを不可能にしてしまう奴隷の鎖のようなものなのです。 

注7 

悪魔」またはサタンが悪の原因である、または悪の極みであるという意見が非常に広く存在します。この人は悪魔を宿
している」「悪魔は全世界を混乱に陥れ、人と人を対立させる」という表現はよく知られている。人は強力な精霊の存在を
想像し、強力な光の第一の精霊であるルシファーを連想する。この意見を持つ人は、神がルシファーの精神で悪を創造した
ことを暗に示している。しかし、すでに私たちの理性と神の正義の概念は、愛と知恵と力の霊である至高の存在が、こんな
にも不条理なものを創造したことを受け入れることに抵抗があります。悪は神から生まれることはありません。もし、私た
ちを悪に誘うために創られた霊がいるとしたら、それは神の慈悲を否定することになる。しかし、悪は存在し、否定するこ
とはできません。そして、存在するのであれば、原因があるはずで、その疑問が生じます。自由意志の間違った使い方、神
の導きと秩序の拒絶、善の否定です。このように、悪は霊的な原初の創造からまもなく、ルシファーに率いられた霊的存在
の一部が神の意志に背いたことから始まった。ルシファーはこうして悪を生み出す原動力となり、同時にその悪の行動の最
初の犠牲者となり、神との交わりから追放され、深刻な結果を招いたのである。したがって、ルシファーは悪の原因ではな
いし、今日の世界を支配する悪の元凶として責任を負うことはできない。 

神は私たちの心の中に神の美徳を置き、良心の声を通してそれに従うよう促しているのです。イエス様は、ご自身の教
えと模範を通して、私たちがどのように生きるべきかを示してくださいました。彼は私たちに愛を教えましたが、私たちは
お互いを憎み合っています。彼は私たちに謙遜を教えました。私たちは傲慢で、うぬぼれが強いのです。彼は私たちに互い
に赦し合うことを教えました。私たちは執念深く、憤慨しているのです。彼は私たちに平和を勧めました。私たちは戦争を
しています。私たちは物質的なものばかりを追いかけています。自由意志の間違った行使によって、私たちは神の意志とは
正反対のことを行ってしまうのです。肉体の低い情熱と欲望、プライド、虚栄心、自己愛、すなわち人間の不完全な部分。
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これらは、悪の原因です。人類が増えれば増えるほど、不完全なものが出てくる。これらは、腐敗した思考、思想、感情を
放射し、人々 に影響を与える力を形成します。悪は人間から発せられ、目に見えない不吉な力となって人間に降りかかり、
人間を奴隷にするという宿命的な循環である。その影響力の大きさに、人々 はついに「これは偉大な霊的存在に違いない」
と信じるようになった。- 

そのため、ある宗教では、悪の神が別に作られ、人々 は自分たちを気まぐれな悪の神の無邪気な犠牲者とみなしている
のです。 

しかし、キリスト教系の宗教でも、悪魔は諸悪の根源であるという考えが広まっている。悪魔は角と尻尾を持つ恐ろし
い黒い姿であるなど、古い悪の象徴的な表現が文字通りに受け止められてきた。悪魔が人間の悪を引き起こすという言い訳
は、我々 自身の不完全さが悪の実際の原因であることを認めるよりも都合がよいからである。邪念が人に影響を与えること
は、すでに前述したとおりです。より良く理解するために、人間の当該悪しき発露は、人間の近くで地上を落ち着きなくさ
まよう無数の暗黒の魂に取り込まれ、ますます人間に対して利用されていることを述べておかなければならない。しかし、
ここで「悪魔の霊」であるという迷信を持ってはならない。むしろ、彼らは一時的に混乱している不幸な魂であり、やがて
解放と救済を経験することになるのである。 

邪悪な影響から逃れる術はないのでしょうか？あります。そして、神様は悪と戦うための武器も教えてくださっていま
す。精神的な武器なんです。祈り、天の父との親密な交わり。内的な知識を得るための精神的な瞑想。主の律法の成就。主
の啓示を信じること。愛の実践。これらの武器を使う人は、悪の影響を追い払うことができるだけでなく、自分自身の善、
愛、平和の考えや感情が効果的に悪と戦い、不幸な魂が奴隷状態から抜け出すのを助けることができます。 

注8 

スペイン語の原文では、"helper "は "cirineo 

"となっている。これは、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男の名前に由来している。シモン・オ
ブ・キュレネ」は、スペイン語で「Simon C i r i n e o」。 

注9 

この箇所では、他の多くの箇所と同様に、1950年以降、私たちはもはや人間の心を通して御言葉を受け取ることはな
いと、神聖なるマスターは述べています。- 

その頃、1866年から1950年までの間に、主が個人の男女を選んで道具として用意された時代が終わりを告げました。その
ような道具が天の父にふさわしく、純粋な心であると認められたとき、天の御霊がその声の担い手の心を照らし、歓喜のう
ちにその唇は神からの真理と知恵の言葉を語るのである。- 

それは、キリストが御霊によって、「言葉」によって再臨されることによってもたらされる「第三の時代」、聖霊の時代の
始まりであった。- 

この期間は、聞く者の教育と準備のためのものであり、神の子らが神の啓示を受ける快適な方法に慣れることなく、自ら霊
化の努力をするように、最初から制限されていたのである。 

1950年以降も、天の父はご自分を現されましたが、もはや歓喜の状態にある人間の心を通してではなく、ご自分のイ
ンスピレーションを受け、それを伝えることができるようにした道具を通して、ご自分を現されたのです。- 

私たちは聖霊の時代に生きており、神の霊はこの地上の多くの場所で、ご自分を子供たちに現すために打ち破っておられま
す。愛と純粋さをもって主に心を開き、主の霊に感化されることを許す子供たちを見つけると、どこにでも主はご自身を知
らせてくださいます。ある者には御言葉を通して、ある者には霊的なビジョンや預言的夢を通してです。 
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魂の研究 - スピリチュアルな視点から*。 
* この研究の基礎となるのは、「真の生命の書」をはじめとする「新啓示」である。 

魂」という言葉は知られていますが、「魂とは何か」ということについては、人によって意見が分かれます。それは人
間の構成要素であり、肉体、魂、精神の三位一体に含まれるものであることを知る。人間という単位を構成する3つの部品
は、それぞれの部品が異なる役割を担っています。 

身体は人間の目に見える物質的な部分であり、魂と精神を守るカバーであると同時に、外界とコミュニケーションをと
るための道具でもあります。身体は目に見え、手に触れることができるため、長い時間をかけて科学者によって研究され、
その任務と素晴らしいメカニズムについて最大の知識を得ることができました。あまりにも完璧に、論理的に機能している
ため、その背後には高度に賢明な精神的な力があることを、多くの人が忘れてしまっているのです。 

人間を構成する他の2つの要素に関する知識は、あまり確実ではなく、部分的にぼやけています。目に見えず、実験的
に調べることもできないので、科学は魂と精神の性質と任務を正しく説明することが非常に困難である。しかし、このこと
を明確にすることは非常に重要です。未知のベールを取り除くことに成功すれば、地球上で人間が生きる意味や目的につい
ても正確な知識を得ることができるのですから。しかし、私たちの知性だけでは無理です。霊的なものは、霊的にしか把握
・説明できないからです。しかし、神の霊は、神の霊感を受けるために用意された人々 を通して、これらの秘密を明らかに
する。これらの道具を通して、神は私たちの限られた頭脳では把握しきれない知識を明らかにしてくださったのです。 

物質的で目に見える世界の創造は、想像を絶する時代から存在していたが、その前にすでに精神的な創造があった。そ
の作者は神であり、永遠からの原初の霊である。彼の存在の中心には、彼の主要な特徴である完全な愛の炎が燃えていたの
です。しかし、最高の愛が受け継がれ、それによって証明されないのであれば、どんな良いことがあるでしょうか？- 

そこで神は、ご自分のために、ご自分の愛と知恵と光と創造の力を込めることのできる器を霊的存在にお造りになったので
す。それは、神の愛の心から生まれた存在であり、神の像であり、同じ神の特質を自らの内に持っていたからです。神の光
の純粋な鏡であったため、「ルシファー」または「光を持つ者」と呼ぶのがふさわしい。この最初の創造物は、神の権威の
おかげで創造的に活動することができ、やがてそこから、力の弱い他の同じような創造物が生まれました。彼らもまた、神
の愛の子として、輝く光の中で、最高の完成度を誇っていたのです。こうして神は、自らの愛が無数の霊的存在に反映され
るのを目の当たりにして、言いようのない喜びを味わったのである。 

しかし、神によって創造された存在である以上、創造主の意志に縛られることになる。 

しかし、神は彼が自由に成長できることを望んだのです。ルシファーは創造主に対する愛に圧倒され、それだけが彼の意志
を神の意志に自発的に従属させる決定的なものであったはずです。神は、最初の被造物からこの愛の証を受け取ることを望
み、そのために彼に完全な意志の自由を与えたのです。無数の霊的存在もまた、意志の自由な決定権を持っており、したが
って被造物の強制の法則に従うことなく、神の子として自由に決定できる存在であったのである。神は、彼らの霊における
神の意志の声と表現として聞こえる良心を通して、彼らを教えました。彼らは、神が示してくださった大きな愛に応えるた
めに、強制されるのではなく、自由な意志決定によって、良心の声に従う必要があったのです。 

自由意志の特徴は、良心の戒めとは逆のことをしようとする動機が隠されていることである。このように、霊的存在に
は常に相反するものがあり、そのために彼らは自由な闘争の中で、神の美徳を実現するか、その反対のことをするか、常に
決断しなければならなかった。長い間、良心の声が勝り、すべてが正しい順序で行われた。しかし、ルシファーが創造主の
霊的な導きに従わなくなる時が来たのです。最初に創造された存在の栄光はあまりに大きく、彼はそれに目を奪われること
を許したのです。ルシファーは、自分の意志で出現させた無数の存在を見て、神からその力を授かったと知りながらも、自
分がその生産者であると感じていた。神は子供たちのために、ごくまれにしか目に見える形をお与えにならないので、彼は
創造された霊を見ることはできても、その力の源を見ることはできないのです。ルシファーはその妄想の中で、ついに力の
源が自分にあると信じ、自分を「自分の」霊の唯一の支配者にまで高め、神ではなく自分、ルシファーこそが創造主であり
、その意志に従わなければならないと説得する術を心得ていた。 

ルシファーは創造主に逆らうことを決意したのです。今、無数の霊的存在も決断を迫られ、自由意志が選択できるよう
になった。- 

神の光に照らされた彼らは、目には見えないが、神の父を感じていた。彼らは主の愛を感じ、良心に主の声を聞いたのです
。- 

一方、ルシファーは、その意志の変化に非常によく気づいていた。しかし、彼らは彼を見ることができ、直接の創造者とし
て愛のうちに彼に献身していたので、非常に多くの人々 が彼の呼びかけに耳を傾け、彼の意志に身を委ね、こうして神から
離れようと努力したのである。この背教者の魂に、大きな変化が起きたのだ。 

神の霊魂の火花の中心である愛は、創造主に対して決別した後、霊的存在から離れなければならなかったのです。それ
によって、彼ら自身が神の生命力を失い、霊を持たずに残った器官や実行器官（魂）が固まって魂の物質になったのである
。 
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創造主は全知全能で、自分の子供たちの多くが愛の大試練に合格しないことを知っておられ、その計画を用意されたの
です。背教者の滅亡ではなく、彼らの帰還。霊的存在が自由意志の間違った行使によって神から離れてしまったので、父の
家から遠く離れた、限りなく長く困難な道のりで、彼らが再び父の心への道を見つけることができるように、大きな忍耐を
もって準備し教育することを望んだのである。神は、ルシファーの魂と、神に捧げられた無数の生き物の魂とを奪い取り、
最小の粒子に分解して、目に見える物質的な創造物に作り変えたのである。- 

これは知性では理解できないことで、すでに霊的な知識を持っている者だけが、予感を持って把握することができるのです
。科学者にとって、物質、マターが指示され、固められた魂の物質であるというテーゼを認めることは迷惑なことである。
しかし、このような背景から、使徒パウロのローマ人への手紙8章19節の言葉、すなわち「被造物全体がうめき、私たちと
ともに贖罪を待っている」という言葉を理解することができるのです。 

私たちが考える限り、無限に長い発展の過程で、魂の物質は絶えず変化し、より高い生命の形態へと変容していかなけ
ればならないのです。このことは、物質がなぜ一過性のものであるか、つまり、常に「死んでいくこととなること」の過程
にあることを理解させるものでもある。つまり、物質には永遠性がない。なぜなら、物質は霊的な魂の物質のカバーに過ぎ
ず、より高度に発達しなければならないから、永遠に同じカバーにとどまることはできないのである。物質そのものは同じ
魂の物質で構成されているが、まだ発達の初期段階にあるため、すでに発達した生命体の下位生命体として機能せざるを得
ない。しかし、私たちの身体も、同じ低振動の魂の粒子が凝縮された物質粒子で構成されているため、物質は私たちに感覚
的に知覚されるのである。 

物質的な創造物に束縛された魂の粒子は、発展の過程で結晶の形成のように一体化しなければならない。鉱物界から始
まり、植物界、動物界を経て、上昇発展していく。これは、たとえば動物界では、大量の微小な動物の魂が、殻が死んで長
い年月を経て大きな単位に結合され、すでに高度に発達した魂物質がさらに大きな動物に発達するように理解することがで
きる。このプロセスを何度か繰り返し、最終的に賢い動物では、魂がこの発達段階で可能な限り最高の成熟度に達するので
す。そして、そのような魂がいくつか組み合わされ、新たなユニットとなる。魂が鉱物界、植物界、動物界の創造の領域を
超えて発展するのには何十億年もかかり、神の霊によって無数の光の精霊が導かれ、自然の法則に従って神の意志を伝達し
実行します。 

鍛え上げた魂が、今、完成した。そして、自然界のさまざまな王国の中で力と能力を獲得し、最終的に人間への転生を
待っているのです。地上で恋人たちに近づき、受胎すると未来の母親の胎内に置かれる。しかし、魂が最高の完成度を得る
ためには、まだ本質的なものが欠けているのです。新しい地球人の誕生の少し前に、神は最初の受肉の準備ができた霊を魂
に指示します。それによって、霊的存在が再び完成するのです。この一体化の2つの部分は、最終的に完全なものにするた
めに共に努力する。この努力には長い時間がかかり、何度も輪廻転生する。 

輪廻転生の場合、霊魂の単位は新しい地上の肉体を所有する準備ができているが、それでも受胎の際には、まず魂が単
独で母親の胎内に入り、生まれたばかりの生命体とのつながりを確立する。霊魂が魂の殻に入るのはその後で、早い場合も
あれば遅い場合もあるが、生まれる3日前より遅くなることはない。- 

魂は無数の小さな粒子からなり、互いに絶対的に結合しているわけではないので、子作りの過程で親の魂の粒子も吸収する
。このことは、関連する魂の引き寄せとは別に、親の素因を受け継ぐことを説明できる。 

これまで、魂の起源と発展について説明してきたが、次に、魂の本質と人間生活におけるいくつかの課題について明ら
かにすることにする。まず第一に、魂は地球上の物質的なものではなく、目に見えないエーテル的な霊的な力であることを
、もう一度はっきりさせておく必要があります。かつて神の霊から独立した存在として生まれ、神の創造物による永遠の償
いの後、本来の目的への道を見つけたのです。- 

空間的には、人間の魂は人間の体全体に広がっており、神経系のように体のすべての器官や部分に分布しています。それが
なければ生命を持たない肉体に活力を与え、そこから切り離されると、生命を持たない抜け殻として肉体を残していくので
す。実践的な思考や意志、感覚的な感情や感覚、そして聞く、見る、味わう、嗅ぐなどは魂の機能である。これは肉体の殻
の内側にある原動力であり、霊的な視力を持つ者だけがこれを見ることができ、それが完全に人間の形を伴っていることを
認識することができます。 

魂は、身体自身の防御機能とともに、身体の健康を担っているのです。乱れることなく調和した振動ができれば、あら
ゆる病原体に対する防御壁を形成することができる。しかし、これらが体内に侵入した場合、魂は身体の防御機能との相互
作用により、直ちにこれらとの戦いを開始し、無害化したり、追い払ったりするのです。私たちが熱として知っている体温
の上昇を引き起こす実戦である。- 

また、魂には肉体を養うという役目があります。身体に取り込まれた食物の微細な生命力は、魂によって身体のすべての器
官に伝えられ、それぞれが自分にとって有益な微細な魂のエネルギーを受け取ることができます。しかし、食べ過ぎ、飲み
過ぎると、肉体のことで頭がいっぱいになり、しばらく浮力を失っているため、魂が鈍くなっているのを感じる。 

この小さな研究は、魂と精神の関係も説明し、精神とは何か、その任務は何かを述べなければ、不完全なものとなって
しまう。まず、「マインド」と混同してはいけないもの。人間の中の精神は、神の霊、神の愛、神の光の閃光である。それ
ゆえ、神は私たちを神の像と呼び、私たちは神を父と呼ぶことができるのです。しかし、私たちの精神は、その源である祈
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りと霊的高揚、そして神の啓示の研究によって、常に力を得ていなければなりません。そうしてこそ、活動的で生き生きと
した状態を保ち、神の戒めを果たすことができる愛と知恵と力を人間に与えることができるのです。 

神がアダムの鼻に命の息を吹き込んだという聖書の記述によれば、人間の精神は、神によってアダムの中に置かれたの
である。それ以来、この目に見えない恵みの行為は、すべての人間の誕生時、魂に霊魂が埋め込まれるときに繰り返されて
いるのです。肉体が魂の殻であるように、魂はいわば精神の殻を形成しているのです。霊の仕事は今、魂を啓発し、神の美
徳を身につけさせることです。しかし、その際、霊は魂を強制してはならず、魂は自由に霊の導きに従わなければなりませ
ん。 

人間に化身した魂は、最初は完全に肉体の方を向いていて、その願いをすべて叶えようとする。そして、肉体の発達と
同じだけ、魂もまた、長い成長の道のりの中で、まだ自分の中に持っている地上の官能的な性質が強くなっていくのです。
ここから、精神の課題が始まるのです。愛と忍耐をもって、良心を通して魂に、低俗で邪悪な性向を捨て、肉体のこの世の
欲望に打ち勝つよう指導しなければならない（もし不法なものであれば）。魂が肉体の欲望を満たすような再発が常にある
としても、魂が魂との審問を見つけたなら、それは大きな成功を収めたことになる。魂が霊の戒めに心を開き続ければ、霊
の美徳はますます魂に浸透し、同時に肉体の間違った欲望に対してますます免疫ができるようになります。そして、この変
換の結果が、その人の放射線に現れるのです。善良な思考と純粋な感情を持ち、謙虚さ、忍耐、優しさ、そして慈愛を示す
人です。死の時間が来ると、精神と魂は完全な調和と大きな喜びをもって地上の肉体を離れ、来世で至福と平和が待ってい
ることを知るからです。彼らは、神が霊的存在として彼らを創造したときに持っていた最高の完成度を取り戻すまで、統一
体として霊的王国の決められた道を歩み続けるのです。これによって、神の救済計画は完成し、「放蕩息子」の帰還が実現
するのである。 

しかし、人の一生は、全く違った経過をたどることもあります。魂が精神の教えと衝動に抵抗すると、肉体の要求と内
なる低次の性質にますます身を任せるようになります。霊は絶望的な戦いをし、天の父に力と知恵を求めます。もし魂が自
由意志の決定において、霊の影響と勧告を頑なに拒むならば、官能的な情熱、物質的な欲望、あらゆる利己的な衝動の奴隷
となる。その結果、神の輝きが失われ、精神的な殻に閉じこめられてしまうのです。- 

この段階で、精神と魂が異なる力であることがはっきりとわかる。精神が不活性に追いやられ、もはや良心を通して自分自
身を感じさせることがない一方で、魂は「良心のない」人間の中で非常に激しく生きており（さもなければ、肉体は生命を
失う）、その悪徳は人間の外界において思考や言葉、感情や行動を通して認識できるようになる。神は、この失われた状態
の子を見捨てたりはしない。魂が良心の声を聞こうとしないとき、神は物質的な体の病気や多くの苦難を通して語りかけて
いる。多くの場合、魂は反省し始め、聖霊の戒めを聞き入れ、悔い改める準備ができるのです。そうすることで変化が起こ
り、魂は自発的に霊の導きに従うようになるのです。そして、神が彼らを地上生活から引き離すまで、彼らはより高い発達
のための困難な道を共に歩むことになるのです。 

残念ながら、良心を通して霊が善く諭しても、試練を受けても、魂が悪い行いを続ける場合が無数にある。そのような
魂が死によって驚かされるとき、来世では無礼な目覚めが待っているのです。そこでは、もはや良心の声から逃れることは
できない。良心の声は、神の戒めに背いたこと、悪行や卑しい情念を執拗に告発するのである。このような自責の念は、魂
に最大の苦痛を与え、魂を浄化する役割を果たします。魂が自分の犯した罪に気づき、悔い改めるとき、その目覚めた魂は
、一歩一歩、邪悪な傾向を捨て、神の美徳を吸収するように導くことができるのです。魂が邪悪な行為に固執している場合
、不幸な存在を自ら用意することになる。もはや地上の肉体を持たず、逆に霊界にも入れないので、地上の人々 の近くをあ
てもなく彷徨っている。そして、悪い考え、悪い行い、卑しい情念が自分の性質と一致する人に惹かれるのです。そのよう
な人たちと一緒に「住み着き」、悪に影響を与え、この状態が憑依につながり、そのような人たちと一緒にますます悪くな
っていくのです。地縛霊は暴力行為を支持し、心を混乱させ、病気を引き起こし、すべての人々 にとって常に危険な存在で
ある。しかし、そこには保護があります。自分の人生を神の意志に従って方向づけ、良い考えや感情を発信している人は、
まるで保護カバーで覆われているかのように、低次の魂の邪悪な意志による攻撃を跳ね返し、その囁きはこれらの人々 に共
鳴することなく、直ちに拒絶されます。さらに、善意の人々 は、祈りと光ある考えを発信することによって弱った魂を助け
ることができ、そうすべきです。 

神は、暗い魂の自由意志を尊重しなければならないので、悪い行いを防がないます。しかし、魂がその惨めな存在に疲
れ、自分が引き起こした恥ずべき行為に嫌悪感を抱いて振り返る日が、通常は非常に長い時間を経て、やってくる。素直に
悔い改め、許しと助けを求めれば、その瞬間にその魂が介入し、優しく導いてくれるのです。そして、光の精霊や神の天使
たちも、彼女を助け、指導する準備ができています。これで、霊的な領域で一歩一歩上昇を始めることができる。 

人間の精神は、私たちの中にある神の輝きとして、肉体と対立し、魂は2つの間に位置しています。精神か肉体か、ど
ちらかを選ばなければならないのです。もし、霊を選ぶのであれば、自らの内に神を迎え入れ、霊の導きに従う準備ができ
たということです。もし彼女が肉体を選ぶなら、肉の欲望に服従することになり、彼女の中に存在する性向はその不利を十
分に発揮することができるのです。したがって、主はその教えの中で、魂やその機能である心、思考、感情などについては
、霊や身体ほど頻繁に言及されていません。霊」は最も頻繁に、最も重要な部分として扱われる。そのため、「霊」と「魂
」の間の完全な統一がまだ達成されていないとしても、霊的存在への一般的な言及には魂も含まれることが、上記の説明で
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理解できるようになった。- 

新啓示』の中で、『神聖なるマスター』は、肉体の影響に対する霊の闘争について非常によく語っています。これまでの説
明では、魂が完全に "肉欲化 

"したとき、つまり肉体とあらゆる物質の影響に完全に束縛されたときに、精神と魂が闘うというように理解される。なぜ
なら、肉体は精神によって直接導かれることはなく、魂を通してのみ導かれるからです。 

偉大な詩人ゲーテは、繊細な感性でこの二つの対立する力を感じ取り、『ファウスト』の中で、ある人物の口にその言
葉を託しているのだ。 

「二つの魂が私の胸に "ああ "と宿っている。 

一方は、他方から分離することを望んでいる。 

荒ぶる愛の欲望を抱くもの 

しがみつく臓器で世界にしがみつく。 

もう一方は、塵から無理矢理自分を持ち上げ 

高貴なる祖先の領域へ" 

彼は胸の中で「二つの魂」と語っている。一つの力である魂は、愛欲と地上の思考と欲望に束縛されている。もう一つ
の力である精神は、感覚と物質主義の支配から自らを解放し、高い領域、つまり自分が発した神の精神へと上昇しようとす
るものです。それは、精神と魂の対立であり、後者がまだ肉体性の低次の欲望を克服していないときのものである。 
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人間の肉体的な再生産は 

自然法だから罪はない  20-23 

神の無限性とはどういう意味ですか？   24-27 

何が私たちを神から遠ざけ、何が神を私たちに近づけるのか。 28-30 

声の主を通して主が宣言された理由 31-34 

精神化によってのみ、私たちは不変のものを達成することができる。 

神の霊とつながる  34-37 

すべての目が彼を見よ  41-45 

人間の未発達な能力  46-48 

愛は精神の発達の鍵である. 49-52 

人類は奈落の底へ向かって盲目的によろめく53-56。 

隣人に仕える無私の生き方  61-70 

主はあらゆる場所で、さまざまな形でご自身を現しておられます 76。 

霊界の多くのサインと多様なアナウンスメント  

主の再臨を告げ、伴われる  77-79 

教会の拒絶的な態度と、出現した 

ニュー・スピリチュアル・コミュニティー  80-85 

 

インストラクション 38 

どんな形であれ、善を行うのに貧しすぎるということはない  9-11 

主は新しい弟子たちをどのように望まれているのでしょうか。 14-18 

預言者ヨナの例  19-22 

神と人間における三位一体  24-28 

ジェンダーの出現と意義  29-30 

真の結婚とその冒涜  31-36 

結婚は実際に天国でするもの39-41 

神の教育手段への洞察 
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夫婦 50-66歳の例で言うと 

神の助け・守護  75-76 

 

インストラクション 39 

科学の木は浄化される  3-5 

天秤座と神の裁きの鎌6-7 

真の祈りの力と恵み  8-15 

キリストの掟：互いに愛し合いなさい 16-20 

物質的であっても精神的な豊かさと愛の営み 

貧困  21-24 

善と真実と正義のための闘い  26-28 

人間の偽りの理想  30-31 

大虐殺  32-35 

エホバ-キリスト-聖霊  39-49 

マリア  50-54 

地上の欲望は、翼を麻痺させる 

御霊の  67-70 

神と向かい合う人生  71-73 

 

インストラクション 40 

イエスにおけるメシアの約束の成就と  

民衆の無理解  1-20 

自然との調和の乱れとその結果． 21-31 

神様の意志を守ることでしか 

真の自由を可能にする  32-33 

祈り  34-48 

揺るぎない信念と絶対的な信頼  52-53 

訓練された者の祝福  54-56 

善と悪の力の起源と影響 

見えないところで  57-64 

地上に蔓延する右翼との闘い 

悪の力  65-72 

人類は現実から切り離され 

目に見えない影響力の有効性を納得させる ... 73-76 

悪の責任は人間自身にある。 

彼を圧迫するもの  79-81 

 

インストラクション 41 

死の王国におけるキリストの贖罪行為 

そして、闇  5-7 

人類による第一戒の侵害10 

地上とあの世で繰り広げられる二人の道 ...。 11-18 

勧告と約束  22-28 

正しい請願と間違った請願について  30 

真の平和  38-41 

満足に必要な調和 

身体的・精神的ニーズ  45-48 

家庭は平和と愛の場でなければならない  50-52 

神意の不滅性 

とその法律  55-57 

子育てに関する明確な言葉  57 

戦争は、人々 の神への冒涜の結果である。 

一方、平和は、愛と謙遜の実りである. 58-60 
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新しい神の言葉の普及と 

 六十一・六十九 

 

インストラクション 42 

に対する人間の無能さ。 

地上における神の顕現の形態  1-2 

未来世代のスピリチュアライゼーション  5-7 

勧告と警告  9-25 

予言 26-28 

ビーティチュード 29 

恵みの源  30-32 

キリストの教えの普及  33-38 

慎みと倹約 - 放置 

四民の徳 

神の法則は不完全なものを許さない  52 

人類の浄化と新たな始まり  53-61 

 

インストラクション 43 

戦争や苦難は、人を浄化するために役立つはずだ  2-8 

無関心、怠惰、偽善に対する警告。 9-15 

人間の良心と保護精神が導くもの  

善の道を歩ませる  18 

創造物の調和と完成のために 

創造された精神は必要である  19 

精霊の創造とその発展的課題  21 

天使たちは、地上の霊的な兄弟たちのそばにいる。 22 

物質世界と精神世界のギャップ 

人間自身が悪い  23-24 

死は永遠の別れを意味しない  25 

イエスは人類にその実在を証明した。 

スピリチュアルライフ  26-28 

神の意志に従って生きることが最高の準備 

来世の精神生活のために  36-38 

キリストの真の声の担い手と偽りの声の担い手  39 予言の譬え  43-49 

の一時的な場所に過ぎない。 

追放と涙  61 

 

インストラクション 44 

地上の指導霊の受肉と効果4-6 

スピリチュアルな意味での "光 "とは何か  8 

姦婦の物語 11の詳細はこちら 

悪い弟子の戒めの例  19-28 

職業と霊的才能  33-39 

許し  40-45 

仲間の弱さを考慮するのはNGです。  

検索と公開  46-48 

幸福のことばと祝福の約束  51-55 

古代イスラエルにおける神の偉大なメッセンジャーたち58-62 

キリストの贖罪の業の完成  63-67 

 

インストラクション 45 

イエスの生涯、「死」、そして復活が示すもの 

霊界への道  3-8 
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第3の時代、聖霊の時代  21 

精神的なものと物質的なものが必要なのです。 

が、適切な割合で含まれている  31 

悪を認めよ、しかし、それを行う者を裁いてはならない 43-44 

罪人との接触を避ける者。 

は真のキリストの弟子ではない49-50 , 56, 61 

現代の律法学者やファリサイ派の人々 は 

私の黙示録を拒否する  67-68 

キリストの新しい受難の杯  81-91 

 

インストラクション 46 

過ちを犯した兄弟に対する正しい振る舞い． 3-7 

精神と神霊のつながり...。 10-11 

古代イスラエルの民の失敗とその 

オフスプリングス  18-20 

戦争は神の宿命ではなく、その結果である。  

人間による神の意思の無視  26-29 

信仰と愛と神の御心への降伏  34-36 

学問ではなく、実現すること。 

愛の戒めは人間の最高の目標である  43-45 

聞こうとしない者は感じなければならない  63-65 

すべての人は神の前で平等である  68-69 

大予言 73 

 

インストラクション 47 

苦しむ人を心から思いやり、そこから 

執り成しと援助  5-7 主はご自分のものを試される  20-27, 30 

私たちの魂は、天の父のもとに純粋に戻らなければならない  46 

障害となる物質と助力となる物質  49 

神はまた、高慢で手に負えない人々 を求めておられます。 

を獲得し、変革する  51 

無駄な努力をしないための言葉。本当に 

謙虚は人より上に立ちたいとは思わない  54-56 

 

インストラクション 48 

新しい神の言葉の偉大さと意義 

と人々 から拒絶される  5-9 

満たされることで初めて得られる真の平和 

神律の 11-15 

主の晩餐の意味と象徴  21-25, 46 

浄化と発展の場としての地球52-54 

真のキリストの十字架-フォロイング64-70 

 

インストラクション 49 

人間の苦しみは、神から与えられるものではない。 

しかし、それは自らの過去の過ちの結果である2-5。 

イエスの犠牲の死による贖いは、そこで初めて効力を発揮する。 

人がイエスの模範を見習うところ  7-9 

独善的な考えへの警告  9-11 

人間の意見と疑問の対立に新しい言葉-新しい苦悩のあり方 

キリスト 12-23、40 

特定の日だけでなく、常に 

私たちは神に敬意を表する  30-32 



コンテンツ情報 

Verse No. 

152 

天の父による子供への配慮． 48 

発信・普及の義務付け 

神の言葉の  43, 49-53 

精神的な助けだけでなく、物質的な助けも 

は隣が必要 

 

インストラクション 50 

 

55 

見よ、わたしは扉の前に立ち、たたく 1 - 7  

神の霊が彼らのうちにあるように、国々 のためにとりなしをしなさ
い。 

は、12を明らかにすることができます。 

人間 - 天国の「放蕩息子」。 

霊的な祈りは唇を必要としない  

は13-21で動作します。  

  

自発的な愛と優しさから起こるものだけが、持っている。 

神様の前の価値              

  

36-37 

知的な学問を阻害するもの 

精神的認知と感覚  

 

40-41 

 

マリアは十字架上のイエスの言葉によって霊的にされたのです。 

  

使用した男性の母親 45 - 48 

 

インストラクション 51 

啓示に対抗することで 

 

59-62 

人々 は神の知恵と愛を認識する 9 

誤った啓示や誤った教えに対する警告。 27 

今日のような状態になったのは、人間にも責任の一端があるのです。  

世界 - 彼は今、以前の時代に蒔いた種を刈り取っている  33  

キリストの霊的な帰還に伴う状況. 45  

神への最も確かな道しるべ：良心  46 

私たちは、物質的にも精神的にも向上させなければなりません。 

法規制の遵守  47-53 

現在が審判の時  61-71  

 

インストラクション 52 

霊的なイスラエルは、それを広めるために召されています。  

言行一致の新しいメッセージ 

神の愛と慈悲は、神のためでもある。 

 

1-

22 

棄て子 

神はこの時代、弟子たちに要求しています。 

 

26-

27 

血の犠牲がない 

天国と地獄は、人間が自分自身によって引き起こす魂の状態である。 

 

28 

善悪の思考と行動 

戦争の残虐行為は、その人々 の高慢で石化した心を悔い改めさせるとともに 

 

31-

37 

神はまた、神を知らない者たちのところへもやってくる。  

40-

41 

誤った図形を検索する 

精神化とダイレクトの必要性 

 

48 
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私たちの霊から神の霊へのつながり 49-53   

人はあの世に行くことを恐れず嘆かず  

 また、55-58を人為的に遅らせないこと  

すべての人間は、その起源から、精神的にも肉体的にも、兄弟であり  

姉妹で、その間に  

障壁は存在してはならない 59 - 60  

 

インストラクション 53 

  

祈りの力  2 

肉体を支配する精神の闘争 隣人への慈悲と助け合い   

 8-11 

- 真の弟子であることの証 14 - 17  

知識・知恵の進歩 20 - 22  

自分の罪を償うための十字架と 

と他人のための犠牲 24 - 25  

 

エリヤの各時代の働き 34 - 44    

「そして、その業は彼らに従う」 49 - 50   

古くて新しいイスラエルの民 52 - 55 

地上のハルマゲドン、霊的なハルマゲドンまで 

 

光の勝利へ 56 

 

  

インストラクション 54 

必要な手段としての試練と苦悩  

完全無欠のために  

主は、主で誰かを縛ったり脅したりすることはありません。 

 

2-9 

新しい言葉、でも新しい希望を与える 10-15  

罪深き病める世の唯一の救い 16-21  

新しい弟子たちが任務を果たすためのアドバイス 24-34 

スピリチュアライゼーション」とは何か？               41 - 44    

天の父にとって、誰も「悪」ではない 45 - 48 

人類と神の民は霊的なものを必要としている 

 

強く、無私のリーダー 

キリストの贖罪の業は、すべての人間の上に設定されています。  

 67 

不完全性の勝利 69 - 71 

 

  

インストラクション 55 

私たちは「神から逃げる」ことができない  6-7, 8 

民族の指導者の良し悪しは、そのための道具である。  

神様の目的と必要なとりなし 20 - 21    

霊魂の輪廻転生 22   

"成長し、増殖する" - 新しい視点で 22 - 24   

戦争を防ぐための唯一の方法 27   

神に喜ばれる唯一の悔い改め 

での観客の内心の態度は 

 

40 

てんまつ  

私たちの祈りは、来るべき大いなる 

 

53-54 

試験を減らす、あるいは中止する 58   

警告と約束 71 - 74     

  



 

 

メキシコにおける神の教え 1866-1950 

文学 
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66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de  

私たちの人生とすべての存在の起源、本質、目標である神聖な愛。 

神の愛 - 私たちの人生とあらゆるものの起源、存在、そして終わり 
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ウェブサイト 
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