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この問題についての注意 
 

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

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

これまでに、以下の巻が翻訳されている。 

 

ステータス：2020年12月 

 

第三の試練  

ドイツ語原文から各国語へ  

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

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

実生活の本 

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

他の5巻はすでに英語版が出版されていました。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  

 

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

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

巻は、私のホームページで無料でPDFダウンロードが可能になっています。  

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

 

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

ホスタには、次のような意味があると、主は教えてくれた。  

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

ホス...ト...ア（私の名前、アンナのA）  

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

 

アンナ・マリア・ホスタ 
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序文 
 

私たちは、この「真の生命の書」第三巻が出版社の印刷所に送られるのを、大きな喜びと感謝で迎えます。 

Libro de la Vida Verdadera」のスペイン語原文から、細心の注意を払って翻訳しました。 

読者の皆様には、少しずつ読んでいただき、読んだ内容を振り返り、瞑想していただくことで、『神の教え』の霊的意
味を十分に理解していただくことをお勧めします。 

前2巻と同様に、第3巻もメキシコの霊的啓示の仕事の信奉者の間に開かれた心を見出すことができますように。 

  翻訳者 
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はじめに 
 

 

 この「真のいのちの書」シリーズ第3巻を紹介すると、キリストの教えの中で、故郷の戦争の惨状に非常に落ち込ん
でいたドイツの聴衆に特別な配慮をされたことがわかる言葉を紹介したい。  

第二巻の「はじめに」で述べたように、私たちは、時には20人にもなるドイツ人の集団で、メキシコ人社会の中で、
日曜日の朝に神師の教えに耳を傾けていたのである。私たちは「外国人」として知られ、尊敬を集めていました。特
に1942年から1945年にかけて、第二次世界大戦が残虐な行為で猛威を振るっていた頃、私たちドイツ人はメキシコ
の共同体にいるキリストの言葉に安心と慰めを見いだしました。というのも、戦争の出来事が私たち全員に重くのし
かかり、遠い祖国の苦い運命が私たちを苦しめたからです。どれだけの涙を流し、どれだけの祈りを捧げたかは、神
のみぞ知るところである。この間、いろいろな機会に、しかしいつも不意に、主が教えの中でその場にいたドイツ人
に直接語りかけることがあった。 

その時、主は戦争を終わらせ、人々 が思っているよりも早く、祖国の復興を成し遂げられるのだ。しかし、同時に、
私たちが再び自分の道を傲慢に歩むのではなく、自分の意志を主の下に置くようにと諭されました。また、熱心に聞
いているメキシコの信徒に、「戦争の背景が何も分かっていないのだから、裁判官として立ち上がってはいけない」
と促した。この言葉は、私たちの傷にしみました。ドイツ人として、私たちは戦争の主要な加害者であるという世界
的な非難に苦しんでいたのですから。  

霊的な教えのメキシコの集会では、ほとんどドイツ人だけが外国人として聞いていたことは、その深い意義がある。
それは、神主の言によれば、ドイツ人の中に偉大な「イスラエルの種」がある、つまり、これらの人間の魂は、はる
か昔にユダヤ人の中に転生したものだからである。あらゆる民族や宗教に散らばっているこれらの存在を知っている
のは神だけであり、この第三の時に、神は彼らを霊的に集め、彼らと共に霊的イスラエルを形成しようとしているの
です。 

以下、1945年5月6日の訓示におけるキリストのドイツ人に対する演説を、より広い読者の注意を喚起することにする
。 

ウォルター・マイヤー 

1945年5月6日の教えの中で、ドイツ人聴衆のグループに向けた神師の言葉  

祝福されよ、わが愛しき子らよ、私はあなた方を歓迎する。見よ、祝福されたイスラエルの民よ、あなたがたの中に
、わが愛すべき子らがいる。あなたの胸に、私の霊の温もり、尊敬と兄弟愛を見出すことを望みます。あなたのハー
トのすぐそばに、寄り添うように置いてほしい。私が彼らに大きな仕事を任せたことを忘れないでください。私があ
なたに慈悲深いように、彼らにも慈悲を与えてください。祝福された人々 よ、裁く者になるな。本当にあなたがたに
言うが、今世界で起こっていることについて、あなたがたは何も知らず、私だけが知っている。しかし、すべての出
来事の背後には、わが手、わが正義があり、始まりのない永遠の始まりからのわが神聖なる計画があるのである。で
は、何をもって正しく判断し、何をもってすでに知ることができるのか。この（ドイツの）人々 の胸の中には、イス
ラエルの種がたくさんあり、第一時代にイスラエルの人々 のために裂け目を作り、カナンへの道を開くために武器を
取ったあの部族、ユダの種が大きく蒔かれているのである。そして今、世界と対峙して自らの道を切り開くために武
器を手にした。しかし、私はそれを倒し、止め、告げた。「あなたがユダの剣を携えているからと言って、世に傲慢
であってはならない。  

反省し、忍耐せよ。常に私を信じてきたあなた方を、私は育てるのだ。あなたのパンを、あなたの家をあげよう。私
はあなたを他の国々 と同等にし、彼らをあなたと同等にする。誰の価値も下がらないし、誰の価値も上がらない。そ
の謙虚さゆえに、最後が再び最初になる時が来るのです。だから、私はあなたがたに言う。ただ、わが言葉を聴き、
それを理解し、あなたの唇を沈黙させるだけである。しかし、あなた方、わがいとしい子供たち（ドイツのリスナー
の意）、裁判官のところではなく、あなたの救い主のところに来なさい。あなたの祈りは、燔祭のように、香油のよ
うに、わが玉座の高みへと昇っていった。毎日、毎晩、あなたの霊は、あなたの民、あなたの国の守護者のようでし
た。ああ、この国(メキシコ)のわが民イスラエルが、あなたのように霊的な義務を果たしていれば、どれだけ進歩でき
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たことだろう。しかし、このことでむなしくならないように、自分の義務を果たし続け、また将来も、互いにその熱
意と愛と尊敬を持ちなさい。そうすれば、私は道を整え、あなた方は前進することができる。 

私はすでに一度、ホセ（教会の指導者）にあなたを託しましたが、もう一回、彼に託すことにします。なぜ？ 

この第三の時代にこのメキシコの国に現れたわが三位一体のマリア的霊的仕事の使者としてあなた方を準備させ、こ
の印とこの仕事とこの愛とこの熱意とこの律法とをもってあなた方を送り出すようにと、です。なぜなら、異国の地
に種が蒔かれ、その地にわが言葉が宣べ伝えられる瞬間が来るからである。その瞬間はいつ訪れるのでしょうか。無
事に進級して、私の指導を受けたら。常にわが民（まずメキシコの教会を意味します）と一体となり、柔和と謙遜を
保ちなさい。今この時、私は再びあなたに私の子宮の温もりを感じさせているのです。健康で元気でいてください。
あなたの国だけでなく、あなたを通して何千何万という人々 がわが祝福を受けるのだから、恐れてはならない。彼ら
のためだけでなく、すべてのために私にお願いしてください。今この瞬間、私はあなたの精神に高い発展性を付与し
、あなたの守護天使の精神を、私があなたのために用意した力に満ちた霊魂たち、より高い霊域に引き上げているの
です。その保護者たちは、ここでも、あの国でも、あなたたちとともにあり続けるのです。  

心配しないでください、私の子供たち、悪いものと雑草だけが根こそぎにされるのです。わたしは麦を惜しみ、良い
植物を保存し、それらを用いて、実を結ぶ。いつ？あなたがたの準備ができたら、それらを手入れしなさい、これが
私の意志なのだから。 

私の力を受け、私の平和を受け、監視と祈りの中で忍耐してください。わが子ホセと結ばれ続け、時が来れば、わが
意志に従い、ホセの指揮のもとで任務を果たすことができるように。 

それらの場所（故郷）のために、あなたは私に何を求めるのか。そう、それは真実、あなたが私に何度も尋ねたのと
同じことです：平和、許し、癒しのバーム、そして正義、本当に私はあなたに言います。神の正義、愛、バーム、完
璧な耳である私は、この瞬間、人々 に近づき、彼らを私の手で覆い、私の膝に引き寄せ、私の脇から血を流し、それ
は多くの病人を癒すバームとなります。 

霊魂たちよ、あの世からこの執り成し人を見ているあなた方は、あなた方がどれほど多くを達成し、今も達成してい
るかを見ています。光を受けよ、霊界よ、私は影を、鎖を、血を取り去る。父、子、聖霊であるわたしの名によって
、あなたがたに平和をあふれさせます。 

見守り続けよ、わが愛する子らよ、苦しみを忍びよ、最後には喜びに満ち溢れるのだ。そして、私が命であり、あな
たを（真の）命に入れることを悟りなさい、これが私の意志だからです。 

立ち上がって、十字架を背負い、私に従いなさい、私のとても愛する子供たちよ。 
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インストラクション 56 
1 わが霊の喜びとともに、あなたがたがわがことばに耳を傾けているのが見える。あなた方は、私の愛の教えでリフ

レッシュするために、これらの集会所に群れをなしてやってくるのです。すべての人が私の話を聞きに来るわけではなく、
ほとんどの人が苦しみからの解放や心の痛みからの解放を願ってやってきます。召される者は多いが、私に従う者は少ない
。第二の時代にラビの声を聞きたかったのに、知る機会がなかった人たちがここにはたくさんいるのです。また、彼の声を
聞くことができたのに、聞こうとしなかった人たちもいる。ある者などは、この間、熱心にわが言葉を聞き、私がそれを撤
回するのを待たず、後で自分の怠慢をあらためて訴える。したがって、私は虚空に語りかけることはしない。たとえ多くの
者がわが言葉に関心を持たないとしても、わが子供たちの中には、時が来ればそれを人類に知らせるために、それを計り知
れない価値を持つ宝石のように守る方法を知っている者たちがいる。 

2 慈悲と愛をもって、私はすべての人のもとにやってきて、さまざまな形で私の存在を感じさせてきた。ある者は霊
的な顔で私を見、ある者は自分の存在を震わせる私の力を感じ、ある者は私の言葉の霊的意味に深く感動し、さらにある者
は私の霊の平和がいかに彼らの心を包んでいるかを感じる。病人は、わが愛撫のことばでいかに病気が回復するかを体験し
、罪人は、魂を貫くような鋭いまなざしで自分を見つめられているのを感じる。そこであなたは、「主は我々 とともにある
」と言った。 

第二の時代、私の弟子たちが「私は戻るのか」と尋ねたとき、私は人類の間に新たに存在するという約束を与え、私の
帰還の時を示すしるしが何であるかを告げた。これらのサインは、今日あなたが見るように、私の新しい啓示を告げ知らせ
るまでに、何世紀も経過しています。人類の時代であった1800年後に、私があなた方との約束を忠実に果たしたとしたら
、1950年への出発を宣言した今、主がその約束を守らないと信じますか。 

3 神学者や過去の聖書を研究していた人々 は、私があなた方に私の帰還とあなた方の間での私の存在を告げたしるし
が成就したのを見たとき、そして私が来るのを見ないまま時が過ぎたのを見たとき、彼らは悲しいことに本を閉じ、時間と
しるしについて間違っていたと信じ、正しいことを認識していたことを知らずにいたのだ。彼らは、私がこのような形で存
在し、あなたに語りかけていることを知りませんでした。しかし、私があなた方とともにいたという証拠が人類に知られる
ようになれば、まもなく、私の顕現が、予言が成就するはずのその時期にまさに行われたことが、すべての人にわかるよう
になると、私はあなた方に告げます。多くの人の心にどんな喜びがあり、私の弟子たちに質問し、同様に新しい聖典を調べ
ることにどんな関心があることだろう。 

4 この間、わが啓示の証人は数人だけではなく、わが言葉を聞いて愛や恐れで胸が高鳴るのを感じた人々 が何千人も
何万人もいたのだ。彼らの多くは、わが忠実な証人、わが良き弟子となり、わが言葉が法廷や評議会の前で裁かれるときに
も私を見捨てず、愛の業をもってわが真理を証しするのである。 

5 あなたがたに言うが、ここにいる大勢の者の中には、偶然にもたらされた者は一人もいない。もう一度言いますが
、私の意志なしに木の葉が動くことはありません。あなた方一人ひとりの人生には、わが言葉を証しするためにここに来た
理由があるのです。あなた方は、さまざまな道、さまざまな宗派、宗教団体、教義からやってきて、道の石につまずき、経
験の光を精神に蓄積してきたのです。 

6 ここに来ると、未知の力、不可解な流体を感じ、自問自答することになる。これは何だろう？深く感動するこの言
葉、心に流れるこの平和はどこから来るのだろう。あなたがたを強くするのはあなたがたの父である。しかし、私はこのよ
うな形で私の存在を信じるよう、あなた方に強制することはありませんし、信じるよう強制する必要もありません。なぜな
ら、私は明らかに、あなた方と一緒にいて、微量の感受性でも十分に私を知覚することができるからです。 

7 今までの自由意志の使い方が間違っていたことを理解させ、これからは人類の中で霊的な使命を果たすことが待っ
ているのです。ほら、私はあなたの過去の作品を評価して、この使命を受けるにふさわしいかどうかを判断しているわけで
はありません。あなたがこの世に生を受けたのは偶然ではなく、わが意志であるからです。 

8 あなたの運命について考え、あなたにとって不可解なことについて尋ねれば、私はあなたに答えるでしょう。私の
心の秘密の部屋を尋ねた人で、答えのない人はいないでしょう。その時、あなたの精神の光は輝き、あなたが主から受けた
偉大な贈り物を明らかにするのです。 

9 あなたが精神を高め、無限のわが知恵を求める姿を見たいのです。ある者はインスピレーションを求め、ある者は
自然の根本的な疑問に答えている。私は、この地上で、人の間で名声を得るための学問を求めよと言うつもりはない。その
高揚感や偉大さは内側にあり、闘争や勉強で達成したものはすべて、兄弟への生活と愛の実りであってほしいのです。 

10 私は、思索にふけり、学問に老いた学者に近づくと、「なぜ、そんなに苦労するのか」と問う。誰のために、そん
なに苦労し、苦しんでいるのか」。しかし、"先生、私は人類愛のために戦います 

"と私に言った者は一人もいないのです。彼らは科学を愛し、科学のために命を捧げる。しかし、崇高な目的に触発され、
尋ねる方法を知っている人々 には、偉大な知識が明らかにされ、それは常に人類に甘い果実を与えてきた。これは、その光
を触発した者が私であることの証拠である。しかし、愛もなく、尊敬もなく自然を探求した人々 は、道の初めで行き詰まり
、あるいは破滅に陥った。なぜなら、彼らが触発されたのは善ではなく、虚栄心、憎悪、野心であったからだ。 
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11 しかし、科学が人間に啓示されるように、私はインスピレーションによって精神のための光も与える。このように
して、わたしは最初の時代の家父長たちに語り、同様に、わたしのことばの語り手としたモーセを唆して、わたしの民に語
り、わたしは彼に律法と生活規則を口述し、彼はそれを書き留めて、後世に永続させ、それを知ることができるようにした
。 

12 キリストは地上におられた後、4人の使徒に教えを啓示し、霊的な観想と歓喜の中で神の言葉を思い出すことを認
め、彼らの霊が知性によって受け取ることができたものを人類に遺すようにされました。マルコ、ルカ、マタイ、ヨハネの
4人である。 

13 書物は役に立たないとして火に投げ込まれる日が来る。それは、その霊的な内容があなたの心に生き、あなたがそ
の中に含まれる掟に従うときに起こるのだ。しかし、その前に、この最後の遺言は-闘争の結果として-

最初の2つと同じように、結合されるでしょう。 

14 今日、私はあなたがたに話すことを、現在のことだけに限定していません。私は、あなた方に過去のことをたくさ
ん話し、未来の予言も前もってしておいた。隠していたことを明らかにし、偽っていたことを正し、未来の出来事を明らか
にしたのだ。 

15 明日には、人類の運命、国々 の未来、そして愛と平和と正義という光の勝利についてあなた方に語りかけるこの教
えを、善意を持って読む方法を知ることができるからです。この教えは、人間を真に自由にするものである。なぜなら、良
心とわが律法から逃げて、自分は自由だと思っていたとき、自分の中に、開発する方法を知らない資質、能力、才能がある
ことを知らなかったからである。そのため、自由になるどころか、自分自身の奴隷、無知の奴隷になっていたのである。人
の心が野心的、物質的な目標によって暗くなり、人の心が人間の情熱のために鼓動し、魂が物質化されるとき、どうしてそ
のような人類がわが国の平和を心に感じ、私を運ぶことができるでしょうか。 

16 この人類は霊的に死んでいる。しかし、死者を蘇らせる力を持つ私は、これを生き返らせ、人が魂を解放し、その
才能を認め、それらを通して進歩とより高い発展を遂げる時代への道を開くのだ。 

17 今日からあなたは、精神のあらゆる能力を活用し始めるのです。そうすれば、奈落の底から引き上げられる。 

18 ここに、共感をもってわが言葉を望み、わが教えを集めようとする民がいる。なぜなら、人間の理解器官を通して
わが顕現の時間が短いことを知っているからである。 

19 弟子たちよ、わが教えを生かせ。その後、恐れずに出て行って、わが言葉とわが教えを人々 の間に広めてください
。あなたの使命を机上の空論で無効にしようとする人たちを前にして、落ち込んではいけません。 

20 人類は、自分が何を欲しているのかを知らずに求めています。今日、私は、あなたが探しているのは私だと言うこ
とを伝えに来ました。平和を願わない人はいないでしょう。真実を知りたいと願わない人はいないでしょう。健康を維持し
たいと願わない人はいないでしょう。 

21 地上に平和はなく、善意の人は欠けているからだ。しかし、わが義は下った。主の日が来た。 

22 人がわが意志を行うならば、自然の力さえも下僕として彼の前にひれ伏すだろう。人間が不従順である限り、元素
は解き放たれ、すべての被造物との調和を欠くことを悟らせるだろう。 

23 私は、わが子たちの敵として来たのではありません。私はただ罪を滅ぼすために来たのだ。そうすれば、あなた方
は私の光を知ることができるだろう。 

24 祈りなさい、人々 よ、私はあなた方の捧げ物を受け入れることを保証する--

物質的なものではなく、あなた方の霊が私に与えるものである。 

25 私の正義は、すべての心の中にある。私に扉を開く心も、私の呼びかけに扉を閉ざす心も。私の視線は透き通って
いて、彼らが持っているものをすべて発見することができるのです。ある者は愛と謙遜を捧げ、ある者は私と共にあること
の喜びと恩恵への感謝を見出したのです。ある者は希望を、ある者は苦痛を見出す。しかし、本当に、あなたがたに告げま
すが、私の祭壇は、どの瞬間にも、供え物よりも涙で覆われています。 

26 ここで私とともに、あらゆる汚れから身を清めるのだ。ああ、この純粋さを生涯持ち続けることができれば。しか
し、このような交わりと指導の時間で皆さんが作り出す精神性と兄弟愛の雰囲気は、世の中に広まっていないのです。あな
たの吸う空気は、罪によって汚染されています。 

27 しかし、私の教えを自分のものにした分だけ、あなたと世界をつないでいる鎖が、次々 とあなたから離れていくの
を、あなたは感じているはずです。 

28 私はあなたを判断します。しかし、あなたの裁判官の言葉がいかに親切であるかを見てください。非難する代わり
に、私はあなたに赦しを与え、もう罪を犯さないようにするのだ、ということに気づいてください。苦痛を受けるのは当然
であることを理解したとき、その判断を下すのはあなた自身です。そして、この悔い改めを祝福し、私の指示により、苦し
みの杯からあなたを解放するのです。これが神の道だ、それに従って私に従いなさい。 

29 良心の声に耳を傾ける者は、自分の罪を認識し理解すると同時に、その贖罪を受け入れる。しかし、自分の罪の重
さを理解しない者は、恥の汚れから解放されることはなく、そうならない限り、私のもとに来ることはできない。 
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30 痛みから逃げるな。元に戻さなければならないものは、罪である。痛みは常に、奈落の底に向かう息の根を止める
役割を担ってきた。 

31 今日、あなた方はもう幼い子供ではなく、私の教えの意味を理解することができます。また、あなたの魂は、あな
たが持っている身体と同時に生まれたわけではなく、一方の起源は他方の起源ではないことも知っています。あなたが腕に
抱く小さな子供たちは、その心には無邪気さを秘めていますが、その魂には、時に両親よりも長く、不吉な過去が秘められ
ているのです。その心を育て、魂が成長する道を歩ませる者の責任は、いかに大きいことでしょう。 

32 そのために、子どもたちの愛情を減らして見てはいけません。相手が誰なのか、何をしたのか、あなたは知らない
ということを忘れないでください。むしろ、彼らに対する愛情や愛を強め、あなたがたの内に神の慈愛が置かれ、あなたが
たを霊的な兄弟姉妹の案内人や助言者とし、その肉体において血縁による仮の親としたことを、父に感謝するのです。 

33 このような霊的知識がなくても、人は発展の道を互いに歩みます。完成への道はすべての人のために作られ、あな
たがわが法から非常に遠いと思っている人であっても、最後まですべての人が通りますから。あなた方の中で、たとえ永遠
が彼の上を通り過ぎたとしても、私のもとに来ない者がいると想像できますか？完璧な父が、自分の子供たちを一人も顧み
なかったでしょうか。 

34 弟子たちよ、あなた方は、霊的存在がその使命を果たし、自らを完成させるためには、この世での一回の生活だけ
で十分だと信じるか。- いいえ、先生」あなたは心の底から納得して私に言うのです。 

35 これが「肉の復活」である。しかし、人が考えた形ではない。肉は硬くなると地中に入り、魂はあの世に旅立ち、
私の正義が新しい肉体に組み入れるために送り出すまで待ちます。このように魂と物質はこの世では再会するが、精神の谷
間では再会しない。 

36 父はあなたの任務を遂行するために複数の機会を与えてくださるので、あなたは（それでも）今ある機会を無駄に
してはならないのです。だから、老人も若者も子供も、自分に課せられた仕事を急いでこなして、借金を返させなさい。 

37 また、今が死者の復活の時であることを告げます。私のこの光は、後悔と絶望と苦悩の闇の中で滅びた人々 の信仰
を燃え立たせるのです。 

38 第六の封印が解かれ、あなたがたの前に書物が開かれる。ランプスタンドは宇宙を照らし、火の舌に象徴される神
の言葉は、無限からあなたに語りかけます。第二の時代に犠牲になった子羊の声こそ、人を驚かせ、啓発し、恵みの生活へ
と引き上げるものなのです。 

39 もうすぐ多くの預言者が現れるから、真と偽とを見分ける方法を知っておく必要があるのだ。 

40 地上に正義を確立することを使命とし、わが神性の道具として用いられる人々 は、彼らを偽りで捕らえる者、わが
教えと取引をする者、聖なる仮面で悪事を隠す者をすべて叱責するだろう。 

41 災いなるかな、人々 を至福に導くと約束しながら、人々 を戦争と混乱に陥れる者たちよ。 

42 私の弟子たちには、病人を癒し、失われた人を救い、弱い人を回復させることによって、自分たちの存在を知って
もらいたいのです。この聖なる使命を果たすために、自らを無益から解放し、あらゆる無目的の地上での娯楽をやめ、偽り
の美や有害な印象で心や感覚を惑わさないようにしなさい。 

43 あなたの精神を高めて、永遠のもの、美しいもの、善いものだけを喜びとすることができるようにしなさい。もし
そうでなければ、あなたの魂は、あなたが歩んできた人生によって実体化したものですが、その肉体と、肉体が残したもの
すべてから離れるために多くの苦痛を受け、浄化されるまで、混乱と苦悩の中で（精神の）空間をしばらくさまようことで
しょう。 

44 わが掟に生きよ、そうすれば死を恐れることはない。しかし、その前に電話したり、願ったりしてはいけない。 

彼はいつも私の命令に従うから、彼を来させなさい。そうすれば、あなた方は光の子として霊界に入ることができます
。 

45 今日、私の食卓に座り、食べなさい。そうすれば、このパンがあなたを変え、後でそれを必要とする人にどう提供
したらよいかを知ることができるだろう。 

46 今日、あなたは、健康でなく、平和でなく、理想を持たずに、あなたの道中で見つけた人々 を私の言葉に引き合わ
せるのです。明日、この形で私の声が聞こえなくなったら、あなた方が兄弟を迎え入れ、この命のエッセンスで彼らを養う
のです。 

47 何一つ偶然はなく、すべてはわが意志のとおりに起こっている。私があなたに与える運命の中に、私の正義がある
。もし、あなたがいばらが散らばった道を見つけたなら、本当にあなたに言います、あなたの足を傷つけるためにそれを散
らしたのは私の意志ではありません、あなたは降伏して道を進みなさい、あなたが耐えるその苦しみがあなたの魂を汚れか
ら解放すると知っています。 

48 この降伏があなたの心に生まれるとき、あなたは私の慈悲があなたの道を切り開くのを感じることでしょう。 

49 今、わが言葉を聞くあなた方は、その言葉を傷の癒しとして受け取ります。しかし、私の教えの意味を突き止めよ
うとせず、私の恩恵を受けることで満足してはならない。あなた方がこの御言葉を聞かなくなる瞬間が来る。 
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50 近づいてくる戦いの中で、自分の大義を守る強い兵士になってほしい。そうすれば、人生において、ヤコブのよう
に「強く賢いイスラエル」と呼ばれるようになり、父の呼びかけに応えるために、いつも駆けつける用意ができるようにな
るのだ。 

51 疑いと信仰の間で揺れ動いてはならない。そうすれば、あなたの歩みは決して確かなものにならず、あなたの決意
は決して固いものにならないからだ。信じるために、私に証明を求めないでください。私の正義がどのような形でこの証明
を与えることができるのか、あなた方は知らないのですから。 

52 泥沼に落ちた人々 を立ち直らせる、目に見えない助けを感じないのでしょうか。病気のときに来て、健康と生きる
喜びを取り戻した大勢の人々 を見ないのですか。あなたは、人生の亡者たちが私の前に現れ、-

彼らの持つ才能が明らかにされたとき-彼らが群衆から求められ、賞賛さえされることに気づかないのか？ 

53 私の力と私の存在について、私があなたに与えたすべての証拠を発見しなさい。そして、あなたは、この時期の私
の到来を信じることができるように、私がすべての人に奇跡を与えたことを確信するでしょう。 

54 理解する。あなたの足取りを鬱蒼とした葉の茂る木に向けたとき、その木陰であなたの父の全能の声を聞くことが
できるだろう。弟子たちは、わが現存を利用して、自分たちが徐々 に刈り取っている果実が許され、わが神性に喜ばれるも
のかどうか、わが身に問うであろう。これに対して、私はこう答える。私の種を蒔いたなら、あなたは良い収穫を得ること
ができる。 

55 なぜ、こんなにも惰性で生きている人がいるのだろう。立ち上がって、自分がいかにその瞬間を生かさないまま過
ぎていくかに気づく。まだ時間はある。種には何もしない時間が必要であり、植物には成長する時間が必要であり、果実に
は熟す時間が必要だからである。 

56 すでに1950年が近づいており、その年に私はわが言葉を撤回する。その年、わたしはわが子の最後の一人に印を
つけ、その時、百四十四万人の数は満ちるであろう。私の言葉を聞き、自分の賜物と割り当てを知り、この恵みを利用した
者は安心することができます。しかし、この仕事を理解しようとしなかった者たちは、わが平安の宿る高み、すなわち聖霊
の前に開かれた門のようなところに到達するために、多くの苦しみ、多くの功徳と犠牲を強いられることになるのだ。 

57 聖霊の到来を見たあなた方、第三時代の弟子たちは、この光のもとで、現在と過去と未来の教えのいくつかを理解
する者たちです。今が悟りの時であることを疑ってはいけないが、過信は禁物である。これまでにない科学者の才能の輝き
をご覧ください。最初の一歩から、どれだけ理解しているか、子どもの姿を見る。地球の周りで何が起こっているのかを実
感する。- あなた方はまだ、荒れ狂う海の中で助けを求めて泣き叫ぶ（他の）漂流者なのです。 

58 あなた方が真の知識を得ることができるように、そして皆が私の教えと異なる理論を形成することがないように、
わが言葉を深く研究しなさい。自らを守る武器を持たずに、迫害の時を迎えてはならない。それらの武器は、あなたの生き
方、言葉、そして礼拝になります。 

59 私はあなた方に無謬であることを求めない。無謬なのは私だけだからだ。しかし、私があなたに求めるのは、すべ
ての行動における誠意と善意です。残りの部分は、あなたの仕事を完成させ、完璧にするために働きます。あなたの仕事の
ように、あなたの報酬もあるのです。 

60 もし、あなたがたの中に、主人が弟をもっと愛しているから、両方とも私の右の座につくべきだと考えて、弟をね
たむ者があれば、私は彼らに、あなたがたを私の右の座につかせてはならない、と言うだろう。これは、それぞれが自分の
力で解決していかなければならないことです。本当に、私は一人の子供をこれ以上愛することはできません。 

61 第二時代のわが使徒たちのうち、私はヨハネに劣らずユダを愛した。それらの霊魂は、わが愛の無限の海の一滴で
あり、彼らが父のもとに戻ったとき、父のみがその高邁な計らいの中で、それぞれが自分のために獲得したものを知ってい
たのです。 

62 人類がこの時、私に従って旅立ち、私が説明した謎を突き抜け、光に満たされるためには、精神、思考、意志に自
由があることが必要なのです。だから、わたしは彼らのくびきから魂を解放するために来たのであり、王位と王国を倒し、
杖と王冠を倒しはじめたのである。自由であれ、ここであなたの王国や天国を求めるな。庶民を奴隷にするな、虚栄心の奴
隷になるな。 

私の王国はこの世のものではない、ここには私の王座も軍勢もない、と言ったことを思い出してください。あなたの霊の国
もその報酬もここにはないのです。 

63 私は真理をもってあなたがたに語り、真理をもって今あなたがたに語っているのです。これほど長い間、私はあな
た方に偉大な啓示を与えてきたが、あなた方がピラトのように 

"真理とは何か？"と私に尋ねるのは正しいことではないだろう。 

64 私のもとに来たいですか？あなたは、私に従った人たちが到達したところに、いつか到達したいと願っていますか
？- 

あなたの欲望を満たすために必要なものは、すべて私がすでに与えているのです。もし私がかつて人となり、今霊であなた
方に語りかけるとすれば、それはあなた方に完全なものに至る道を示すためであった。私は永遠の言葉であり、あなた方に
こう言っている。 
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65 "子を知る者は父を知る 

"と言ったろ？今、私は付け加えます。御子を知り、御子を通して父を知る方は、今日あなた方に語っておられる真理の御
霊も知っておられます。 

66 己の使命を十分に理解した上で、第六の封印の懐に入りなさい。私を呼べば、私はあなた方に話しに来る。しかし
、そうするのは、わが意志にしたがって、人間の心によるわが顕現の終わりが確定する1950年までである。 

67 私は、わが名を心から賛美し、わが新しい啓示を祝福する者と、わが言葉を裁くためだけに来る者、すなわち、わ
が言葉に誤りを見つけてそれを否定することを期待する者の両方を受け入れるのである。すべての人に、私は教えを説いて
いるのです。私は子供の心にも老人の心にも、男の心にも女の心にも、哲学者にも科学者にも語りかける。私の知恵を聞き
入れずに通り過ぎる者はいない。だから、私は人に言う。一人一人のために意図されたものを、わが言葉から取りなさい。 

68 かつて、私はあなたに「私は道だ」と言いました。後になってから、イエスがこの言葉で何を言いたかったのか理
解できたのは、「道」が「愛の神法」であることを理解したからです。 

69 そして、もしあなたがこの時代にわが言葉の真髄を求めるなら、あなたはその中に永遠の愛の法則、すなわち私が
この地上であなたがたのために示した道そのものを見いだすことでしょう。 

70 当時は、キリストが道を踏み外し、律法を曲解していると考える人が多かったのです。そのため、彼らは彼と戦い
、迫害した。しかし、真実は太陽の光のように、常に暗闇に打ち勝つ。今、わが言葉は、その意味に矛盾、曖昧さ、誤りを
見出すと信じる者がいるため、新たに戦わされるであろう。しかし、その光は再びこの時代の暗闇を照らし、人類は、私が
あなた方に明らかにした道と法則が、あの時代と同じであり、これからもずっとそうであることを認識することになるでし
ょう。 

71 この時、私の声を聞いて、神聖な指示を使うことができるように。第二次世界大戦で多くの人がしたことを繰り返
してはならない。イエスの話を聞きながら、彼らはイエスをあざ笑ったが、十字架上や死後も師の奇跡を見たとき、神がこ
の世を通られたことを理解し、悔恨と恐怖でいっぱいになったのである。私が自分自身を知らせるこの弟子たちが、当時、
最も私を誤解し、あざ笑った人たちではなかったか、誰か知っているだろうか。今、裁きに耐え、あざけりのまなざしに耐
え、群衆の軽蔑に耐えている彼らを見よ！」。これを報いと言ってはいけない、正義である、無知で欠けた者はこれを自分
の中で体験し生きることが必要である、そうすれば後に自分の過ちを理解することができるだろう。 

72 別の時代に、これらの声の担い手が、私の使徒になることを切望し、私に仕えることを待たねばならない人々 の中
にいなかったかどうか、あなたは知っているか。 

73 人類は今、人と民族の心に平和と霊性の私の王国を築くことができるように、苦痛を通して自らを浄化しています
。 

74 1924年、私は現在起こっていることのすべてをあなたに予言したのです。 

75 一人ずつ、彼らは徐々 に私のプレゼンスに入ってきて、この時、私の開拓者、預言者として呼ばれる。内なる呼び
かけを感じた一人一人が私に言う。"主よ、私はここにいます、あなたの仕事に協力したいです、命令されました、私はあ
なたのしもべです "と。 

76 その瞬間から、私はわが言葉のノミで彼の心の凹凸を滑らかにし、慈愛と癒しの力、平和と善意で彼を満たそうと
努めた。あなたの唇はあなたの心の豊かさから語られるのです。 

77 多くの人を覆う木陰のような存在になってほしい。しかし、本当に旅人に日陰を与えることを学ぶ人は、あなた方
のうちでどれほど少ないことでしょう。 

78 あなたの父のようになりなさい。父は、日陰を作り、その実をすべての子らに与える力強い木のような方です。 

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 57 
1 大地の塵の上を歩く者、霊的な空間に生きる者よ、疲れた迷いから少し休んでください。 

2 私の神聖な言葉に耳を傾けるとき、あなたの魂は徐々 に浄化されていきます。 

3 精神に生きながら、まだ物質的な目標に執着しているあなた方に言いたい：もはやあなた方のものではないものか
ら離れなさい。地上が人間にとって永遠の故郷でないなら、魂にとってはなおさらそうである。その先の霊的な谷間には、
光に満ちた人生が待っており、善の道を一歩一歩進んでいくことになるのです。 

人間として私の話を聞く者には、この世の人生の旅に同行するこの体を持つ限り、最後の瞬間まで大切にし続けなさい
ということです。 

の瞬間が保たれなければならない。なぜなら、彼は魂が寄りかかる杖であり、戦うための道具だからだ。霊はその物質的な
目を通して現世を見つめ、その口を通して話し、兄弟に慰めを与えることができます。 

4 私はこの時、あなた方に装備させるために来たのです。そして、全人類に語りかけ、彼らの霊的成長を援助しなけ
ればなりません。 

5 今、あなたの心に平和をもたらしましょう。後になれば、あなたは他の人々 の平和のために祈り、たゆまぬ努力を
しなければならないのですから。 

6 痛みや悲しみに震える心に安らぎを与えることができれば、それはとても大きな功績となることでしょう。この平
和の上に、隣人の幸福が成り立つことを学ばなければならない時代が来るでしょう。 

7 弟子たちよ、新しく来た者たちよ、わが言葉を聞くとき、自分の心を包んでいた影や、心に背負っていた重荷が去
っていくのを感じるだろう。苦しみや心配、時には自責の念が、人生においてどんどん重くのしかかってくるのです。 

8 イエス様ほど、あなたにとって良い助け手になる人はいないことを忘れないでください。私の言葉に耳を傾け、あ
なたの心を平和で溢れさせてください。あなたの傷を癒してくれることでしょう。 

9 私の言葉は、癒し、愛撫し、強める。それを学び、感じなさい。そうすれば、その後、あなたが自分の道で病んで
いるのを見つけた人々 に、わが真理とわが愛を注ぎ込むことができるだろう。 

10 時代は流れ、非日常的な出来事が起こると、"これはもう発表されていたことだ！"と叫ぶことになる。私が何度も
予言したことを、あなた方は覚えているだろうから。 

11 私の教えの良い知らせを、あなたが私の言葉を届かせることができるすべての人に、たとえその人がすぐに信仰を
示さないとしても、与えなさい。本当に言いますが、もしあなたが愛を持って話しかけるなら、彼の霊はあなたが話したこ
とを決して忘れないでしょう。 

12 これが、私があなた方に話す分野、すなわち、あなた方兄弟の心と精神である。種は、あなたが彼らに知らせるべ
き私の教えであり、澄んだ水は、あなたがその畑に水を与えるべき私の愛と私の知恵である。 

13 いつになったら、人々 は私の霊的存在を感じるのだろう。人類が私を歓迎する声を聞くのはいつになるのだろう。 

14 人間の声を伝える者たちよ、今日、私が語りかけるこの兄弟たちの欠点にこだわるな。明日にはわが言葉が書き記
され、声高に主張する者の影響力はなくなる。 

15 こうして、この時代のわが言葉は、それを聞かなかったすべての人に届くだろう--

神聖な本質に満ち、純粋さに満ちているのだ。 

16 この宣言の使者が示す唯一の印は、真実であってほしい。それは、鍵であり、盾であり、剣である。 

17 この世の栄光を得るために苦労してきた学者、科学者、この時代の偉い人たちは、私の新しい弟子たち、つまり男
も女も子供も、優越感を誇ることなく、虚栄心なく謙虚に神の教えを宣言するのを見たら、驚くことでしょう。 

18 自分の持っているものの価値を知れば知るほど、謙虚さは本物であるべきです。 

19 この贖罪の谷に人間の遺骨を残したとき、それが光と真実と愛の痕跡を地上に残したことを無限から悟る霊魂は、
なんと幸せなことでしょう。 

20 わが新しい民イスラエルは、いつの時代も変わらない精神で、わが啓示を世界中に伝える使命を担うことになる。
それは、人々 がどこで律法を冒涜し、どこでわが言葉を誤って解釈しているかを示すものである。 

21 そんな高度で困難なミッションを、あなたはどのようにこなしていくのでしょうか？私の教えに対する愛と熱意を
持ち、私の使徒となる善意があることによって。 

22 隣人を憐れむ人、他人の痛みを感じる人、他人の苦労を思って自分の苦しみを忘れる人は、種と慈しみと滋養を備
えている。その後、彼は私から受け取ったものを伝え、心と精神から湧き上がるものを表現するのに適した形式を学ぶこと
になる。 

23 あなたの良心に照らして、わが教えの書を研究しなさい。進歩しているのか、それとも足踏みしているのかを教え
てくれます。 
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24 愛という贈り物は、特権的な存在だけに託されたものだと考えてはいけません。あなた方は皆、運命づけられてい
るのです。そして、ある人は早く、ある人は遅く--

私が教えたように、あなた方は皆、愛するようになるのだと知ってください。 

25 このわが顕現の時を利用し、わが言葉を学びなさい。そうすれば、わが指示を与えた者たちが、歓喜することなく
、創造主と霊的に結合して話しているのを見ても、不思議に思わないようになるであろう。 

26 気持ちを高める、士気を高める。いつの時代も、これが私の指示です。ヤコブは天の梯子の一番高いところにいる
父の姿を見た。モーセはシナイ山の頂上で律法を授かり、イエスはタボル山で神の説法をあなたがたに遺した。 

27 それらの啓示の象徴を把握せよ!- 

しかし、今、私があなた方に語りかけ、わが律法を授ける山はどこにあるのか。皆さんもご存じのように、山は完璧であり
、真実であり、知恵です。 

28 この間、わが慈悲を感じた者は、もはや自分の道にアザミやイバラを蒔くことはないであろう。なぜなら、彼が刈
り取る果実は、しばしば彼が蒔いたものよりも苦いからである。 

29 あなた方は、ヤコブの夢の中で、私がヤコブに約束した、「その子孫は地の塵のように多くなり、その子孫によっ
てすべての国民が祝福される」という種に属すると考えなさい。 

30 今日、私の（霊的な）温もりは、あなたの心に命を与えるために降りてくるのです。しかし、この暖かさは、私が
あなたの心の中で育てた花を枯らすことはありません。わたしはあなたがたにすべてを与え、わたしの品物をわたしの子供
たちに分配すればするほど、それらはますます増えていく。私は、金持ちの守銭奴のように、最終的に何の財産もなくなる
ことを恐れていないのです。- 

与えられるように求めよ。私があなたに与えないことを、あなたは私に求めることができますか？- 

私はただ、あなた方が私の恩恵を受けるに値する者となり、正しく私に尋ねることを求めるだけである。 

31 人はそれぞれ、人生の旅路の中で、自分に訪れるべきものを受け取るように運命づけられている。ある人はそれを
受け入れ、適切なタイミングで使うが、ある人はそれを無駄にし、ある人はそれを受け取るための準備すら知らなかった。 

しかし、霊界に戻ると、手に入れる術も稼ぐ術も知らない自分たちの運命のすべてを知ることになる。 

32 私の声はすべての人に語りかける。私が父として、主人として、あるいは裁判官として、私の言葉を伝えていない
霊魂は、化身であれ、実体のないものであれ、一人として存在しない。しかし人間は、私があらゆる方法とあらゆる言語で
あなたがたに語ったにもかかわらず、神の言葉を理解するための心の準備をする方法を知らなかったのです。あなた方はい
つ、霊から霊へと私の神性とつながり、私の声を霊で聞くようになるのでしょうか、そうすることが運命づけられているの
ですから。わが声を聞く者よ、少なくとも自らを準備せよ。そうすれば、一歩一歩、精神の発達によって、この恵みに到達
することができるだろう。あなたの霊が創造主と交わり、どこにいても創造主の声を聞くことができるのは、最も自然で自
明のことだと思いませんか？ 

33 人は、自分が何のために造られたのかを理解しないまま、長い時間が経過してしまったのです。 

34 私の子供たちよ、あなた方の存在の究極の目的を認識するために、世界の学問を突き通す必要はない。学識ある者
だけが私を認識し、自分自身を知ることができるのではありません。地上の教育を欠いた素朴な人間が、真理を深く悟るこ
とがいかに多いことか。 

35 これが、私があらゆる心と精神に理解できる平易な言葉であなた方に語りかける理由であり、無学な、さらには思
慮の浅い心を通して自分自身を知ってもらおうと思った理由なのです。もし、私が人にはっきりと簡単に話しているにもか
かわらず、理解されないとしたら、もし私がより高い形で彼らに話したら、どうして彼らは私を理解できるだろうか？- 

私は、不思議な教えを語っているのではありません。霊的なものがより高く、より完全であればあるほど、それはあなたの
霊にはっきりと、より自然に、よりシンプルに姿を見せます。 

36 わが啓示を霊的に研究しなさい。しかし、複雑な神学的教義を作らないように。師が単純である以上、弟子たちも
単純であれ。そうすれば、あなたがたを約束の地の所有者とする。不従順に生きる者は、何の所有者でもないからです。自
分が持っているものほど、他人に対して謙虚であれ。 

37 お世辞を聞かなかったあなたの耳が、今は傲慢に惑わされることはないでしょう。わが創造の驚異に耳を傾けるこ
とのなかったあなたがたの目を、虚栄心で曇らせてはならない。兄弟への愛の業の実り以外の冠を求めないことです。 

38 より有利な時期を待たずに、仕事を始めてください。今、この短い時間を大切にしなければ、明日もまた、この時
間を待ち望むことになるからです。 

39 私がこのような話をするのは、あなたが人類に証しをするためです。信じてもらえないことを恐れてはいけない。
自然の力があなたの言葉を確証してくれる。地は震え、水は堤防を破り、火は猛り、風は世界に放たれ、海は泡立ち、疫病
は全土を荒廃させるだろう。人類の奔放な歩みは、痛みによって止められるだろう。そして、人類が唯物論から自らを清め
れば、わが言葉は心に届き、それを持たない者はいなくなるのである。 

40 花のように、あなたの心が開いて、あなたの高揚と感謝の香りを私に捧げているのです。あなたの行く手を阻む茨
を取り除き、あなたの涙を乾かしたのは、わが慈悲であることを、あなたは知っているからです。 
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41 あなたがたの苦しみを免れる方法は、わが律法の実現に近づくことだと、私はあなたがたに教えてきた。そのため
には、何の役にも立たない多くの空想的な宗教的慣習から離れなければならないことを、私はあなたに告げました。 

42 この間、私の話を聞いた人たちの心には、彼らの救いの希望が目覚めたのです。道のりの果てに、すべての障害を
乗り越えた喜びを味わってほしいのです。 

43 私の言葉を口に運んでください。私が話すのと同じ言葉を使う必要はないのです。私や私の仕事については、あな
たが兄弟たちに話すのと同じ言葉で話し、私の文章を繰り返そうとするときだけ、私があなたに話した形式でそうしなさい
。しかし、備えよ。あなたがたの口を通して、わたしが語ることがある。そのとき、あなたがたの単純で地味な言葉は消え
、表現と意味において、わたしの神聖な言葉を現すだろう。 

44 やがて、その精神が時間を無駄にし、父なる神が提供した上方への進化の機会を利用しなかった大群がやってくる
でしょう。私の声を聞いて、まず立ち止まり、次に反省し、その後、道具を手にして私の畑を耕し、失われた時間を取り戻
すのです。 

45 今日、彼らは兄弟の痛みを感知することなく、苦しんでいる人のそばを通り過ぎた。しかし、彼らはわが言葉の真
髄によって心に触れた後、慰めを必要としている人に目を向け、私が彼らを癒した膏薬を彼にもたらすだろう。やもめも、
孤児も、正義に飢えた者も、困窮した者も、どうして今まで誰も痛みを見なかったのだろう。なぜなら、私は耳が聞こえず
、目も見えず、感情もなかったからです。 

46 地上で隣人を愛した者-

その人生はいかに穏やかで幸福に過ぎ、その苦悩はいかに穏やかであるか。しかし、自分の道に愛を蒔かない者は、真の安
らぎを得ることはなく、自分の住んでいた肉体を苦しみながら去っていく。 

47 これは罪の時代、人の心に愛の聖域を築くことで、私の力を示そうというのだ。私の霊的な教えにはそのような気
負いはありませんから、人は私の神性のために寺院や宮殿を建てる必要はないでしょう。現代において、神が住まう真の神
殿は、人々 によって認識されるだろう。 

48 今日、私が与えるこれらの教えのために、あなた方は兄弟から誤った判断をされることでしょう。しかし、恐れて
はならない。なぜなら、これらの意味には道理と真実があり、訪問が人類に脅威を与えるとき、それはすぐに認識されるか
らだ。 

49 義に飢え渇く者がみな、わが食卓で命のぶどう酒を飲み、御霊のパンを食べることができるように、わが愛があな
た方ひとりひとりに場所を与えたことを、すべての者が理解するだろう......」。 

地球は長い間あなた方を捕らえ、あなた方の多くは人間の罪が作り出した泥沼と汚物に落ちました。そこから、光の道
へ誘うわが声が届くまで、わが慈悲はあなたを解放するのです。もし、あなたの心の不毛の砂漠に、いつも私の言葉が響い
ていたなら、今、少し立ち止まって、それを聞いてみてください。そこには、真実への渇きを癒してくれる、澄み切った新
鮮な水があるからです。 

50 あなたがたは、わたしの教えによって、自分を強くしなさい。もはや、情熱の波や弱さに翻弄される脆い舟ではな
いのです。そうすれば、人生の嵐はもはやあなたを揺るがすことはないと、私は本当に言う。 

51 罰の代わりに、私の言葉の喜びの驚きがあなたを待っていたのを見なさい。私の愛と同様に、あなたの不完全さを
許し、私はあなたを私のテーブルに座らせ、神聖な食べ物であなたを喜ばせたのだ。 

52 今日、私を通して赦しを得た者は、明日、自分を傷つけた者を赦し、長い間、苦汁の杯を飲んだ後に、私の言葉の
愛撫を受けた者は、後に、道行く人の心に慰めを与えるだろう。 

53 人間は自然から多くの秘密を奪い取り、その科学によって人間の生活を大きく変えてきた。知の光は心の中で輝き
、人類は日々 、まだ予見できない目標に向かって科学の進歩の道を進んでいるのです。しかし、私はあなた方文明の心の中
に愛を見出すことはできません。 

54 私は折に触れ、人々 のもとにやってきては、わが律法をもたらし、わが教えを思い出させ、わが言葉を繰り返し伝
えている。もし、愛なき科学が利己主義から解放され、積極的な隣人愛の余地がなければ、あなたの科学は良いものにはな
らず、あなたの進歩は本物で永続するものにはならないからです。 

55 私の神性が現れてから次の神性が現れるまで、何千年もの時間が経過していますが、私が自らを明らかにするとき
、それはあなた方に一つの同じ愛の教義について話すためです。私があなた方に「互いに愛し合いなさい」と言うとき、こ
の中にすべてのわが律法とすべてのわが教義が要約されています。 

56 人間が科学と進歩を愛の神聖な光に触発させる日、彼らはこの世界を、生命と光と健康に満ちた、夢にも思わなか
った楽園にすることでしょう。今日の利己的な科学に対して、私は人類のために用意したすべての不思議を明らかにしない
のだから。 

57 この時、あなたがたに告げよう、悪は勝てない、わが仕事には不完全なものは立ち行かない。あなたの精神は、そ
の発展を通して最高度の完成度に達するように創られています。 

58 私の弟子たちは地上に現れ、彼らの行く手には真実を隠していた霧が立ち込めるだろう。彼らの心には、わが教え
の言葉が刻まれる。かつてわが戒めが石に刻まれたように。 
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59 人間よ、ここに光がある、それを喰らえ！」。しかし、その前に、あなたを包んでいる、二度とあなたの魂を覆う
ことのない物質主義の衣を破壊しなさい。 

60 すべての人類が精神化によって自らを浄化するわけではありません。また、自然の力は、新しい世代のために地球
を準備するために、新しいソドムとゴモラに審判を下すでしょう。 

61 人間の穢れを浄化した大洪水やソドムに降り注いだ火は、今日、伝説として知られている。とはいえ、空気、水、
火の力で大地が震え、人類が揺らぐことも、この時代に体験することになるのです。しかし、わたしは新しい箱、すなわち
わたしの律法をあなたがたに送るので、それに入る者は救われるであろう。 

62 訪問の時に「父よ、父よ」と言う者がすべて私を愛するのではなく、私の愛を常に隣人に実践する者が私を愛する
のである。これらは保存されます。 

63 愛する弟子たちよ、私に従う者たちよ、あなたがたの足跡を夜の影の中で霊的に輝かせて、迷える者たちを導く光
の道を示すようにしなさい。 

64 あなたがたが来てわたしの話を聞こうと思う前に、わたしはすでにあなたがたの心の中にいて、あなたがたの霊と
接触しているのだ。この時、人々 が自らを立ち上げ、無関心を捨て、自分たちが作り上げた倒錯した不道徳な世界から目を
そらすことが、わが意志である。聖霊の弟子になってほしい。 

65 魂と肉体の調和を図り、私の指示を容易に実現できるようにしなさい。愛情をもって体を従わせ、必要なときには
厳しさを用いる。しかし、狂信があなたを盲目にしないように、残酷な行動をとらないように注意してください。己の存在
を一つの意志に形作る。 

66 立ち止まっている場合ではないし、眠りに沈んでいる場合でもない。霊的な障害であれ、肉体的な病気であれ、自
分よりも強いものがあなたを眠らせないようにしていることに気づいてください。起きている者だけが、わが霊感を感知す
ることができる。「眠っている者」は、その霊を受け入れないので、光を見ることも、命を理解することもできない。 

67 ただ、わたしのもとに来る言葉を待っている人が大勢いるのです。だから、私はあなた方を準備し、福音を伝える
ために地方に派遣するのです。それゆえ、私は渇いた人々 をあなたの道に配置し、あなたが彼らにこの水を提供することで
、真に渇きを癒すことができるようにした。 

68 私は、あなたが今日持っているこの贈り物は、あなただけのためではなく、それを必要とするすべての人のためで
あることを知っているので、他人の目から自分の宝物を隠す金持ちの守銭奴のように行動してはいけないと教えました。私
の言葉が、まず声の担い手を通して、次に私のメッセンジャーたちを通して、全世界に響き渡ることは、私の意志である。 

69 私の言葉を伝えるために残された数年間は、まるで一瞬のように過ぎ去るのを見るだろう。あなた方は自らを取り
戻し、わが言葉を守り、わが去りし後、完全な純粋さでそれを知らせることができるように。 

70 1950年まで待たずに、準備不足で狼狽えることはない。それまで失われた時間を取り戻そうとしないでください
。今すぐ出発し、私の教えを使い、調べれば、迷うことはない。積極的な慈愛を持続し、兄弟の目の中にあるモットを見て
はならない。また、「らい病人」から目をそらしてはならない。私は彼らをあなたの道に導き、あなたが彼らを癒すことが
できるようにする。 

71 私はあなた方を救うために、あなた方全員を召喚するために来たのです。私はあなた方を私の言葉の周りに集めよ
う。 

72 素直さと謙虚さをもって、道の先に到達してほしい。道は試練に満ちている。その一つひとつが山の頂上への一歩
であり、完璧を目指す天の梯子の一段である。無限大を見つめながら歩く。 

73 隣人のために自分を犠牲にした人、苦しむ人を慰めるためにこの世の快楽を捨てた人を祝福します。私は、人々 が
立ち上がり、私に従うために必要な、あなたの例が永遠の書物に書き残されることを望んでいる。 

74 私は人類に光を与える。彼らの科学は彼らを救うことができず、彼らは怒れる海の中にいる。しかし、私は難破し
た者を救って漁師にし、彼らに船を与えて失われた者に希望と救いをもたらすだろう。 

75 彼らは、第三の時代の弟子たち、新しい人の漁師たちであり、私の教えを指針とし、第二の時代のわが使徒たちの
生活と行いを手本とし、その動機付けとすることでしょう。 

76 弟子たちよ、よく見て祈りなさい、霊的な結合の中でそうするときはいつでも、わが平安を感じるだろう。もし、
噂話や軽蔑的な判断に悩まされるなら、耳を塞げばいいのです。私の教えに従えば、その過程で感謝や尊敬の念を受け、そ
れがあなたを活気づけ、励ますことになるのです。 

77 働けば働くほど、時間も道も短く感じられるはずです。世界があなたを苦しめ、あなたを慰めてくれる人がいない
とわかったら、わたしの前にあなたの不満を打ち明けてください。 

あなた方は皆、私の光をその魂に宿しています。決して消えることのない神聖な輝きを。しかし、その光がある人の心
を照らす一方で、その光に逆らった人の心は闇に包まれていることに気づきます。- 

私はすべてを受け取り、この愛のテーブルにあなたを迎え入れます。このぶどう酒を飲み、このパンを食べるとき、わたし
の教えの言葉を思い出しなさい。 
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78 この饗宴を、いつも楽しめるとは限らないからだ。飢えと渇きを永遠に満たしてください。もうすぐ長い距離を走
らなければならないので、勇気と身体と精神の強さが必要です。 

79 見よ、ここにあなたがたの主人がいる。彼に聞き従い、あなたがたの生活を清め、あなたがたのわざをもって、わ
が来臨をあかしすることができるようにしなさい」。そうしなければ、わが言葉とわが宣言は、人間の理解器官によってあ
ざけられ、否定されることになるのだ。あなたの業が罪人に悔い改めを起こさせ、冒涜しか知らなかった彼らの唇が、愛を
持ってわが名を語るようにしなさい。 

80 失われた者を救うために、私はあなたの唇に私の言葉を置いたのだ。 

81 人間は地球を汚物と不義の世界としたが、あなた方の努力と功績によって、平和と霊性の世界へと変容させるであ
ろう、そしてあなた方はこの仕事において、いかなる時もわが助けを得るであろう。 

82 慈悲と積極的な隣人愛がついに彼らの心の中に勃発しないなら、人類は災いに見舞われるであろう。災いなるかな
、人類はついにその悪しき業を完全に知るに至らずして。彼らの手は、自然の力の猛威を彼らに解き放ち、苦痛と苦渋の杯
を国々 に注ごうとする。その結果、刈り取ることができても、「それは神の罰だ」と言う者がいる。 

83 私は愛の証ししか与えていない。私はあなたを、肥沃で愛情に満ちた優しい母のような大地に送りました。私は生
命の火と、創造主の息である空気と、豊穣と清涼である水をあなたがたに授けた。しかし、あなたはすべてを利用して、破
壊と死の種をまいてきた。すべてが冒涜され、これからもっとそうなる。あなたの川は血となり、あなたの火は破壊となり
、空気は死の息で膨れ上がり、全地は痙攣して揺れ動くでしょう。裁きの時、多くの者が私に言うだろう。「主よ、お許し
下さい、私の目の前には暗い包帯がありました」。 

84 私は彼らを許し、この時、精神的に無知な者はいないことを知らせるつもりです。 

85 私はすべての創造物の所有者として、地球上で起こったすべてのことについて、あなたに説明を求めます。そうす
れば、私の鋭い視線から逃れるものはなく、真の生命の書から削除されるものは何もないということを経験することになる
でしょう。 

86 主があなたの心に入ることを許し、私をあなたの家に招き、私をあなたとともに住まわせるのです。 

次の言葉は、地球上のすべての民族に当てはまります。 

あなたの兄弟とあなた自身に慈悲を与え、人類に垂れ下がる脅威を取り除くのです。少しの善意があれば、最も困難な
瞬間でも平穏を得ることができるはずです 

87 長い間、私はあなたのドアをノックしていました。その穏やかな性質によって、わがたたきを認識しなさい。 

死がノックしている。キリストが、使徒ヨハネが、そして預言者たちが告げた時代が来たのです。人の目には、このような
時代が長く続いているように映るのです。しかし、私はあなた方に、永遠という観点から見れば、ほんの一瞬しか過ぎてい
ないと言っているのです。私の愛の律法に最後まで忠実な者は救われると言われたことを思い出してください。 

情熱、絶望、死によってかき回されるこの海で滅びないように、見守り、祈り、善に忍耐してください。裁きの時、わ
が神聖なる法はすべての者と共にあり、わが愛は永遠にあなた方と共にある。 

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 58 
1 この私の息子は、その理解器官を通してあなた方にこのメッセージを伝えているが、イエスの代わりに連れて行か

れるとは言っていない。彼は、私の神聖な言葉をあなた方に届けるために、私がこの時代に用意した多くの声の担い手の一
人です。 

2 この声があなたの心に届き、真の生命に立ち上がるように、あなた自身を整えてください。 

3 あなたがたに言うが、わたしのことばは霊のパンである。だから、これを食べる者は二度と飢えることがない。 

4 私の前で子供のようになりなさい。そうすれば、第二時代のように、"子供たちを私のもとに来させなさい。"と言
うでしょう。 

5 私の王国は心の清い者のためにある。罪人として師の前に現れる大人も--

彼はわが言葉によって自らを清めるために来るのだから--

、子供もだ。たとえあなたが、彼の『わが仕事』の教えに対する理解度が低いと思っても、彼はしばしばあなたよりも発達
した精神を持っているのですから。 

6 この時、私は人間の知性器官を通して自己を顕現している時、私の以前の教えをあなた方に説明しているのである
。わが霊はこの時、すべての肉体とすべての霊魂の上に休息している。わが神聖なるプレゼンスがすべての者に感じられ、
あなた方が永遠へと続く道を見渡すことができるように。 

7 もし人類が過去の時代に私の教えを間違って解釈していたなら、今日もこの間違いに陥る可能性があります。この
ため、私は霊で来るが、あなた方が見たり祈ったりして準備する方法を知らなかったので、私の教えを理解できるようにす
るために、短い時間だけ肉声で聞かせるのである。 

8 私の霊的な教えの目的は、あなたの霊を完成させ、すべての霊がわが真理を知ることによって受け取る平和と幸福
を獲得することであることを悟りなさい。 

9 あなたの十字架を渡す前に、私はあなたを強くし、あなたの涙を乾かした。わが胸で泣いた者は幸いである、その
痛みは消え去るのを感じるだろう。わが律法に従い、その霊に喜びを感じる者は幸いである、これがその功労の実となるの
だ。 

10 もしあなたが私に従いたいのなら、いつも純粋な心で私のところに来なさい。宝石や高価な衣服は必要ありません
。私はただ、あなたの魂と肉体が純粋であること、そしてあなたの中に私が宿っていることを望んでいる。 

11 私の言葉は明瞭である。それなのに、あなたは理解しようとしないことがある。第二の時代には、私はたとえ話や
寓話で話すことが多かったのですが、それはその時代の人々 が私をそのようにしか理解できなかったからです。しかし、そ
れでもなお、彼らは私を理解できないという口実を使うことがありました。それは、人が手で神に触れたいと思い、神性の
光を見るための手段である物質的放棄や霊化を敬遠しているからです。 

12 霊性を持ち、純粋な心を持っていれば、主の宴会で悲しむことはなく、主が語ることはすべて理解し、感じること
ができるのです。不甲斐なさを感じず、離れがたい気持ちになることでしょう。それゆえ、わが食卓から立ち上がる者は、
ただその生活と働きによって、わが訓示の真理を説くためにのみ、そうするものとする。 

13 弟子たちよ、私はあなたたちの心の中にいるのだ。したがって、イエスはあなたのために死んで、あなたの心の中
で永遠に生きるようになりました。あなたの魂は、私の言葉を聞くことによって進化する。見よ、わが弟子たちの働きによ
って、私はこの時代に知られることになる。 

14 痛みによって肉体と魂が浄化され、思考し、祈りによって、遠い場所にも身を置き、兄弟に平和と光をもたらすと
いう困難な任務を果たすことができるようになったのです。 

15 肉体が日々 の闘いを終えてベッドで休むとき、魂はこの時間を使って自由になり、自分にふさわしい仕事、つまり
主の業に没頭するのです。しかし、もしあなたの心が、心配事やさまざまな悩みから休んだり、祈りの中で立ち上がるので
はなく、苦悩に身を任せるなら、霊は常にその体の弱さを克服することで頭がいっぱいになり、他の仕事がおろそかになっ
てしまうでしょう。このように、信仰と霊性の欠如のために、あなたはそのことを思い出す代わりに、自分の美徳を失う - 

自分のことだけを気にするために他人に対する義務を放棄する者は、彼の隣人に対して利己的であり、したがって彼の魂に
慈悲はない。 

16 わが教えを実践して、あなたが強くなり、あなたを拒絶し中傷する者があなたの戸口に来たとき、あなたの精神に
平静を保ち、あなたの唇に善意を持たせることができるようにしなさい。 

17 もしあなたがこの準備に積極的なら、あなたの祈りによって、彼らが隠していた悲しみがその心から抜け出し、彼
らが私の弟子たちと共にいたことの証となるのがわかるでしょう。 

18 一方、もしあなたが、打撃には打撃で、罵倒には罵倒で答えることによって、わが教えを守ろうとするならば、あ
なたは、人々 がいかにあなたを打ち負かし、あなたが隣人に対する愛と慈悲を欠いているので、わが弟子にはなれないこと
を証明する理由を見いだすであろうか。 
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19 私があなたの心に築いた聖域を、ふさわしくない考えで破壊させないでください。目を覚まして生き、嵐に負けな
いように祈る。 

20 あなた方が予見者と呼ぶこの時代の預言者たちが、危険の幻影を語り、訪問を予言するのを聞いたとき、あなた方
の思いを私に引き上げ、耐える力を、あるいはその崖を避けるための光を私に求め、あなた方のすべての兄弟のために私の
慈悲を懇願するのである。 

21 今こそ、祈る時です。平和な家庭は、破壊された家庭のために祈りましょう。降伏と慰めを見出した未亡人は、痛
みに麻痺し、意味も目的もなく生きている人々 に思いを馳せるべきです。 

22 子供たちに囲まれている自分の姿を見て喜ぶ母親たち。戦争で子供たちを失った人たちに、あなたの慰めの言葉を
送ってください。あなたの目が成功を見ることが重要なのではありません。あなたの信仰はあなたにとって十分であり、兄
弟姉妹の痛みを分かち合いたいと思うことで、私はあなたが祈る人々 に私の平和、私の慰めと愛撫、パンと赦しを与えるこ
とができるのです。 

23 あなたがたの功績によって約束の地に到達できるように、私はあなたがたに贈り物をした。 

24 私は、あなた方が混乱に陥り、民族が民族に、国が国に対抗するとき、この大義の良き兵士として強く立ち上がる
ことができるよう、常にあなた方の装備を整えるのを助ける。 

25 今日、私はあなたに言います。神の光を追い続けてきた地球巡礼者よ、歓迎しよう。- 

今日ここにいて、明日あなたの魂がどこに行くのかわからない、はかないこの世の住人たちよ。あなたがたに言うが、あな
たがたを待っているのは死ではなく、永遠のいのちである。しかし、あなた方には、私の呼びかけの瞬間に、私のたとえ話
に出てくる忠実な処女のように、ランプを灯して貞節な配偶者の到着を待つようになってほしい。そうすれば、あなたを呼
ぶ私の声を聞いた瞬間に、この世で飲んだ苦い杯を置き去りにし、その時、あなたが多くの痛みを伴って達成しかけていた
ものを誰もあなたから奪い去ることができないからです。 

26 ここで、泣き疲れたあなたの肉体の目は閉じられ、あなたの霊の目は、あなたの父が約束した報酬とともにあなた
を待っている永遠の敷居を越えて、真の生命へと開かれるのである。 

27 この言葉を聞いて、この時代、恵みの命に死んだ者がどれほど蘇ったことでしょう。どれだけの弱者が力強く立ち
上がることができただろう。どれほど多くの恐れと絶望に満ちた人々 が勇気に満たされ、平安を得たことでしょう。 

28 この宣言の最初の日に私が告げた大勢の人々 は、これらの人々 であり、私が来ると言った「死者」と「困窮者」は
、あなた方自身です。 

29 あなたは孤独と苦悩の中で、わが来訪の吉報をもたらす瞬間を日々 待ち続けてきた。私のプレゼンスと私の奇跡の
噂に引き寄せられ、あなたたちは私が待っていた木の陰に来た。そしてここであなたたちは神聖なるマスターの弟子となっ
た。 

30 私の教えをあなたの霊に刻みつけ、冒涜や不純物に陥らないように、私はまだしばらくあなた方と一緒にいるつも
りだ。あなたの唇が私の教えを語り始めたら、愛の業を通して、あなたの心が主人の教える言葉を確認するようにしたいの
です。 

31 あなた方の兄弟の心を傷つけず、信仰の光を消さないように気をつけなさい。この大勢の中に、私の新しい弟子た
ちがいるのだから。この道から彼らを迷わせないでください。今回、私が使うのはあなたたちだけだと思わないでください
。あなたは「最初」と呼ばれ、彼らは「最後」と呼ばれるでしょう。さまよい、苦しみ、疲れ果てた者たちも来て、「父よ
、私は疲れ果ててあなたのもとに来ました」と言うでしょう。私の人生の旅路の中で、もっと早くあなたに出会っていたら
と思います。私は多くの苦しみと過ちを免れただろう。"しかし、あなた方に言っておくが、木の葉は私の意志なしに動く
ことはない。このように私に話す者は、私の労働者の中にも、"もし私がまだ自由に世の中のすべてのものを楽しむことが
できるなら、どんなに幸せだろう 

"と心の中で私に言う者がいることを知っているはずである。この者は、人生が与える教えである試練の活かし方を知らず
、わが教えの意味を理解できなかった者である。それゆえ、彼は弱く、その弱さの中で自らを誘惑に陥れてしまうのです。 

32 誰が、どんな意図も、どんな考えも、すべての人の心に宿るわたしから隠すことができようか。だから、あなたが
たの中から、あなたがたを迫害し、私が創造したものを破壊しようとする者が出てくると言っても、驚いてはならない。今
日、主の弟子や働き手を自称する者の中には、明日、私の教えに反抗し、兄弟と呼んでいた者と戦う者もいる。だから、私
はいつも「誘惑に陥らないように見守り、祈りなさい」と言っているのです。 

33 各自、自分に託された才能と使命に満足し、適切な時が示され、自分の任務について指示がない限り、街や地方に
出かけてはならない。というのも、準備もせずに教える人もいれば、道具も持たずに指導者になる人もいるからです。しか
し、私が託した仕事を果たすことができないと考える他の人々 には、こう言います。「神の子たち一人ひとりの能力を知っ
ておられる方が託したものを、なぜ果たすことができないと考えるのですか？この時、わが顕現はどのように行われるべき
だと思うか--人間の知性器官を通してではなく。 

34 ある者は、このような形でのわが宣言を疑い、声の主は偽者であると考えたのである。しかし、私はまた、疑った
人々 を利用し、彼らが疑った使命を果たすために呼び寄せ、準備し、私の真実性の証拠を与えたのである。 
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彼らの多くは、その後、信仰と喜びをもって仕事をしたため、私の最高の声の担い手の一人となりました。彼らは、自
分の唇から神々 しい言葉がほとばしるのを理解すると、私の方に目を向けて、私の名を祝福したのです。 

35 それ以来、彼らは自分の意志ではなく、わが意志を行うようになった。なぜなら、地上で自分の意志を行う者は、
自分を美化するために行い、その結果、わが身から遠ざかることを認識しているからである。 

36 マスターが教えてくれる。今日、あなたを導き、正し、指示するのはわが言葉であり、1950年以降は、あなたの
良心だけがあなたを導く。わが教えを完全に純粋な状態で伝え、わが業を完全に明瞭に示す。 

37 私はあなた方をこの戦いで滅びるようにと呼んでいない。逆に、あなた方が良い兵士として勝利を勝ち取ることを
望んでいるのだ。しかし、この勝利は、あなたが蒔いた平和の勝利、あなたが病人に回復させた健康の勝利、あなたが暗闇
に灯した光の勝利となるのです。 

38 労働者よ、私に仕事を見せに来る者よ、私はあなた方を受け入れる。あなたは、私が託した畑からやってきて、私
に尋ねる。「神なる主よ、私の仕事、私の闘いは、あなたの前に喜ばしきものでしょうか」。しかし、マスターはあなたに
答えます。あなたがたの行いはまだ完全ではない、あなたがたはまだ私の弟子ではない。私はあなた方を、私がとても愛し
ている幼な子のように見ている。そして、あなた方が私に差し出す（任務を）果たすことを受け入れるのだ。あなたの霊は
まっすぐになり、最初の一歩を踏み出し、身体をおとなしくさせ、現在の啓示の時代におけるわが新しい教えに耳を傾ける
。 

39 第一の時代，あなたがたはエホバの名を知り，あなたがたの属するイスラエルの民の胸中でわたしの顕現を経験し
た。わたしはあなたがたに「見よ，これが道だ」と語った。わたしがあなたがたに語った道とは律法のことである。その後
、イエスにおいて肉となったわが言葉があなたがたに語りかけ、あなたがたはわがたとえとわが戒めによって啓発され、そ
れらによって私はあなたがたに言った、「隣人を愛し赦すことによって全うする者は、わが律法の道にいる」。- 

そして、今日の 

その時、あなたは再び同じ進化への道を歩み、同じ神の霊があなたと共にいて、あなたを教え、あなたの歩みを導いている
のです。私は輝く光として来たのである。 

40 人類は今、わが戒めを果たすために出発していないが、私は彼らを待っている。私はいつでも魂を育んできたのに
、あなた方は私にふさわしい実を捧げなかった。私はすべての生き物に完璧な法則を定めたが、創造主の最高傑作である人
間の魂は、まだ完成していない。私が絶え間なく鼓舞し、助言してきたにもかかわらず、その神に耳を貸さず、従わなかっ
たのです。 

41 あなたは、私が与えた能力をうまく利用せず、私の前に苦痛をもたらすだけです。もし、あなたの中に痛みがある
とすれば、それはあなたが法を犯したからです。強さを持ちながら、弱さも持っている。 

42 あなたは、魂と精神を与えられたこの世のすべての生き物の中で、最も特権的な存在であることを知ってほしいの
です。私はあなた方に自由意志を与えたので、あなた方は自分の意志で私につながる正しい道を歩むことができる。私が提
供するのは華美な道ではなく、祈りと悔い改めと闘いの道であり、この道ではあなたの良心があなたを導くでしょう。 

43 あなた方が霊的存在として私のもとにやってくる時が近づいているのです。あなたは「第三の時間」、進化の第六
段階にあり、あなたを待っているその完璧な人生の入り口に近いところにいます。あなたは私のもとに来て、私が最初の時
から約束した平和を享受したいのですか？あなた方は私に言う、「はい、先生、私たちの飲む杯は苦く、私たちの一日の仕
事はつらいものです」。日々 、仕事は難しくなり、仲間の無理解にも遭遇する。しかし、バームであるわが言葉は、あなた
の痛みを和らげる。あなたが枯渇させた恵みの泉は、今日、新たに湧き出し、あなたに力を与えてくれるのです。 

44 1950年を迎えようとしているのに、国民が団結していないことを考えてみてください。各部族の一万二千の霊は
まだ装備されていない。しかし、その年が来ても、私が求めた数を私に示さないなら、その時以降、誰が選ばれた者をマー
クすることができるだろうか。あなたは彼らをマークし、彼らの運命を示すのでしょうか？- 

いや、みんな、私だけが、それぞれの精神に属する課題を消せない文字で書くのだ。 

45 私の中にある、他の国々 で私の仕事を明らかにしたいという願望は何なのだろう。- 

もうこの唇で話すことはできないのです。 

46 この時代に語るのは私であり、魂を育み、準備するのは私である。地上には精神の主人はいないのだから。 

47 そして、昔は少なかったこの群衆が今日増えているように、わたしは他の国々 にわたしの弟子たちを集める。 

48 私の絶え間ない闘いを認めるとき、あなたは私にこう言うのです。「ご主人様、あなたの仕事はなんと偉大なこと
でしょう。あなたの言葉はなんと豊かで、あなたがそれに注ぐ愛と力はなんと大きいことでしょう。あなたの存在を感じる
からこそ、心が変わり、病人が快方に向かうのです。"- 最後まで私に耳を傾け、私から学ぶことができるように。 

49 わたしは、書いてあるとおり、すべての国々 に霊的に自分を知らせた。預言者たちは、"戦争と艱難の時に、聖霊
が来て、ご自分を人に知らせる 

"と言いました。人類はわたしを求め、わたしのことばを待ち望んでいる。しかし、彼らの恐れと混乱はあまりに大きく、
わたしは彼らのすぐ近くにいるにもかかわらず、わたしを見つけることに成功しない。ある都市では、教会が破壊され、書
物が火に投げ込まれ、信仰が争われ、聖なる法が否定され、ある国々 では、わが名がその住民の心から消されてしまったの
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だ。しかし、私はあなた方に、天の国は人の心の中に居場所を見つけると告げたのです。もし、あなたが自分の魂に内なる
神殿を建てる方法を知っているならば、誰がそれを破壊することができるでしょうか？人々 よ、あなたがたを待ち受ける戦
いは、いかに偉大なものであるか。 

50 やがて世界は、さまざまな国に化身したイスラエルの民が地上に戻ってきたことを知り、私は彼らを利用すること
になるのです。あなた方は血の子孫ではなく、その民の霊的子孫であり、過去の時代と同様に、わが来臨とわが啓示の証人
であることを、人々 は学ぶだろう。 

51 私を代表するあなた方は、人類に私のメッセージを伝えることになる。わたしがあなたがたを送ったのは、地上を
啓発し、善を説き、真理のあかしをするためである。あなたは魂を肉体の上に置き、精神があなたのガイドであることを教
えるでしょう。そうすれば、すべての唯物論は崩壊し、魂は再び蘇り、わが弟子となるであろう。 

52 あなたはこの瞬間、自分の苦しみを忘れて、他の人の苦しみを考えるのです。他の国では痛みがその住民の杯を満
たし、その痛みが私に届くことを知っているからです。しかし、この痛みは人間を浄化し、啓蒙し、正義の警告信号を感じ
させ、「道」に立ち戻らせることになるのです。痛みだけが、彼に反省を促し、失った健康と平穏を取り戻させるのだ。 

53 この試練の時、私の存在と私の愛は、すべての子供たちとともにある。 

54 この時代の召集者の中には、父に再び自由の時を求めた者がおり、私も彼らに与えた。しかし、彼らが説明する時
が来て、私は彼らに尋ねた。「あなた方は私に求めた自由をどうしたのか。 

答えてください、「私たちは自分の意志を貫きましたが、刈り取った果実はとても苦いものです」と。 

55 彼らは疲れ果て、袂を分かち、憧れの果実-毒と死の果実-に嫌気がさして私のもとに帰ってきたのです。 

56 主は彼らを待っていたのだ。彼は、彼らが戻ってこなければならないことを知っていました。彼らが戻ってきたと
き、私は彼らに、まだこの世の快楽の道を進みたいのか、それとも師匠の愛の十字架を身につけてついていきたいのかと尋
ねると、彼らは心を込めて最後までついていくと私に告げたのです。 

57 皆さんには、「自分の体に力を持てるように祈りなさい」と言いたい。 

58 現在、人類の多くが苦しんでいるが、それは暴力の法則が依然として人間の間に支配し、不公平が支配しているか
らである。私は降りてきてあなた方の間に霊的に現れ、あなた方を養い、あなた方が自らを刷新し、私の神聖な指示を理解
し、今後人間の間で完全な仕事を行うことができるようにする。このために、わたしはわたしの木を植えた。それは、さま
ざまな都市、州、村の大小の共同体であり、長い道を通り、広大な砂漠を通って来る旅人に日陰を与え、飢えた人々 に命の
実りを与える木である。この木々 を愛し、あなたの思いやりと熱意で手入れをしてあげてください。ある者は葉を落とし、
ある者は老いたのを見て、つむじ風のように彼らをなでてはならない、その枝は新しい木となるのだ。最初の陰を受け、最
初の実を食べた日を忘れてはならない。 

59 私はあなた方を幼な子のように見てきた。あなた方が働き手としての第一歩を踏み出すとき、まず小さな畑を任せ
、種まきを覚えさせます。その最初のフィールドは、あなたの大切な人の心であり、あなたの友人であり、あなたの敵でも
あるのです。それぞれのケースで、インスピレーションを与えています。 

60 そして、あなたがたの畑に嵐が来ても、あなたがたの精神が鍛えられていることを人は知るであろう。そして、刈
り入れと収穫の時が来たら、収穫した穀物を心の中で喜びながら父の穀倉に運ぶのである。 

61 しかし、ある人々 は、その最初の呼びかけに耳を貸さず、聞き流しました。しかし、御父は彼らを待ち続けておら
れる。それは、彼らが二度目の呼びかけに際して、悔い改めに満ちて駆けつけ、御父に赦しを乞うことを知っておられるか
らである。 

62 私を信じて従うために、ある者は地上で得られなかった健康と心の平和を証拠として私に求め、これらが健康にな
り、家庭と生活に平和が支配するのを見たとき、彼らは私に言いました。"父よ、あなたです！"と。 

63 私が公言する業を、その道すがら刻々 と認識する者は幸いである、その者は父に喜びをもたらすからである。災い
なるかな、疑いや不信を抱く者は、見捨てられ、失われ、弱くなったと感じるからだ。 

64 弟子たちよ、聞け：第二の時代、イエスはある日、弟子たちを伴って舟で出かけた。海は穏やかで、人々 は師匠の
言葉を喜んでいた。その後、イエスは眠りについたが、海が泡立ち始め、嵐が危ぶまれたとき、イエスは眠り続けた。しば
らくの間、船は波のおもちゃとなり、恐怖がその心を圧倒し、彼らは恐怖の声で主人を起こし、"主よ、私たちをお救いく
ださい、私たちは滅びます！"と主人に呼びかけたほどであった。そこでイエスは、彼らを愛おしそうに見つめながら、手
を水の波に向かって伸ばされると、たちまち波が静まり、弟子たちに向かい、"信仰の薄い者よ 

"と言って、彼らの疑いを叱られた。 

65 時々 、信仰の弱いあなたにも会います。食卓のパンが足りなくなったり、仕事の門が短時間で閉まったりすると、
もう疑心暗鬼になって、自分がイエスと舟で旅をしていることを忘れてしまいます。 

66 私が恵みを与えるとき、あなたがたは私を信じる。 
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67 私が痛みを送ることができると考えてはならない。それは私が作ったものではない。人の心から生まれた種であり
、その果実が人を目覚めさせ、啓発するよう、私はそれを利用するのである。わたしは、この闇から光を生み出す者である
。 

68 試練の苦しみの中で、私を不完全で不正な神と呼んだ者がいかに多いことでしょう。 

69 人類はいつになったら痛みを取り除くことができるのか？彼らの戦争と罪は、いつ終わるのでしょうか。私の声は
、鐘のように、この時代の魂に語りかける。起て！自分の良心に耳を傾けて、降伏と柔和をもって律法の道を歩むことがで
きるようにするのです。あなたには、痛みも涙も消える、平和と恵みの時が約束されているのです。 

しかし、その前に善く戦い、忍耐することが必要です。 

70 すべての人々 がこの理想を実現するために出発すれば、今の時代に残るバベルの混乱はなくなり、すべての民族が
兄弟として抱き合うことができる。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 59 
1 皆さん、マスターへようこそ- 

どちらが弟子なのですか？子弟はどちらでしょうか？あなたは知らない。自分はすでにマスターだと思っている人がたくさ
んいるが、最初のレッスンさえ理解していないのがわかる。しかし、ある人は、言葉と働きによってすでに教え始めること
ができるにもかかわらず、教えることができないと思い、口を閉ざしてしまいます。 

2 私は常に、人に感じられ、理解されるために自分を限定してきました。もし、第二の時代、私の啓示の時、私がキ
リストとして、つまり、人間としてではなく、神として来ていたならば、人々 は私を非難して言うのが当然だったでしょう
。「主よ、あなたを模範とすることはできません。 

3 今、私はあなた方に新しい教えをもたらしました。私の隠された知恵への扉は、人類のためにもう一度開かれたの
である。 

4 人の中には、心の中で私に言う者もいます。「あなたがそんなに私たちを愛しておられるなら、なぜ私たちはこん
なに苦しむのでしょう。なぜ私たちを苦しめるために地上に送られたのでしょうか？- 

私はあなたの冒涜を許します、それはあなたの無知から生じているからです、そしてあなたに言います、あなたの罪と転落
があなたから徐々 に（良い）才能と資質を奪い、そのためにあなたは精神的に豊かであっても、何の徳もないままであるこ
とを。だから、これから功徳を積んで、自分の道を進んでいかなければならない。そのため、私は人を区別することなく、
私の心の奥底の部屋をあなた方に開いているのです。しかし、苦難の中でこそ精神が鍛えられ、より高みを目指すための功
徳があることを忘れてはならない。私は山の上からあなた方に語りかける。それぞれの内なる高みに応じて、あなた方は立
ち上がり、私に近づくのだ。私の言葉を聞いた後、あなた方は再び、あなた方がまだ住んでいる地上の谷に降りることにな
る--ただし、人間がその罪によって作り出した深淵には降りない。 

5 私の言う「谷」とは、あなた方がまだ到達していない霊的なものとの調和のことです。- 

すべての霊は、この物質界で自己を顕現させるための手段として、肉体を託されたのです。私の知恵の結晶であるこの身体
には、知性が発現する脳があり、美徳と高貴な感情が発露する心があるのです。 

6 わたしは多くの者を滅びの淵で見出したが、彼らのために降りてきて救った。堕落した者たちへの私の愛は、彼ら
に「わが子たちよ、どこにいるのか」と告げる私の愛の声に耳を傾けるようにさせたのです。 

7 "見よ、これが私の光だ、私に従え" 

8 最初の時、あなたがたの信仰は曇り、わが子たちはもはや自分の良心の言葉を理解することができず、父が彼らの
ところに来て、「わが律法が刻まれたこの石を取れ」と言う必要が生じました。これは、私が待っている山の頂上へ続く道
を示していることを忘れてはならない。そして、彼らは、わが掟が刻まれたその石を前にして、運命のゴールに向かって旅
立ち、歩むことを誓ったのです。- 

しかし、時代は流れ、途中で艱難辛苦が生じ、それは時が経つにつれてますます大きくなっていった。そして、彼らは顔と
声を父に向けて上げ、「私たちはあなたを理解できません」と言った。長い間、私たちは迷いの果てを見ずにもがき、さま
よい、あなたが私たちの心に約束された安らぎを得ることができませんでした。" 

9 人々 は再び不従順に陥りましたが、父は新たに彼らを求め、さらに彼らに近づき、父として、友として語られまし
た。しかし、人々 は彼を認めず、彼に言った。"あなたは私たちの神であるはずがない。"彼はいつも高いところにいたのだ
から。 

10 それは、彼が完全な真理として彼らの前に現れたのに対して、人々 は自分たちの好みの真理を求めたため、憤慨し
て神の人を処刑するようになったからです。その人は、すべての力と知恵を持っていたが、理解力のない人たちが要求する
ものを与えなかった。彼は純粋であり、純粋で完璧な作品だけが彼から生まれることができるのです。しかし、死からもよ
みがえられ、すべての被造物の創造主は死ぬことができないことを明らかにされた。主が新たに御国に入られたとき、完成
の山で、人々 は、自分たちとともにおられた方は神ご自身であると告白した。その業と不思議は人間の能力を超えていたか
らである。彼らは、主が道であると言われたことを思い出し、主の住まわれる山の高みに行きたいと切望し、奈落の底（滅
び）から人生の平面に出て、旅を続ける助けとなる光を見たのです。しかし、その道はいばらの道ばかりであった。 

そこで彼らは、自分たちの父がすべての愛の上におられること、そして、自分たちの痛みが非常に大きくなったときに
戻ってくると知らせてくださったことを思い出し、心の底から主に「父よ、なぜ来てくださらないのですか」と尋ねるよう
になったのです。あなたは愛と許しです。なぜ私たちを罰したのですか？そして、主が三度山から下りて来られる時を予見
していたのである。 

主は彼らのところに来て、"あなたがたは私に何を望んでいるのか "と尋ねられました。彼らは彼に答えた 

"父よ、私たちをお救いください！"そこで、主は彼らに「奈落の底から出るか」と問われた。地上の低地を越え、山に登
りなさい。この時代に聞くべきは、ただ私の声だけである。 
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ある者は、人間の存在する父を見なかったので、疑った。しかし、それでもなお、その声が主からのものだと信じてい
る人もいた。彼らは、自分の道を照らす光である神の霊感に導かれて、信仰心いっぱいに立ち上がり、旅を続けているので
す。 

11 弟子たちよ、君たちはそういうものだ。しかし、本当に言っておくが、私は誰も奈落の底に住まわせることはして
いない。私はあなた方を地上の恵みの谷に住まわせ、そこからあなた方の父の住処に昇るようにしたのです。足元に深淵を
開いたのは人間であり、そこに飛び込んでいくのは人間である。今、あなたに問う。私が人間の心を媒介にしてあなたに伝
えたこの言葉によって、あなたは天の御国に入ることができると信じるか？聞いたことを信じて実践すれば、救いが得られ
ると確信していますか？ 

12 このみことばを信じ、この現れを信じる者は幸いであり、山の頂上に到達することができる。しかし、信じない者
には、私を否定し、私を認めないのは、これで三度目になると言う。一度わたしを信じた者は、常にわたしを認識しなけれ
ばならない。なぜなら、わたしの言葉の『味』と『本質』は決して変わらないからだ。 

13 疑っている者は、今の場所に残しておく。もし私が、人が自分の行動の結果を知ることを許さなかったら、彼らは
自分が善悪のどちらを行ったかを知ることができるだろうか。良心は彼らのすべての行いについて語りかける。そうすれば
、彼らはその悪い行いを悔い改め、「互いに愛し合いなさい」という愛の行いでわが律法を全うすることができる。 

14 キリストはかつて、自分を見誤った人々 にこう言った。"私が再び来るのを待たねばならない！"と。だから、今日
、私が再びあなた方と一緒にいるとき、あなた方を呼んで、奈落の底から離れ、私の跡を追うようにと言うのだ。 

15 御父は、御父の存在を常に疑ってきた人々 に何をなさるのでしょうか。主は彼らを大きな試練に遭わせ、彼らの心
の最も敏感な糸に触れさせ、彼らの中に信仰と愛と主に仕えようとする気持ちを呼び覚まされるのです。あなたがたに言う
が、どんな闇にも光があり、長い間、苦痛のため息しかなかったところに平和が訪れる。 

16 それぞれの心の中に、私は私の神性についての異なる概念を発見する。私は、あなた方一人ひとりの信念の中に、
異なる神を見出すことができるのです。これは、それぞれの開発レベルが異なるためです。 

17 もう1度、「山」を見せます。体には見えないので、信仰の目に見せます。シナイ山では第一の時代に光を与え、
タボル山では第二の時代に姿を変えて、わが神性のしるしをあなたがたに与えた。 

18 私の再臨を信じる者として、あなた方を見たいのです。私について行きたい者は、自分の十字架を受け入れて、山
の高さまで私について行きなさいと、あなたがたに言ったのです。しかし、イエスの道は謙遜であり、犠牲の道であり、ゴ
ルゴダまで血で示されたことはすでにご存じのとおりです。私が中傷、怨嗟、蔑み、不信、ねたみによって迫害されたこと
をご存じでしょう。しかし、もう一度言います。私に従いたい者は、自分の十字架を背負って、私の跡をたどってください
。 

19 どうして怖いんですか？私はあなた方に不可能なことは求めません。ただ、心から祈り、積極的に慈善活動を行い
、使い捨てにできるものは放棄してくださいということです。何か無理があるのでしょうか？- 

もし、初めから霊性が人の間に広まっていたならば、私はこの世で肉体を持つことはなかったでしょうし、人は霊感と良心
と啓示の賜物の助けによって、霊に約束された王国に到達したことでしょう。 

20 1950年以降、わが霊はもはや人々 の間に意味ある形で現れることはないだろう。私の住む山の高みから、あなた
が一歩一歩登っていき、私に辿り着くのを見届けよう。 

21 あなた方は、自分の救いを求めて、真理を見つけることを望んでやってきた放浪者です。重い十字架を肩に背負い
、それを運ぶための助っ人を探していたんですね。でも、ここに泊まったということは、求めていたものに出会えたという
ことです。 

22 誰が-本当に霊的な楽しみをもってこの言葉を受け取った人が-

自分の主人を見捨てることができるだろうか。誰が無知から道を踏み外すことができようか。誰が、私から何も学ばなかっ
たと言えるだろうか。 

23 この神聖な教えを、真の愛と真の関心を持って受け、それを学ぼうとしない者は、私の弟子とは呼べず、ただ私の
子供である。 

24 別に誰にも食べさせていないし、外に放置しているわけでもない。わたしはみな、わたしの食卓に並べ、その上で
パンとぶどう酒を平等に配った。 

25 あなた方には、わが畑で働く労働者になってほしい。しかし、その仕事に十分な装備と献身を備えた労働者であり
、わが種を耕す方法を知り、実を食い荒らそうとする虫を畑に侵入させない労働者である。 

26 弟子たちよ、この教えを学びなさい。そうすれば、あなたがたは自分の良心に、自分が道をしっかり歩んでいるか
、この教えを理解しているか、すでにわがぶどう園の労働者と呼べるかどうかを問うことができるだろう。 

27 私の慈悲は、あなたがたに明らかにされた。 

あなたがたに言うが、わたしに従う者の中には、自分の手を兄弟の血で染めた者もいる。その悪人を慈愛の恩人に変えるこ
とができたのは、この世に私以外にはいないのです。彼を贖い、彼の心に眠っていた高貴な感情を呼び覚ましたのは、わが
赦しと愛の言葉であった。 
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28 もし、私が刑務所にいたある人々 を私の食卓に呼び寄せ、彼らと共に新しい弟子関係を築いたとしたら、この行為
を非難する者はいないはずだ。本当に私が来たのは、健康な人を癒すためでも、正しい人を救うためでもないのです。私は
、私を必要とする人を捜すために来たのだ-

このことに、私の慈悲が示されている。私はドロスを有用な要素に変えるために来たのだ-

この中に私の力が示されている。 

29 純粋であればこそ、私のもとに来ることができ、心を清めてこそ、私を迎えることができるのです。それとも、私
はあなたのこの供養に値しないのでしょうか？なるほど、大切な人を迎えようとするとき、その人にふさわしい自分になる
ために、すべてをきれいに片付けるのですね。 

30 毎日、夜明けの光を浴びるとき、私を心に抱くために、時間をかけて準備し、内面を清めることは正しいと思いま
せんか？ 

31 私は、あなたが単純な心の持ち主であるからこそ、単純な方法で話をするのです。もし、あなたが地上で金持ちだ
ったら、私の言うことに耳を貸さないでしょう。私は、人の間で華やかな衣や宮殿を求めない。あなたの師を取り囲む霊的
な輝きについて先覚者に尋ねれば、この世にそれに匹敵するものはないと理解するでしょう。 

32 彼らの啓示によって、しばしばあなたを導く者となる預言者たちの声に耳を傾けてください。この時、私は最も小
さいもの、つまり、あなたがたが不完全で師の恵みを受けられないと考えるものを使っていることを知り、彼らの言葉を信
用しなさい。 

33 私はあなたとともにいるので、あなたの心が平和で満たされていることがわかります。 

34 私はあなたに語りかけ、私の指示を与えるために来たのだ。この間、わたしは地上の人間となることもなく、ヤシ
の木の陰を探し求めてそこから人間に語りかけることもなく、わたしの足は地の塵に触れることもなかったのである。 

35 創造主への完璧な愛を教えています。あなたが私をそんなに愛してくれるなんて、私は価値がないのでしょうか？ 

36 私が第二時代に残した痕跡は、敵として生きていた人々 を兄弟にし、すでに兄弟としての生き方を知っていた人々
を精神的に向上させる役割を果たしました。今日、あなた方は肉眼で私を見ないので、信仰のまなざしで私を見ることが私
の意志である。しかし、あなたがたの中には、手で触れるものだけを信じ、視覚や理解の及ばないものを疑う者が多くいる
。彼らは私に言う。「父よ、どうして昔のように奇跡を行わないで、あなたを信じようとしないのですか。- 

本当にあなたがたに言う。その時は過ぎ去った。もしあなたがたが、わたしを信じ、わたしを認めると言うのなら、どうし
て奇跡を求めるのか。信念があるからこそ、信じることができる! 

37 その時のわが言葉と、今日のわが言葉とを結びつけよ。その本質を比較すれば、同じものであることがわかるはず
です。"木はその実でわかる 

"と言ったのを覚えていますか？私の言葉をあなたの心に浸透させ、この言葉が誰から来たかを教えてくれる御霊に到達さ
せなさい。 

38 この実の味を御霊に試していただかない限り、あなたに語っておられるのは父であることを、どうして否定するこ
とができましょう。 

39 なぜ、ある者は、私の仕事を理解していないにもかかわらず、私から離れることができないのだろうか。なぜなら
、彼らの霊魂が、わが存在を確信したからです。なぜ、まだ疑っている他の人たちは、一度も私に耳を傾けないのでしょう
か。なぜなら、彼らは心の中で疑いを抱いているが、霊は真実を認識しているので、彼らを引き止めることができるからだ
。その心が耐えれば、暗い迷いは消えていく。 

40 わたしのことばに満足する者よ、（世の）砂漠に去ってはならない、わたしが与えた食物を自分だけのために蓄え
てはならない。私があなた方を呼んだのは、あなた方の空腹を満たすためであり、その後、あなた方の兄弟である飢えた者
たちにも同じようにするためである。 

41 今、あなたの魂はこの御言葉を通して光を受け取っている--

そのままでいい、私を知りたがっている、啓発してくださる方が誰なのか知りたがっている、運命のゴールへと導く道を知
りたがっているのである。 

42 この世に縛られている奴隷の鎖を断ち切って、私と共にいる者は幸いである。不必要なものへの弱さや人間の情念
に打ち勝ち、純粋な心と精神を保つ者は幸いである、わが言葉は肥沃な土地に種として落ちる。 

43 今回、私の話を聞いたからと言って、完璧になったとは思わないでください。あなた方は、愛の業を通してその完
成に達するために、道で大きな努力をし、私の教えを実行に移さなければなりません。 

44 この地上では、あなたの精神は最大の高揚を得ることはできません。ですから、私はあなたに言います、この人生
が唯一のものであると考えず、あなたの肉体を永遠のものであるかのように見てはいけません。本当に、あなたが愛してや
まないこの体のことは、あなたの十字架に過ぎないのです。 

45 わが言葉を把握し、その単純さの中に、生命、癒し、平和であるわが本質があることを悟りなさい。男性は雄弁に
語りかけることができます。しかし、私の単純な言葉が含む生命の本質をあなたに与えること、これは彼らには決してでき
ないことです。 
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46 今日、私は人々 が法律、正義、平和、平等、兄弟愛について話しているのを耳にします。しかし、本当に言ってお
くが、愛のないところには、真実も正義も、ましてや平和もないのだ。 

47 私が愛について話すとき、それはすべての存在を結びつける神聖な絆を意味します。それは、人々 が理解するよう
な愛という意味ではない。利己主義と卑しい情熱があるところには、真の愛はありません。私を否定し傷つける者も、私を
認め、その業績で私を讃える者も、私は共に愛している。 

48 ある者は私に愛されていると知って幸せであり、ある者は無関心であったとしても、愛は不変であるから、私の父
なるマントはすべての人を覆い続ける。 

49 太陽があなたに光を送るのを妨げることができるのと同じように、誰も私があなたを愛するのを妨げることはでき
ません。しかし、私は審判者でもあり、誰も私の審判を妨げたり、避けたりすることはできないことを忘れてはならない。
それは、自然の力が解き放たれたとき、人間自身がそれを止めることができないのと同じである。 

50 わが掟の中を歩めば、わが正義がどうしようもないものであることが理解できるだろう。私の指示を実行すれば、
人生の嵐の中でも平安を感じることができる。 

51 人類が分裂しているのは、単一の法則に支配されていないからです。どの国にも、それぞれの法律があります。国
によって教えが違うし、家庭に入ってみると、父親もそれぞれ違った方法で子供を指導している。 

52 私は科学の贈り物である光を人間に明らかにした。しかし、人間はそれで闇を作り出し、苦痛と破壊を与えてきた
。 

53 人々 は、自分たちが人類の進歩の頂点にいると考えている。これに対して、私はこう問いかけます。この世に平和
はあるのだろうか？男同士の兄弟愛、家庭での道徳や美徳はあるのか？あなたは仲間の命を尊重していますか？弱者への配
慮があるか？- 

もし、これらの徳があなたがたの中にあれば、あなたがたは人間生活の最高の価値を持つことになると、私はまことに言っ
ているのです。 

54 人の間に混乱が広がっているのは、あなた方を破滅に導いた者たちを台座に上げたからだ。だから、わたしがなぜ
人間のところに来たのか、と問うてはならない。また、わたしが罪人や無知な者を通して自分自身を知らせる、と判断して
はならない。あなたがたが不完全だと考えるものは、すべてそうではないのだから。 

55 人間はこの世に存在する最も完璧なものです。彼の中には、創造主との相似性があります。彼は、あなたがたが神
の中に見いだす三位一体を持っているのです。精神、魂、肉体、この3つの力が一体となって完全な存在を形成しているの
です。 

56 肉体は精神がなくても、生身の肉体の生命によってのみ存在しうる。また、霊を通して法を知り、善と悪を区別し
、あらゆる神の啓示を受ける、最高の存在となることもできないでしょう。 

57 これが「第三の時代」の光です。しかし、あなたに語りかけるのは神ではなく、ここにいるこの男だと言う者を試
してみてください。本当に申し上げますが、私の神通力が彼の心を照らさない限り、たとえ彼を殺すと脅したとしても、彼
から精神的価値や真理の言葉を引き出すことはできないでしょう。 

58 霊が自分の体を使って話し、自分を知らせるのと同じように、すべての霊の父が自分の代わりに自分を知らせるた
めに、短い期間、体から自分を切り離すという事実は、何も不思議なことではない。神様。 

59 あなたがたが私のもとに来る方法を知らないから、私はあなたのもとに来たのだ。そして、父に届く最も喜ばれる
祈りは、あなたの霊から沈黙のうちに立ち上がるものであると教えている。この祈りこそが、私の声を聞くための光線を引
き寄せるのです。私の神性を喜ばせるのは、歌や言葉ではありません。 

60 徳の高い人よりも、貧しい人、無知な人、罪人を探し、私の慈悲を示し、私の弟子に変えるためである。 

61 この間、私はあなたの魂と体の汚れを取り除き、真の高みに到達させなければなりません。 

62 私は、純粋な形で立ち上がって私を呼び出す方法を知っている者と、無知のまま、最も不完全な教団を通して私を
求める者の両方の声を聞く。私は愛のマントで彼ら全員を覆う。 

63 今、私の話を聞いているあなた方は、自分が霊化の頂点にいると信じてはいけません。また、あなた方が幼い子供
やわが律法の初心者であるとは思わないでください。 

その時、あなたの霊は私を聞いて震え、その後、私の言葉を勉強して、父が子から期待する敬虔な気持ちを次第に理解
するようになったのです。 

64 もしあなたが私に従っているにもかかわらず、この道で試練から解放されていないとしたら、それは単に、あなた
が真の平和と完全な幸福を感じさせるために父が待っている父の住まいにまだ到達していないためである。 

65 今、私はあなたに言う。疲れることなく、茨や障害から退くことなく。祈れば、私を身近に感じることができ、私
があなたの旅の良き伴侶であることがわかるでしょう。 

66 絶望してはいけないし、物質的な生活しか見ない唯物論者のようであってはならない。 

67 迷った人は、自分の足跡をたどり、出発点に戻らなければ、心の安らぎは得られない。 
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68 私が第3の時代にあなた方を呼んだことを理解し、あなた方の責任と任務を知ることが必要です。なぜなら、あな
た方は自分の責任だけでなく、あなた方に託された人数の責任も負うことになるからです。 

69 どうして怖いんですか？互いに愛し合う」とは、犠牲を払うことなのでしょうか？あなたがたは、国々 にいる兄弟
たちが泣いているのを見ないのか。 

70 戦争は地球上の多くの民族にそのマントを広げ、これによって飢え、疫病、死も解き放たれることになる。 

71 戦争に対してドアを開けたままにしてはいけない。戦争は泥棒のように入り込んできて、あなたを不意打ちにする
。見て、祈ってください 

72 人々 の心から雑草は根こそぎ引き抜かれ、良い種は保存され、それで新しい人類が形成されるのです。 

73 多くの男性と女性が、あまりの痛みと破壊のために、わが律法とわが言葉とわが平和を望み始めています。しかし
、彼らは私を見つけるために自分の足取りをどこに向ければよいのか分からない。そのような時に、彼らのところに来て、
"これが道だ、神の師がいる "と伝えることができたら、喜びはないでしょうか。 

74 私が与える教えのすべてのページを、その目的を理解することなく埋めていることを認識しなさい。 

75 私は本であり、言葉であり、光である。真実を隠して私を否定できるのか？ 

76 あなたが心を聖域として整えたから、私はあなたを祝福する。あなた方の心である畑は、わが恵みの露を受けるた
めにその奥深くを開き、わが言葉の種を発芽させるのだ。 

77 私の食卓では、誰も他の人よりも良いサービスを受けたことがなく、優遇されたり辱められたりしたこともありま
せん。ある者は熱烈に、忍耐強く、信念を持って、ある者は冷たく、拒絶し、不定期に私を愛するのです。平和を求めるす
べての人が私の中にそれを見出すならば、キリストの言葉とその約束には永遠の命があり、この時代に私を見出した者は二
度と私から離れることはないことを理解するでしょう、なぜならこの時代に受肉した霊は経験と光である高度な発達に到達
しているのですから。 

78 私はあなた方を人類の中の松明として残します。あなたがたの働きによって、多くの人の心に信仰が芽生えること
でしょう。自分の行動、言葉、そして思考にさえも気をつけよう 

79 右手が何をしているか左手に知らせないこと。そうすれば、あなたの愛の種は豊かに実るでしょう。 

80 マスターの教えをどのように活かしてきたのですか？まだ、リニューアルしていないんですね。しかし、あなた方
が平和のために働くようになるために、わが正義があなた方の世界を苦しめることを待ってはならない。 

81 赦されていることをあらかじめ感じているからこそ、この赦しを悪用してはならないのです。 

82 過去の二つの時代（第一の時代と第二の時代）は、あなたの霊が忠実にその運命を全うすることなく過ぎ去りまし
た。今日、その前に新たな機会が訪れました。その功労により、地球は平和で溢れ、不幸と苦痛はそこから逃れられるでし
ょう。それは、あなたが兄弟たちの心にあなたの模範を印象づける機会であり、彼らが悪と悪から離れ、刷新によって魂と
身体の健康を回復するための機会なのです。 

83 本当にあなたがたに言う。もしあなたがたが，見張りもせず*祈りもしないで，今この時に自分の務めを果たそう
とするならば，地表が死体で覆われるのを見ることになるであろう。 

* この聖書の表現は、霊的な警戒だけでなく、何よりも他者や世界のために執り成し、その責任を感じることを意味しています。 

84 皆さん、人類に起こっていることに無関心でいるために、地球に送られたのではないことを理解してください。 

85 見て、祈って、今年があなたにとって快適さをもたらすと期待しないでください。苦悩と回復と反省の時期です。 

86 あなたがたは、私の贈り物から手を引いてはならない。そうすれば、地上の亡者のようになるからだ。 

87 各国の平和を祈る。私は良心を通して、人々 、これらの国々 を治める人々 に語りかけた。そして、彼らの心が手に
負えないこと、彼らの憎しみと野心をそこから追い出さないことを見たのである。 

88 あなたの信仰と、わが真理を証しする熱意を見守りなさい。あなたは私を愛しているので、あなたの兄弟が引き起
こす試練を心配しないでください。わが作品、わが教義、わが法は不滅であり、朽ちないからである。あなた方は私の弟子
であるために迫害を受けるので、このように言っているのです。悪意と虚偽があなたを追いかけるでしょう。しかし、だか
らこそ、カタコンベに隠れて祈り、私に仕えようとするのはいけないことなのです。そんな時代は終わったのです。 

89 私はあなたの精神を解放した。誰もその発展を止めることはできないだろう。 

90 この第三の時代における私の詳細な指示は、あなた方全員をより高い発展段階へと引き上げ、そこからあなた方の
唯一の神を見ることができるようにするものです。そのとき、あなたの魂には平安が訪れ、その平安は、約束の地を征服し
、永遠の食物で自らを養った後、天の父を愛し、天の父に愛される至福を経験するときに似ています。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 60 
1 私の食卓にきて、私の指示のパンを食べなさい。 

2 人々 よ、今こそ "言葉 "を聞くのだ。 

3 私に従おうというあなたの熱意が伝わってきます。大切な人に傷つけられて、心が引き裂かれるのは、あなたには
関係ないことだったのです。しかし、あなたの霊の衣はそのままに見える。人の悪意はそこに及ばないからだ。 

4 わが大義のためにあざけられ、傷つけられ、それでも柔和と愛をもって自分の十字架を背負う者は幸いである、彼
らは兄弟に変革の奇跡を経験するからである。 

5 私の話を聞いている人たち全員が信仰を持っているわけではありません。私は彼らの中に、身を隠し、真理の中に
偽りを見出そうとする新しいパリサイ人を発見する。 

6 私は、人間のあらゆる不完全さを超えたこの言葉の本質を発見するために、魂を高めることを教えるために来たの
だ。 

7 私があなたに与えるこの言葉から発せられる霊的エッセンスを、地球上のすべての民族に広めていきます。この教
えは、人類に多くの（精神的な）見方を反省させ、理解させるでしょう。 

8 引き裂かれた絆は統合され、民族の違いは精神化によって消滅する。唯一無二の真の神に対する礼拝は、ただひと
つとなるからです。 

9 こうしてあなた方は地上で一つの家族を形成し始め、私はあなた方に、すべてのわが子たちの霊的な道を照らす偉
大な無限の松明を残していくだろう。 

10 私の刺し傷は、今もなお、あなたのための救いと癒しのバームとなる水の流れを生み出しています。 

11 私はこの宣教を通じて、外国人がこの国にやってきて、私の言葉を聞くことができるように道を開いているのだ。 

12 第二の時代に「御子を知る者は父を知る」と言ったとすれば、今日、私は聖霊としてあなたがたに語りかけます。
私はキリストであり、私は父である。キリストにおいて語られた言葉は神の言葉であり、それは今日あなたが受け取るもの
と同じである。 

13 私がこの時代にもたらした霊化の教えを理解できるようになるために、象徴や寓話、たとえ話によって話をする必
要があったのです。 

14 しかし、あなたがたの神への礼拝から、あらゆる外面的な行為を取り除き、霊をもって私を求める時が来たのだ。 

15 私は、あなた方の体が入る物質的な家には来ないことを理解しなさい。私は、あなたの思いが私のために用意した
家にやってくる。 

16 今日もわたしのことばを喜びなさい。一九五〇年が来ても、わが霊はあなたから離れることはない、それはあなた
の中にも、すべての被造物の中にもあるからだ。しかし、あなたはもうこの形で私の声を聞くことはないでしょう。私が人
類に自らを知らせるために霊的に来たとき、あなた方はその後、私のもとに霊的に昇ることになる。 

17 あなたは主人の前に恐る恐る出てきて、私に尋ねます。"主よ、私たちの種はあなたの目にかなうでしょうか？"- 

これに対して、私はこう答える。もしあなたが愛をもって話し、病人にあわれみを示し、罪を赦したなら、あなたは父に喜
ばれたことになるのです。 

18 良い種を蒔けば、良い実を刈り取ることができる。もし、あなたがこの世で愛を蒔き、失望を刈り取るなら、信仰
を失わず、あなたの原因を私に委ねなさい。あなたが仕え、報酬を受けるのは私である。 

19 天国で刈り取るために、この世で種をまくことを教えました。 

20 地上に報酬を求めてはならない。また、わが国はこの世のものではないことを忘れてはならない。 

21 この時、自然の力が解き放たれ、わが選ばれし者たちを浄化し、わが言葉を宣べ伝えるために装備される。 

22 私の霊感は、私を求める者、私の弟子となるべき運命にある者を啓発する。エリヤの声は、霊魂を目覚めさせ、わ
が存在を告げる鐘のようなものである。 

23 私が提供する作品は、そこに入る者が救われる箱舟です。あなたがこのメッセージの最後を受け取るころには、元
素が解き放たれ、人を襲うでしょうから。あなたも試され、そして、あなたが私に置いた信仰と信頼を知ることになるので
す。あなたは探られ、無知からあなたを酷評してきた多くの兄弟たちが、私の教えを知るようになれば、あなたに加わるで
しょう。この間、人間だけでなく、霊の谷に住む霊魂も私の教えを受け、より高いレベルに引き上げられるでしょう。 

24 愛する弟子たちよ、熱意をもって私の仕事を見守り、私の指示に従えば、彼らとともに私の証人になることができ
るのだ。あなたの愛に満ちた母であるマリアもまた、あなたのもとに降りてきて恵みで満たし、完全な愛を教え、あなたの
心を慈悲の泉に変え、あなたが兄弟の間で愛の大業を行い、真理を知ることができるようにするのである。彼女はわが協力
者であり、主人として、裁判官としてのわがことばのほかに、母として、擁護者としての彼女のことばがある。人々 よ、彼
女を愛し、彼女の名を呼び起こせ。マリアは、この試練の日々 だけでなく、永遠にあなたがたを見守り、寄り添ってくださ
るのです。 
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25 私は、私の民に手渡したこれらの愛の表現に責任を持たせる。私から学んだ者は皆、「最後の」私の真理を準備し
、教えなさい。 

26 わが神聖な言葉を求めて飢え渇く多くの人々 があなたのもとにやってきて、わが指示によって知識への欲求を満た
すだろう。私はあの世からあなた方を見守り、あなた方が兄弟のためにする良い行いはすべて祝福され、その実りは倍加さ
れる。一方、わが律法のあらゆる違反や歪曲は、わが完全なる正義によって裁かれ、罰せられることになる。 

27 狂信的にならずに信じて行動する。立ち上がって、信条や教義にとらわれず、すべての同胞を指導できるレベルに
身を置け。神への礼拝が後手後手であるとか、不完全であるとかいう理由で、困っている人に善を行うことをためらっては
ならない。むしろ、あなたの無私の働きで彼の心を掴みましょう。集団に閉じこもり、活動範囲を狭めないこと。あらゆる
霊魂の光となり、あらゆる苦難のなかにあるバームとなりなさい。 

28 あなたは、木陰で休んでから道を進む旅人のようなものです。渇きに悩まされるとき、このわが教えには、澄みき
った水の泉がある。体力が尽きたら-

休む。もし、あなたの心が悲しみに包まれても、待てば、人生の荒波を忘れさせてくれるナイチンゲールの歌を聴くことが
できるだろう。でも、お腹が空いたら、木になった熟した実を割って食べなさい。 

29 私の教えを理解するために、主人は簡単なたとえ話をしているのだ。 

30 また、明日、人々 が私から聞いたことについて尋ねるとき、黙っていることを望みません。私があなたたちから距
離を置いたために、あなたたちが1950年以降、絶望して私を非難することは、私の意志ではない。 

31 私は、あなたがたにわが言葉を与え、わが神聖な言葉を一音一音伝えることを教えるために、いかに優しさと不変
性をもってやってきたかを認識しなさい。 

32 弟子たちよ、私はあなたがたに、自分の作品や言葉を完璧にすることを求めてはいない。しかし、私はあなた方に
、あなた方ができるすべての純粋さ、親切さ、誠実さを求めています。 

33 私の性質を心に刻んでおけば、あなたが話すとき、あなたの言葉はそれに染まり、兄弟の心を動かすことでしょう
。もし、あなたの言葉にこの性質がなければ、あなたは信じてもらえず、砂漠で一人説教をすることになり、その言葉は風
に流され、何も蒔かなかったことになるのです。このような労働をする者が、その日の仕事をする上で、どのような動機付
けをされるのでしょうか。彼は落胆に沈むしかないだろう。 

34 今でも、私はあなた方に、闘争のための力と勇気を充填しなければならないと言っている。あなたの心の弱さや苦
悩を、いつも誰かが慰めてくれると期待してはいけないからです。 

35 しかし、もしあなたが今日すでに自分自身を準備する方法を知っているなら、あなたは決して見捨てられたとは思
わないし、もはや私の言葉を聞かないが、私があなたとともにいないと感じることはないだろう。もしあなたが私を求め、
私を愛するなら、あなたはどこにいても、必要な瞬間に私の存在を感じることができるのです。 

36 そうすれば、あなたは私の中に父、師、そして友を見いだすことができるでしょう。 

37 私の慈悲は、たとえ「らい病にかかった」人が来ても、それを求めた人に拒んだことはない。わたしは、わたしの
食卓からパンを取ることを誰にも禁じたことはない。 

38 あなたがたの唇からわが言葉が出るからである。 

39 戦争が残した苦しみの跡を見よ。しかし、人々 は精神の惰性から目を覚まそうとしない。しかし、やがて人類を揺
るがし、方向転換させるような出来事が世界に起こるだろう。 

40 自然の力が正義を呼び、それが解き放たれると、地表の一部が消えて海になり、海が消えて代わりに陸地が現れる
のです。 

41 火山が噴火して審判の時を告げ、すべての自然が激しくかき混ぜられ、揺り動かされるのです。三位一体・マリア
主義の霊的な教えが心の中に広まるのにふさわしい時となるように、良い弟子のように振る舞うことができるように祈って
ください。 

42 喜びでいっぱいのあなたたちは、今日、私のもとに来て「ホサナ」を歌う。それは、あなたたちが三つの時代にお
いて私の声と私の言葉を聞き、私が三つの時代において人類にご自身を明らかにした唯一の神であることを認めるからであ
る。 

43 あなたは、私の三位一体に何の謎もないと思っているようですが、真実は何もないのです。私は、3つの時代にご
自分を現された一人の神です。自分の見解や科学を掘り下げると混乱するのは人間です。 

44 教本は目の前に開かれているが、教訓を選ぶのは主人である。そうすれば、あなた方は、私の話を聞くときに用い
る愛と信仰と意志によって、初心者から弟子へと変化していくのを感じることができます。 

45 ある者は、わたしの声を聞き、わたしの現存を信じるが、わたしを理解しない。他の者たちは、わが啓示の偉大さ
を悟りながらも、自らを新たにし、その使命を果たすために立ち上がることはなかった。さらに他の人々 は、私の教えを人
の々間に広めたいと願っているが、彼らは人間性を恐れ、自分の唇が沈黙していると感じているのだ。また、"先生、この
世の楽しみを味わわせてください。それに飽きたら、あなたのところに行きます "と言った者たちもいる。- 
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あなたがた無知な者よ，自分の人生の最後の日を知らないことを考慮しないで，主に向かってこのように語るのは。しかし
、それが見えてくると、死という無敵の存在と闘うことになる。しかし、あなたの魂は肉から切り離され、その時、良心の
声を聞いて、善行もなく、空しく私の前にいること、そして、父に近づく機会を逸していることを告げるだろう。 

46 私は今、人の中から信仰と堅忍に満ちて私に従う者を選び、主の例に倣って全世界に法を広めるようにする。私は
誰も贔屓にしないが、君たちは全員選ばれる準備ができていないことは分かっているはずだ。 

47 人類の最初の時代から、私は、わが教えを理解し、自らを備える者を利用して、わがメッセージとわが法を、彼ら
の仲介によって他の人々 に伝えてきた。 

48 わたしがアブラハムに語ったとき、彼はわたしの言葉を聞き、信仰によってその主を見た。その声は家長に言った
。「私は、あなたが地上で正しいことを知り、あなたと契約を結ぶ。あなたがたから多くの世代を生み出させ、わたしを知
り、わたしを愛する民を形成し、彼らによって、地上のすべての国々 は祝福されるであろう。"というのが、わが遺言であ
る。 

49 わたしはアブラハムにイサクと名づけ、心から愛する息子を与えた。そして、彼の信仰と従順を試すために、彼を
犠牲にすることを要求した。アブラハムは肉体と魂の中で震えましたが、それが神の命令であることを認識し、祈りの中で
その最高の任務を遂行する力を求め、息子の犠牲のために身を備えました。 

50 そして、アブラハムの腕が突き立てようとしたとき、私はその手を抑え、愛する子の命を彼に回復させ、私の平和
の口づけを与えたのです。だから、私は彼を選んだ。彼の模範が、彼の時代と後の時代の人々 のために書き記されるように
。 

51 その後，エホバは，イエスにおいて人となられた御言葉をあなたがたに送られましたが，そのイエスはあなたがた
の試練にさらされ，信じることができるようにと，その命をわたしから要求されたのです。そして、あなたには理解できな
い私の無限の愛が、彼をおとなしい子羊のようにあなたがたに引き渡したので、彼の血を受け入れることによって、あなた
がたは永遠の命によみがえることができるのです。今、あなた方は、罪人であるあなた方に対する私の愛をよく計ることが
できる。 

52 今日、私はあらためてあなたを求めます。しかし、私は石に律法を書き記すことはしないし、私の言葉を人間の中
に受肉させることもしない。わが聖霊は、私に霊感を受けた者の心を通して語り、その後、霊から霊へ、わが神性との交わ
りに直接入ることができるように、あなた方を準備させるためにやってくるのだ。 

53 この時代の門を開いたのはエリヤの霊であり、その中で私は、七つの封印の書、生命の書の6ページ目に含まれる
新しい教えを明らかにし、その光は世界の最後の隅々 まで照らし出すでしょう。 

54 あなたは霊的にアブラハムの家系に属し、私が家父長を通してあなたに与えたすべての予言と約束が、時代を超え
て成就した民に属しています。 

55 今、私はあなた方に新しい証を託す。それは箱舟のようなもので、人類はその中にあって自らを救うことができる
。 

56 働け、種を蒔け、ただし、わが掟の中でやれ。わたしがあなたがたに言ったとき私の意志はあなたのもの、あなた
の意志は私のもの、私はあなたにこれを繰り返すことができますが、常にあなたの意図が許可されたときだけです。あなた
方は神の懐から正しく純粋に現れたのだから、何一つ不当なものは出てこないはずだと考えなさい。祝福に満ちた大地を、
人が仮の住まいとして使えるようにと、あなたに与えたのです。 

57 もし、私がいつでも人に自分を知らせているのなら、なぜ、彼らは自分の手で私の像を作り、その中で私を崇拝す
る必要があるのだろう。 

58 人間、この時の償いは、泥の中に計り知れない価値のある宝石を探し求めることであった。どんなふうに？なぜな
ら、あなたがたは過去の時代に、あなたがたの住む地上の嗣業を失い、それを悪臭の池と化したからである。あなたはそれ
なしで私のプレゼンスに来た。そして、あなたが私のもとに戻ったとき、私にそれを差し出すことができるように、私はそ
れを求めてあなたを送らなければならなかった。この宝石は、美徳の総体である。良いことをすればするほど、それが与え
る光線は強くなる。 

59 私が痛みや苦難の時に教えに来たことを責めてはならない、私が痛みを作り出したのではない。 

60 私の良き働き手となりなさい。私はあなた方を地方に遣わしてこの教えを宣べ伝えさせよう。そして、無駄なこと
を教えたり、真の霊的信仰と迷信的な考えを混ぜたりしてはならないのです。もし、あなたが私の作品にそのような考えを
加えるなら、あなたは黙っている方がよっぽどましです。 

61 わが真理を語れば、わが霊感で報いる。この民とわが声の担い手の霊的覚醒に報い、わが言葉をより豊かに流させ
たように。 

62 私の神聖な存在をあなたの間で感じてください。この日、わが民を驚かそうとするのは、わが意志である。 

63 今日、私はあなたに尋ねます。私があなたに託した仕事を、あなたはどうしたのですか？あなたは私の教えをどう
したか、私のメッセージをあなたの兄弟にどう伝えたか。- 
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あなた方は私の質問に黙っている、人々 よ、これらの質問はまさにあなた方の良心によって既に出されていることを知って
いるからである。 

64 ご主人様に向かって幼子のような気持ちで、静かに泣くのです。私はあなた方を許し、もう一つの期間を与え、そ
の中であなた方が最終的に真の弟子となるようにします。 

65 あなたがたはよくご存知のように、あなたがたの指導に不足はなかったし、あなたがたの道を進むために、私はあ
なたがたに多くの奨励を与えてきたのです。確かに、わたしは裁き主としての自分を見せるが、その前に、わたしの父なる
愛を感じさせよう。 

66 人々 よ、もし私があなた方の刷新と向上のために諸国に平和を与えるとしたら、あなた方は喜んでこの条件を受け
入れ、それを実現するために努力するだろうか。- 弟子たちよ、私があなた方に言っていることをよく考えてみなさい。 

67 私が愛とやさしさに満ちて来たのは、あなた方が互いに愛し合うことを学び、謙虚になれるようにするためです。
私は手本であり、本である。キリストは道であり、真理であり、命であるからです。 

68 私は自分自身を知らせただけでなく、あなた方の最も愛する母であるマリアとあなた方の霊的な羊飼いであるエリ
ヤも知らせた。 

69 このみことばを聞いたあなたがたが、愛をもってこれを受け入れ、私が教えたとおりにこれを知らせるならば、ま
ことにあなたがたに言おう、あなたがたの種は七代目まで続くであろう。しかし、もしあなたが従順を示し、慈悲を持たな
いなら、その痛みはあなたの子供とその子孫に感じられるでしょう。 

70 君たちは共同体の懐で多くの努力をすることになるが、その功労を数えるためには、思想と意志を一致させ、兄弟
姉妹として互いに愛し合い、侮辱を許す覚悟が必要である。そうすれば、物質主義、自己愛、エゴイズムに縛られている鎖
を断ち切り、他人のために生き、苦しむようになるのです。 

71 エリヤはあなたと共にあり、その光はあなたの心の聖域を完成させるためにあなたを照らし、ちょうど彼があなた
の偶像を台座から押し出す勇気を与えたように。エリヤの光線は常に偶像崇拝、迷信、無知を根絶するためにやってきて、
人々 に真理の神の力を認識させた。 

72 皆さん、この苦難の時代に、マリアの平和のマントの下に避難し、マリアを聖母と認める人も認めない人も含めて
、すべての人のために祈りなさい。 

73 戦争が水面に浮かぶ油のように広がっていく様子をご覧ください。雑草は根こそぎ引き抜かれ、大地は新しくきれ
いになる。 

74 あなたの国の平和のために見守り、祈りなさい。そして、あなたがたはまだ、わが言葉を聞くことができる時代に
いるのだから、わが言葉を心に留めておきなさい。しかし、まもなくこの時間は終わります。 

75 私は、この民衆の祈りを受け、天の女王に願いを捧げ、あなたに愛撫を与え、あなたの心に霊的な花を咲かせるの
です。 

76 わが足跡をたどる者は幸いである。あなた方は、私が完全な状態から送る私の声を聞いている。この声は、さまざ
まな形で宇宙全体に聞こえているのだ。 

77 創造主は遍在しているので、誰もその視線から隠れることはできない。あなたが行くところならどこへでもついて
いく、自分の影のように。いかなる考えもわが神性から逃れることはできず、わが身に隠された、あるいは知られなかった
仕事もない。私は、高い家に住む正義の魂と、精神の混乱によって闇の世界を作り出し、そこに住む人々 の両方と共にあり
ます。 

78 私はみんなと一緒です。ある者は待ち望まれ、ある者は迫害される者である。聖霊は今、あなたを覆っていた暗い
ベールを引き離し、すべての目がこの光の中でリフレッシュできるようにします。私は、「死者」を蘇らせるために探して
いる「永遠の命」である。 

79 祈りの中で霊的に成長し、時が過ぎず、すべてが平和で至福に満ちた永遠の入り口に到達し、そこで真の生命を満
足させるのだ。 

80 誰にとっても、永遠にその世界に入る瞬間は必ずやってくるのだと考えてください。それなのに、なぜこの世界で
生きることにこだわるのですか？あなたがこれほどまでに大地に執着し、あなたの身内であった人たちや、今この世界より
もっと良い霊界に住んでいる人たちに、大地の上で再会したいと願っているのを見ると、あなたの霊的生活に対する信仰と
希望は、いかに小さいものでしょうか。なぜ、涙の谷に新たに来て、泣きながら苦いパンを食べさせようとするのか、彼ら
の住むところから、すでに約束の地の反映を見ることができるのに。 

81 父なる神の正義が宇宙全体に現れていると感じているのですね。しかし、私の正義を普通の意味での罰と混同して
はいけないと言うことです。時代と才能を放置してきたために、今の時代は準備不足であり、そのためにあなたは懲らしめ
られようとしている。 
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82 弟子たちよ、目を覚まして、自分たちが生きている時代を自覚しなさい。私の正義を止める者がいないように、私
の慈悲があなたがたのために開いたあの世への門も、誰も閉じることはできない。光と希望と知恵のメッセージが、それら
の世界の人々 に届くのを、誰も妨げることはできないでしょう。 

83 その王国の唯一の所有者は私であり、その鍵は私の教えの中にある。ですから、私があなた方、謙虚な霊能者に与
えたすべての恩寵を理解しなさい。この時代のどの信仰共同体や教派も、神の言葉の顕現や、わが意志によって遣わされた
光の霊的存在の存在を持っていないからです。 

84 大宗派や宗派がこの教えを見誤り、この顕現を拒否し、あなたを非難するように。その理由は、キリストが御霊の
すべての秘密の鍵を持っていることを忘れているか、理解しようとしないからである。これで、私に従うと言う者のうち、
実際には私を迫害する者がいかに多いかが分かるだろう。しかし、わが言葉は実現しなければならない。 

85 これは、キリストが「雲に乗って」威厳に満ち、光の霊的存在に囲まれて、人々 を解放し救済するためにこの世に
現れる第三の時である。わたしはすべての者に、わたしの存在のしるしを与え、すべての戸をたたいた。しかし、彼らは私
の足音を聞いたにもかかわらず、私を否定した。神の民の種をその霊に宿す謙虚な者であるあなた方だけが、私を信じ、私
を感じ、私を心に受け止めたのです。 

86 真理は光であり、無敵の剣であるからだ。 

87 今日、あなた方は、私がこの時期に来たのは、世の中の宝をあなた方に浴びせるためではないことを知っています
。それにもかかわらず、あなた方は、失われた健康を取り戻し、仕事の門が開かれ、あるいは、私があなた方に与えたのと
同じだけの形で、私の顕現を受け、私の思いやりのある愛をはっきりと経験し、あなた方の間に私が存在していることのさ
らなる証明となったのです。 

88 あなた方すべてに、私は霊的にも物質的にも、わが存在の証拠を示すだろう。 

89 世界の宗教と宗派：門を開き、流れに乗って私のもとに来なさい力のある者たちよ、立ち上がり、わが業を試せ。
男たちよ、女たちよ、我を求めよ、汝らを憐れめよ。もし、この民があなたを受け入れる準備ができていなくても、私はあ
なたを受け入れ、あなたを癒し、私の言葉のパンを与えよう。 

90 人類よ、祈れ。汝を待ち望み、三度目の正直の謎を解き明かすのだ。 

91 世の中に至福の時を期待しているのでしょうか？この地球が、乳と蜜を与える代わりに、人間の意志によって涙と
死を与えていることをよくご存じでしょう。 

92 覚悟を決めろ。愛をこめて神を崇めれば、その手が偶像崇拝を破壊する。 

93 人々 よ、戦いが近づき、敵が近づいてくるから見ていなさい。一度目のファラオでも、二度目のシーザーでもない
。あなたを再び束縛に導こうとするもの-あなたの発展と知識の光を恐れて-

は、あなたを包み込み脅かす万古の闇となるのです。そのために、私はあなた方に光の剣を与えて戦わせている。この光の
中に、信仰、知恵、慈愛が生まれるのです。 

94 赦しは、わが正義の前に最も栄える美徳のひとつであろう。もう一度言います。"互いに愛し合う "ことです。 

95 私の愛は、すべての人とすべての世界をひとつに融合させるだろう。私の前に、人種、言語、部族の違いは消え、
魂の発達に存在する違いさえも消えるだろう。 

96 それは最も愛に満ちた母マリアであり、その愛の中で霊魂は自らを洗い清め、主の前に出ることができるのです。 

97 アダムの不従順、カインの罪、バビロンの混乱が今なお人類に重くのしかかっているとしても、私はあなた方がそ
れらの汚れから解放される機会を与えるだろう。 

98 この清らかな泉で渇きを癒し、すべての汚れを洗い流してください。しかし、春を見守りなさい。偽りの霊的な教
えであなた方を惑わそうとする人々 が現れ、自分たちは神とマリアを愛していると言い出すからです。油断は禁物です。彼
らはこれによって、あなたがたを（主の）ハードルから引き離そうとするのですから。私の教えと人間の教えを混同する者
が現れるだろう。元気よく生きよう!私があなた方を裁きにかける時は、すでに近づいているのだから。そのとき、わが現
存は嵐の中の雷のようになり、わが光は東で発生し西で消える稲妻のようになるのだ。そのとき、わたしは、わたしに印を
つけられた14万4千人を、わたしの正義の前に収穫物を引き渡すために召集する。ある者は物質で、ある者は精神でとなる
。 

99 1866年に私に従った者たちも、この審判に立ち会い、最初の種に答えることができるようにします。平和が訪れ
る前に、裁きがある。強者が強者に対して立ち上がるのを見るだろうが、こうした戦いの中で彼らの強さと傲慢さは磨り減
っていくだろう。その時、地球は罪人や罪のない人々 の血に包まれるでしょう。しかし、それらの苦難が終わったとき、国
に々平和が訪れ、人々 は神を唯一の強者、正義の者として認めるようになるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 61 
1 私の神聖な光線があなたに降り注ぐとき、天使たちはあなたの魂と一体となって、父への祈りと崇拝を捧げます。 

2 わが正義の恐怖は、この試練の日々 に解き放たれる自然の力を体験し、この民の熱狂を高めた。なぜ、絶望するの
ですか？私はあなたがたに、祈ることと、信仰で武装することを教えなかったか。 

3 自然の力が、過去の予言の成就を見せてくれていると考えてください。もし、あなたがこれらの出来事を目撃し、
見る運命にあるのなら、あなたの父の意志に怯えてはならない。すべては、あなたを浄化するためにあるのです。 

4 あなた方ひとりひとりに、主の御言葉と模範によって彼らを導くために、多くの心を託します。しかし、もしあな
たが試練に弱くなるなら、私の指示について兄弟たちにどんな自信を持たせることができるでしょうか。- 

あなた方に従う人々 の中には、善行だけが彼らを動かし、私の教えに変えることに成功した石の心があります。 

5 目を覚まして、敏感になりなさい。曲がり角やどんな場所でも、私は困っている人をあなたのところに連れてくる
から、その人の必要を感じずに通り過ぎてはいけない。一生に一度しか会わない人も、あなたに託された大勢の人のもので
す。彼らは来世であなたを認識するでしょう。 

6 痛みの画像を興味本位で見るのはやめましょう。常に最も崇高な感情に駆られ、あなたの作品に真の慈愛が込めら
れ、兄弟に安らぎを与えることができるようにしなさい。病院を避け、らい病人、不具者、伝染病にかかった者を恐れては
ならない。牢屋を軽蔑したり、嫌悪したりせず、そこにいる人のために祈らずに通り過ぎないことです。倒れた人、人から
忘れられている人に愛を持って手を差し伸べてください。あなたは、彼らの魂にどれほどの恩恵をもたらすことでしょう。 

7 戦いのために心を鍛えよ私は弱い兵士を仲間にしたくない。あなたが兄弟たちの道にいることは、彼らにとって救
い、解放、健康、平和を意味します。 

8 やがて、わたしはあなたがたの間で、わたしのことばを完成させる。もし彼らが準備されていないなら、どうして
私の新しい顕現を証しすることができようか。 

9 第二の時代、わが言葉が幼いイエスを通して律法の教師たちに語りかけ、わが問いかけに彼らの唇を沈黙させ、わ
が答えで彼らを驚かせたとすれば、本当にあなた方に言おう、この時代にも、わが言葉は新しい律法の教師、神学者、学者
に届いて彼らを問い、彼らに答えるだろう、このためにあなた方は準備しなければならない。私はこの証を人類に伝えるた
めにあなた方を遣わす。もし人々 があなた方を信じないなら、私は彼らにこう言うだろう。"もしあなた方が貧しさと謙遜
のためにわが使徒を信じないなら、その奇跡のために彼らを信じなさい "とね。- 

わが弟子たちの働きは、自然界や国々 の生活において、人類にわが教えの真理を考えさせるようなしるしを伴っていること
だろう。 

10 マークされた者たちが、地上の一日の仕事を終えて、暗闇に包まれた霊的な谷に戻ることを望んでいないのです。
光と力と愛に満ちた彼らを、霊的存在として、道を平らにし、捕虜を解放し、無知と傲慢と悪徳に生きる人々 を目覚めさせ
る目に見えない軍隊として、地上に送り出したいのです。聖霊のしるしを受けたにもかかわらず、来世で光も功徳もないこ
とに気づいた人は、どうなるのでしょうか。主は彼らを光の軍団の中に送るのか、それとも新たに受肉させて彼らの不純物
を洗い流さねばならないのか。 

11 まことに、まことに、あなたがたは、この地上にどんな時代が待ち受けているかを知らず、またその時代に住みた
いとも思っていない。 

12 汝、罪を捨てよ。我が正義の剣は、悪を滅ぼすために容赦なくやってくる。私は救いのために戦う者を助け、人の
過ちのために泣く者をわが慈悲で助ける。そうです、皆さん、美徳や善良さを保つために監視する男性や女性、そして子供
が良い道から外れないように祈る親がいます。 

13 私はあなた方に、魂と肉体に有益なものは何も捨てず、有害なものはすべて、たとえそれがあなた方にとって有益
で快適なものに見えても、そこから自らを解放する、よく理解された懺悔を勧める--

たとえこの放棄が犠牲を意味したとしても。 

14 あなたが行くところには、愛と慈悲の痕跡を残し、通り過ぎる人が光を受け取れるようにしなさい。そうすれば、
真に師を手本とすることになる。あなた方が兄弟の心に残すことのできる最も深い傷跡のひとつは、受けた罪に対する寛容
さであると、私は真に告げたいのです。 

15 あなたの心は謙虚に開き、その主の前で罪を告白した。すべての罪が降りかかる私は、あなたの精神を静め、あな
たの心を希望で満たす平和の息として、私の許しを与える。あなたの魂は、自分自身を発見した追放の中で、これ以上何を
求めることができますか？ 

16 父は御国を語り、マリアはマントであなたを覆い、エリヤはあなたを見守る。与えられた恵みを尊重する。 

17 見よ、ここに真の生命の書がお前たちの目の前に開かれた。お前たちが暗闇の中を歩かないように。私はあなた方
に精神を授けたのだから、自然が教える以上のものをそれに知らせるのは最も自然であり、最も正しいことである。霊は、
わが被造物の中で無知なまま生きてはならない。霊は、それを取り巻くすべてのものよりも高い位置にあるからだ。 

18 私はあなたの愛だけでなく、あなたの理解も渇望しているのです。 
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19 人生の試練や苦難を精神的に高めて受け入れ、それがあなたの精神に役立つようにすること。本当にあなたがたに
告げますが、彼らを通してあなたがたは父の教えの多くをはっきりと理解するのです。 

20 自分の運命を受け入れ、今あるものに満足し、忍耐強くなることです。なぜ、あなたは時に冷静さを失い、絶望し
てしまうのでしょうか？自分の原点を忘れ、また、借金を忘れてしまうからです。 

21 あなたの魂がその償いを理解し、同意することを許せば、光があなたの内面を貫き、希望と強さと喜びで満たされ
るのを感じることでしょう。 

22 あなたが泣くのは私の意志ではないこと、あなたの目に涙が浮かぶのを見るのは私の喜びではないことを理解しな
さい。しかし、この世に純粋に生まれてきたあなたの魂が、この世の罪によって汚されたのを見たとき、私はそれを浄化さ
せ、私のもとに戻ってこれるようにしたのです。無知な者がわが正義を呪い、弱い者が倒れても、それらは赦される。しか
し、このみことばを聞いた者、この律法を受けた者は、信仰の光を消して混乱に陥らない限り、絶望することも、冒涜する
こともできないのだ。このように欠けるのであれば、私が与えたこの白いシーツを汚すようなものだ、あるいは、私が愛情
を込めて提供したパンをあなたから投げ捨てるようなものだと、あなたは思わないのですか。 

23 弱音を吐かず、再び病気にならず、私が教える才能を誰にも奪われないで、育ててください。私が与える指示と力
を使って、苦悩と苦しみを平和と愛に変えてください。もし、あなたの家庭の懐に不和があるとすれば、それはあなたが私
の愛の教えを実践できていないためです。 

24 私の話を聞いているうちは安心だが、会議室を出たとたん、いろいろと誘惑される。あなたを誘惑し、あなたを陥
れ、あなたが滅びることを気にかけるのは、私なのか。弟子たちよ、もし私が誘惑の存在を許したのなら、それをあなたが
たの試練としなさいあなたの仕事は、闇を光に変えるまで、信仰をもって彼らに対抗することです。わたしがあなたの道に
落ちこぼれを置くのは、あなたを陥れるためではなく、あなたがその人を救うためである。あなたは今、御霊の戦いの時代
に生きており、「互いに愛し合いなさい」という戒めを実行しなければならないことを知りながら、祈ってください。 

25 積極的に、寝ないでくださいそれとも、迫害で眠りこけるまで待ちますか？もう一度、偶像崇拝に陥りたいのです
か？外国の教義が力や恐怖によって押し付けられるまで待つのですか？目を覚ましていなさい。偽預言者が東方から現れ、
国々 を混乱させるでしょう。あなたの声が世界中に響き渡り、人類に警告を発することができるように、力を合わせてくだ
さい。 

26 あなた方の結合を助けるために、私はあなた方の間で様々 な形で自分自身を感じさせ、あなた方が生きている時代
を理解させる。しかし、わが現存を感じ、"主である "と言う者は、いかに少ないことか。- 

人間は霊的に眠っているのです。私の声を聞くあなた方は目覚めたのです。それでもまだ、他の人たちを目覚めさせようと
はしないのですね。 

27 これらの謙虚な出会いの場から、人類のための新しいメッセージが発せられ、そこから、彼らの刷新と精神的進歩
の証を口にする多くの人々 が出てくることでしょう。 

28 これらの祈りの家は、物質的にはどんなに貧しくても、その偉大さは精神的なものであった。あなたがたがわが言
葉を聞いた集会の場は、葉の茂った力強い木のようであり、その陰は癒しとなった。その存在が平和と自信を与え、その果
実があなたを養っているのです。集会所は、姦通者、子殺し、悪人、病人、隣人の血で手を染めた者、貧しい者、愛に飢え
た者に避難所を与えてきました。みんなから涙があふれ、祈りを捧げ、感謝の言葉が聞かれた。一歩一歩、この祈りの場所
で、涙と祈りによって自らを清めてきた人たちです。 

29 今、人類は大きな痛みの中で自らを清め、戦争は全世界にその影響力を伸ばし、弱い人間は後退しているのです。
今日、血の川が流れ、国家が国家に立ち上がり、母親までもが息子を戦争に突き進ませている。その後、疫病、飢餓、死と
いうすべての結果が現れる。この破壊から自由な場所はないだろう。珍しい病気が出てくるし、ハンセン病も蔓延するし、
失明もする。太陽は火のように燃え、肥沃だった畑は不毛になり、水は汚染されると感じられるでしょう。だから、あなた
がたは覚悟を決めなければならない。私の印だけでは救われないからだ。わが印の者でない者がどれだけ救われるか、わが
選ばれし者でない者がどれだけ救いの道を見出すか。見て、祈ってください 

30 まことに、あなたがたに告げます、あなたがたはこの地上において、人間の心の仲介によってわが言葉を聞くよう
に、他の世界においても、他の経路、他の手段によってではあるが、聞くことになるのです。しかし、そのような奇跡は、
スピリチュアルな生活に入ったときにしか体験できません。 

31 来世の生活を前にして、不安を感じなかった人はいないでしょう。この世で愛する人を失った人の中に、もう一度
会いたい、せめてどこにいるのか知りたいという思いを抱かない人はいないでしょう。このすべてを経験し、再び彼らに会
うことができるのです。しかし、あなたがこの地上を離れて、霊的な谷間で、あなたが見つけたいと思っている人たちがど
こにいるのか尋ねるとき、彼らはより高いレベルにいるので、あなたに見えないと言われないために、今功徳を身につけな
さい。昔、父の家にはたくさんの住まいがあると言ったことを忘れてはいけない。 

32 わが言葉のパンを食べて、あなたの心から悲しみと苦しみが抜け出し、永遠の命を垣間見ることができるように。
この安らぎを、あなたにも少し。 
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33 もう一度、私の声を聞いて、世の中の与える悪い思いを心から取り除いてください。そうすれば、私が明かす霊的
な教えに覚悟を決めて入ることができます。今、あなた方の精神が高揚しているこの瞬間、あなた方が心の奥底に自らを集
めようと努力しているとき、肉の情念があなた方の魂に映し出されているのです。あなたはいつ、精神の特質と美しさを、
あなたの身体に豊かに反映させることができるでしょうか？ 

34 私を感じることができるように、自らを清め、一歩一歩、物質化を捨てていきなさい。不健全な快楽、虚栄心、無
用な承認欲求に宿る偽りの偶像を捨てなさい。あなたを誘惑する情熱を支配し、キリストが砂漠で語ったように、彼らに語
りかけなさい。"あなたがたは主を誘惑してはならない、むしろ主を礼拝しなければならない "とね。 

35 また、神に捧げるものと天皇に捧げるものがあると教えたはずだが、君は天皇にすべてを捧げているようだね。毎
日、一瞬でも自分を吟味しなさい。やがて、あなたがたを裁くために呼ぶわたしの声が聞こえる時が来るでしょう。その時
、わたしを恐れるな。わたしは不正ではない、あなたがたを恐れよ。 

36 私があなた方の恩人であること、あなた方を愛し赦していることを地上で示したのに、霊的生活に入ったときに、
私が変わっていることに気付くと思いますか。 

37 私が熱心にあなたを探し、追い求め、あなたに話しかけ、あなたのいるところまで自分を下げるのは、あなたがこ
の世を去るとき、あなたが光のない無限の中に自分を見失い、私を探しても見つからず、私はあなたのすぐそばにいるのに
、あなたは私をとても遠くに感じ、私を聞くことも見ることもしないようにするためである。 

38 私の教えに耳を傾け、それを実践してください。大きな苦難、苦悩、苦渋の中に生きながら、泣く者のために、我
を忘れて祈り、国々 の平和を願うあなたがたは幸いである。このように行動する者は、完全な王国に通じる光の道を見つけ
、その裁きの時にその重荷は非常に軽くなるのです。 

39 私はあなたの霊に恩恵を与えているのです。そうすれば、何も持っていないから慈悲を実践できないと不平を言っ
ていた困窮者も、今日、自分が無尽蔵の霊的財産を持っていることに気づくでしょう。 

40 私は、私の神性に最もふさわしい手段、すなわち人間を通してあなたに語りかける。そして、本当にあなたに言う
が、このつながりは決して切れていない。私は「永遠の言葉」であり、愛する子供たちに常に語りかけ、これからも語りか
ける。 

41 この世界の闇が濃ければ濃いほど、人類が真の道を認識できるように、私が送る光はより強い。もしあなたがすで
に装備されていたなら、すべてのステップで、すべての場所で、すべての存在で、私の存在を感じたら、どんな至福を感じ
ることでしょう。あなたは、あなたの心で私を感じ、あなたの霊で私を聞き、私のすべての仕事の中で私を認識するでしょ
う、たとえ小さなものでも。今日、人類は叫ぶ：「わが神よ、人生の道はなんと暗いのでしょう！」第三の時代の神の使者
、エリヤがわが光で道を照らし、あなた方がわが血の痕跡をはっきりと見ることができることを見ずに。 

42 私の王国はあなたの王国に立ち向かい、私は世と戦うために自らを立ち上げたのだ。しかし、誰も狼狽してはなら
ない。わが剣は愛でできており、わが軍隊は平和と光で武装しているからだ。わが王国の敵は、愛の普遍的な力によって征
服されるだろう。しかし、これらの敵とは、わが子たちのことではなく、彼らの不完全さ、不従順、罪のことであり、私は
それらを消滅させるのである。 

43 憎しみと死という武器を使って、どのようにあなたを滅ぼせばいいのでしょうか？私は自分の子供たちを破壊する
存在になりうるのか？これは、神と一緒に考えられることなのでしょうか？見よ、王冠も杖もマントもないあなたがたの王
がここにいる。わが言葉を調べ、それによって私を裁くがよい。あなたがたに言っておくが、私の王国はこの時代、あなた
がたに近づいて、あなたがたの父と霊と霊との談話を教えるのだ。 

44 あなた方は、新しいエルサレム、つまり霊的なものであるために地上にない白く輝く都を見るために与えられる旅
人なのです。前へ進め、信念を貫け、苦難に満ちた道を通り抜け、私に会うことのできる大門に到達するのだ。そこで私は
あなたがたを迎え、わが栄光の力であるわが王国の輝きを示すであろう。そのために、私の愛の杖を授けよう。 

45 今日、あなたは魂を強くするためにわが言葉を求めますが、それは霊化の道を歩むのに好都合な時であることを知
っているからです。人は皆、心に刻まれた道を持ち、それを見つけようとするだけでいい。私の愛はすべての子供たちにそ
の力を示し、私の光は誰も暗闇の中に置き去りにしなかった。 

46 何千何万という人間が絶望と恐怖の中で生きている。しかし、その痛みが彼らを永遠の命の道へと導くので、あな
たが彼らが光に昇るのを見る時が来るのです。私の光は、神の霊感として人々 の上に降り注ぐ。しかし、そのとき人々 は疑
念を抱き、それが自分たちに語りかける主の声であると信じないのである。 

47 愛と真実と慈悲と健康と平和からなる私の種は、それを蒔きたいと思うすべての人のためにあるのです。 

48 人間の知性器官を通してわが言葉を聞くあなた方だけが、霊的なメッセージを受け取っているのではありません。
私の新しい弟子たちがどこにいるのか、インスピレーションを通して私の神聖な考えを受け取るために愛を持って準備し、
今がどんな時なのかを直感的に知っている人たちがいるのです。私はすべての人に、人間の脳を通してわが光や霊界の光を
受け取る恵みを与えてはいないことを知るがよい。ある人はある方法で、ある人は別の方法で装備してきました。しかし、
彼らは皆、一つである真理において同意し、精神化において、兄弟への愛と慈悲の業において、お互いを認め合うでしょう
。 
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49 人類は、奈落の底から救ってくれる新しいメシアの訪問を、せめて風の中で鳴る人の声のような神の声を聞きたい
と願っているのです。でも、少し観察したり、瞑想で魂を集めて感受性を高めるだけで、すでにすべてが自分に語りかけて
くるのがわかるはずです。石が話すなんてありえないと思われるかもしれませんが、石だけでなく、あなたを取り囲むすべ
てのものが、創造主のことをあなたに語りかけるのです。そうすれば、あなたは偉大さ、傲慢さ、物質主義の夢から目覚め
ることができるでしょう。 

50 これはひとつの時代の終わりであり、新しい時代の幕開けです。まだ夜の影が消えないのに、もう夜明けの光が見
えている。奇跡は目の前にあるのに、あなた方の心が固いために、まだ疑っていない。もし、あなたがまだ自分の罪を悔い
ていないのなら、どうやって内なる沈黙に入るのでしょうか？ 

51 あなたは、あなたを取り囲む邪悪なものや悪徳に慣れてしまっているのです。過失致死、汚職、姦通を当然のこと
として見ているのですね。あなたは美徳と戦い、兄弟の目に純粋に映るように悪徳を偽装しています。 

52 人類は、この暗闇から光への道を見出すことができる。しかし、このステップはゆっくりと行われます。もし、自
分たちが引き起こしたすべての悪を一瞬にして理解したとしたら、人間はどうなってしまうのだろう。ある者は正気を失い
、ある者は自ら命を絶つだろう。 

53 人々 よ、あなた方が霊の谷に入るまで待たずに、立ち上がり、あなた方の間でわが顕現の知らせを世界に伝えよ。
このメッセージは人々 の心に届き、これが彼らの精神化の始まりとなるであろう。 

54 人々 が新しく生まれ変わるとき、彼らは心に私の存在と私の愛を感じるでしょう。 

55 私の小さな子供たちよ、私があなたの心に近づく神聖な憧れを、あなたは想像できないでしょう。私はあなたと話
すため、私の食卓であなたに会うのを楽しむために来たのだ。あなた方はまだ、私のもとに上がってくることを学んでいな
いので、私はあなた方のもとに降りてくるのだ。私はあなたを愛して止みません、あなたを優しく見つめて飽きません。 

56 人間の通訳を通してわたしを聞くというこの形式は終わり、父が鐘を鳴らしてあなたがたを集会に呼び寄せ、この
み言葉を最後に聞かせる時が来るのです。 

57 1950年が近づいている。その年を過ぎると、もう私の声が聞こえなくなる。最後の鐘の音が消えても、この人た
ちに安息が訪れるとは思わないでください。それどころか、この瞬間が、これから行う闘いの、そして偉大な日の仕事の最
初の瞬間となるのだ。 

58 今日、あなた方は第二時代の私の弟子たちのように、師を取り囲んでその教えを聞き、その業を観察しているので
す。大勢に語りかけ、困窮者の間で不思議を行い、導き、矯正し、弁護したのは師であった。しかし、主は彼らに旅立ちを
告げ、自分たちが狼の中の羊のようにこの世に取り残されることを知った。 

59 彼らはその時間をどんなに恐れていたことだろう。そして、別れの瞬間が来たとき、彼らは地上に一人取り残され
た。しかし、主人は御国から彼らのそばに立ち、御霊はどんなときにも彼らを励まし、例外なくすべての約束を果たしてく
ださいました。 

60 このわが顕現の形が終わることを知っているあなたがたは、なぜ、その1950年を無関心に待っているのですか。
すでに疲れを感じているあなたが、なぜその時間を過ぎると、ようやく体を預けて眠れるようになると思うのでしょうか。
今日はまだ小さな子どもで、のちにマスターになることを忘れないでください。しかし、あなたの任務の遂行を恐れてはな
らない。私が弟子たちの間にいたとき、彼らもまた私の教えの初心者だったことを思い出してほしい。 

61 ある時、私の十二使徒の一人であるアンデレに言った。「あなたは私を信じるか」。"はい、ご主人様 

"と、彼は私に答えた。"私の名で病人を癒せると思うか？""はい、主よ、私はできると信じています"「エリコに続くあの
道を行けば、病人がいるはずだ。で癒してあげてください。 

私の名で、私に報告しなさい。" 

62 アンデレは旅に出て、途中でハンセン病の病人を見つけ、「私の師であり主であるキリストの名において、よくな
れ！」と言った。しかし、レパーは何の改善も感じられず、悲しげに彼を見つめるだけであった。アンデレは二度目、三度
目とわたしの名を語ったが、病人は快方に向かわなかった。- 

その弟子は深く悩んで、私のもとに戻り、柔和に言った。「先生、この病人は良くならず、ハンセン病から清くならなかっ
たのです。私のあなたへの信頼は十分ではありませんでした。しかし、あなたがすることは、私たちにはできないことだと
理解しました。それに、その人の病気は不治の病なんです。" 

63 そして、「アンデレ、わたしについてきなさい」と言って、病人のところに連れて行った。わたしはその病人に手
だけ触れて、「よくなりなさい」と言った。レパーはたちまちきれいになった。 

64 アンデレは恥ずかしく思いながらも、どうしてこんなことが起こるのかと私に尋ねた。私は、慈悲深い愛が奇跡を
起こすのだ、この力を疑い、らい病人に触れることに抵抗を感じたから実現できなかったのだ、と答えた。それなのに、私
の愛する弟子であるアンデレは、後にどれほど多くの病人を、その中でもどれほど多くのらい病人を癒したことでしょう。 

65 私の宣教のこの時期に、あなたがたは自分の賜物を発展させるのであり、もし誤れば私が訂正することを理解させ
るだろう。しかし、あなたの最良の実りは、わたしの言葉を聞いた後にやってくる。 

66 未完成のもの、やり残したものは、霊は地上に残さない。 
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67 私の言うことは、ごく少数の人にしか聞こえないが、すべての人の心に届く。第二の時代のわが言葉が全地上に広
がるとき、この時代の言葉は、私が以前に蒔いた種を肥やす雨のようになるであろう。 

68 あなた方は、わが法を人々 に知らせる唯一の手段であると考えないでください。しかし、あなたが自分の任務を遂
行することが必要なのです。あなたは私の神聖な計画の一部なのですから。誹謗中傷や屈辱は、あなたを脅かすものではあ
りません。あなたの主が地上を歩まれた様子を視覚化してください。私は道であり、真理であり、命であり、私は門である
。 

69 今こそ、あなたがたの作品を通して、わが教えを輝かせ、わが名を地上の最も隠れた隅々 にまで響かせるときであ
る。ある者は他の者の先駆者となり、ちょうどエリヤが時代を超えてわが先駆者であったように。 

70 私の道を歩むなら、疲れを感じることもなく、疲れ果てて私のもとに来ることもないだろう。私はこの道に光を注
いできた。この言葉は、声を持つ者を通してあなた方に与えるもので、あなた方がもう聞くことのない言葉である。明日、
わが良き弟子として連れて行かれるとき、あなたには正義がなされ、あなたの模範が後に続く者たちの励みとなるように、
あなたの歩みの跡をこの道に深く刻み込んでください。私は永遠にあなたを待っている。だから、私のもとに来るのに遅す
ぎるということはない。 

71 私の血で、あなたはすべての汚れを洗い流すだろう。私の血とは、愛以外の何ものでもないのだから。あなた方が
贖罪のために乾燥し荒涼とした砂漠を渡り、情念の落とし穴を避け、轟く海の波から救い出した後、完成への梯子の一番高
いところにいるあなた方を、私は私の懐で見ることになるのだ。苦しみが過ぎ、葛藤が過ぎ、やがて真の平和が宿る故郷に
たどり着く--人間の心が想像したこともないような幸福、無限の叡智の光が輝く故郷に。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 62 
1 愛する弟子たちよ、私が過去に告げたことはすべて今、実現することを確認しに来たのだ。同じように、私がこの

時代に人間の心の器官を通してあなたに予言したことが実現するのです。これが、最初にわが言葉を調べにきて、神聖なる
マスターが愛の教えを子供たちに与えていることが真実かどうかを確かめ、その後、この教えを直ちに人類にもたらすため
に（教えの）研究と調査に専念したこれらの大勢の人々 に信仰が蘇った理由である。 

2 あなたは情熱から浄化された心と精神にふさわしいものをすべて愛し始め、気づかないうちに、かつて世の中で熱
望していたものをすべて愛さなくなるのです。- 

このように、真理の霊は、無学で単純で罪深い被造物を通して御言葉を知らせるこの時代に、あなたがたに語りかけている
のです。あなたがたは、都市や村々 の片隅に、小さくて貧しい集会所を建て、そこに人々 が集まって、わが教えを熱心に聞
いているのです。 

3 かつて人々 は、村々 で、川のほとりで、そして広い田園地帯で、イエスが話すのを聞いた。しかし、その民は、私
を愛したからではなく、それまで主から受けていた教えよりも高い教えのメッセージをもたらした方を殺そうとしたため、
私を追い払おうとしなかったのです。 

4 今、キリストはあなたがたに、「私は新しいエルサレムへの門である」と言われました。光と聖なる都に入る者は
みな幸いである。彼らはそこから出ることもない。しかし、死に遭遇するからではなく、逆に、そこで永遠の命を見出すこ
とができる。 

5 あなた方の肉体が大地に下ろされ、その懐で大地と混じり合って肥沃になる間--

死後も力と生命を保ち続けるから--

、あなた方の存在の上にあるあなた方の霊は、大地にとどまるのではなく、魂とともに移動して、その深く賢い教えを魂が
研究する書として魂に姿を見せるのである。そこであなたの魂の目は真実に開かれ、一生かかっても理解できなかったこと
を、一瞬にして解釈する方法を知ることになるでしょう。そこでは、神の子であること、隣人の兄弟であることの意味を理
解することができます。を理解することができます。 

あなたは自分が持っているすべての価値を理解し、自分が犯した過ちや失った時間に対して後悔と自責の念を抱き、修正と
賠償という最も美しい決意があなたの中に生まれるでしょう。 

6 私がこの時期にあなたがたのところに来て、謎を明らかにし、無知を取り除き、あなたがたの父があなたがたに授
けてくださったすべての賜物を知ることができるように、詳細かつ完全な指示を与える必要があったのです。この知識がな
ければ、そしてこの発展がなければ、あなたは私に近づくことができず、常に不安の海をさまよっていたことでしょう。 

7 あなたが無知なために、持っている霊的な賜物や力を使うことができなかったのです。しかし、それがわが子たち
に自然発生的に現れたとき、その人を異常と断定したり、オカルト的で不自然な力をその人に課したりする人が常にそばに
いた。 

8 哀れな人類は-真の神を神として持っていながら-

神を知らず、理解もしていません。ちょうど宗教的狂信のために目の前に暗い包帯を巻いているために自分自身を認識でき
ないように-

その不純で不完全な神崇拝の結果として、常に精神の上昇と発展の障害になっています。しかし、魂の真の唯一の羊飼いで
ある私は、私の慈悲が彼らに意図した家へと彼らを導くことができる。 

9 そのため、『真の生命』の新しいページをお見せします。 

10 私はあなたから何も奪いません。それどころか、すべてをあなたに委ねます。まだ私が収穫に来る時ではないので
す。 

11 私はわが神聖な教えをもってあなた方に土地を耕すことを教え、あなた方がわが律法の研究と知識において進歩し
たならば、あなた方の愛と慈悲の業の証とともに、それをあなた方の兄弟たちに知らせなければならないのだ。私は永遠に
あなたの足跡をたどり、あなたの種を守ります。時が来れば、収穫を我に与えよ。 

12 あなたは試練の時を生きている。一日のうちで、何らかの試練にさらされない時間はない。この重荷のために、世
俗の人は神を冒涜し、驚いた弟子は自問する。「私は師の道を歩んでいるのに、なぜ試練の重荷を感じるのだろう？- 

しかし、マスターはあなたに答えます。私に従う者は十字架を負い、良心的に私に従い、私を見習えば見習うほど、その杯
は苦くなるのです。試練がなければ、あなたはどうなるのでしょう？いつ私のところに来てくれるの？ 

13 聖霊の祝福は、十字架の重荷を肩に負い、自分を害する者を赦す眼差し、苦しむ者を慰める言葉、自分の道を横切
るすべての人を祝福する手を持つ人のためにある。 

14 人生の苦しい道のりの中で、倒れても降伏して立ち上がることができ、使命の十字架を投げ捨てることなく、主と
ともに山頂に到達する人には、恵みがもたらされるのである。これらの人々 は、その生涯において主人に従ったことになり
、主人の王国で主人とともにいることになるからです。 
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15 キリストは神の化身だから、苦悩の中で痛みを感じることなく血を流し、死んでいったと思わないでください。本
当に、キリストの痛みは本物でした。後にも先にも、これほどの痛みはありません。それは彼の肉において、"わが神、わ
が神、なぜ私をお見捨てになったのですか！"と叫ぶほどの激しい痛みだったのです。 

16 苦しみの杯も手渡される。自分の力以上の試練が与えられることはないのだから、拒否してはいけない。 

17 私はあなたがたを私の光で目覚めさせ、同様に、このみことばの真理で教団を目覚めさせるのだ。 

18 私の慈悲深い愛は、この時、すべての霊を啓発し、疑問と不穏が彼らの中に勃発しました。嵐の中の漂流者のよう
な気分で、男も女も光を求めて立ち上がっているのです。 

19 生命の海で道に迷った科学者から、心の訓練を受けていない人々 まで、すべての人が新しい時代の到来を感じてい
ます。そのような人々 が、私を求めるとき、師があなたに何を教えたかを尋ねるために、どれほど多くの人々 があなたのと
ころにやってくることでしょう。すべての人がおとなしく来るわけではなく、ある人は信じるための証拠を要求し、ある人
はあなたを脅すでしょうこの時こそ覚悟を決めなければならない、主の前で功徳を積む機会である。 

20 私が教えたとおりに話すのだ。あなたの唇からは、人が使うような内容のない響きが出てはならない。謙虚でシン
プルで誠実な言葉だけがあなたの口から発せられ、そうすれば、その言葉を受け取る人の心全体を動かすことができるので
す。- 

あなた方も、私の心の隠された部屋で明るみに出るときを待っている秘密を、私があなた方に明かすにふさわしい存在にな
りなさい。わたしの中で自分を励まし、何事にもひるまないでください。 

人があなたがたの口を閉ざし、恐怖をまき散らしてわが民を沈黙させることは、わが意志ではない。 

21 あなたが耐えた試練を正しく評価し、これから来る試練を恐れないようにしなさい。あなたはファラオを征服し、
あなたが神であるかのように崇拝していた偶像を踏み越えたのです。あなた方は伝統を忘れ、宗教的な狂信を拒否して律法
を守ってきたのです。しかし、この闘いの中で、あなたの精神は鍛え上げられた。 

22 あなたの肉体を必要以上に重要視してはいけません。また、あなたの精神にのみ属する場所を奪ってはいけません
。 

23 肉体の殻は、精神が地上に現れるために必要な道具に過ぎないことを理解することです。 

24 その時、あなたは不思議な力があなたの行く手にすべてを与え、準備していることに驚くことでしょう。もしあな
たが私の教えの種をどんな心にも置くなら、あなたは同様に、-あなたがその心に来る前であっても-

その心はすでに注意深く、受容するようにできていたことを発見するでしょう。 

25 この時、田畑の不毛を前にして絶望してはならない。種をまいているうちに、表土の下に石ころしかないことに気
づいても、気を落とさないでください。自分たちの手で石と戦えそのためのツールをお渡ししています。信仰を持ちなさい
。そうすれば、あなたが必要とするところに、私は自分を知らせることを約束する。 

26 見よ、人はなぜそうするのかわからないまま、自分自身を整え、偉大で強力な集団に団結するものである。しかし
、彼らは私の第三の啓示を求め、彼らのもとに戻ると約束した彼を求めていることを、あなたは知っている。彼らは、今が
聖霊としてのわが再臨の時であることを確信する言葉を求めて、過去の聖書を探し回って光を得ようとします。 

27 主よ、もしあなたが存在するのなら、私たちの地上の世界に降りてこられたこともあるのに、なぜ私たちの間に姿
を現されないのでしょうか。なぜ今日は来てくれないのですか？今、私たちの神なき心は、あなたが私たちを助けに来るの
を妨げるほど大きいのでしょうか。あなたはいつも、失われた人、「盲人」、「らい病人」を求めてきた-

今、世界は彼らで溢れているのです。私たちはもはや、あなたの慈悲を呼び起こすことはできないのでしょうか。- 

あなたは使徒たちに、人々 のもとに戻ってくると言い、あなたが来るしるしを与えると言いましたが、今私たちはそれを見
ていると思います。なぜ、顔をお見せにならないのですか？ 

28 見よ、こうして人は、私が彼らの間にいることを感じずに、私を待ち望むのだ。わたしは彼らの目の前にいるが、
彼らはわたしを見ず、わたしが彼らに語りかけても、彼らはわたしの声を聞かず、ついに彼らが一瞬わたしを見たとき、彼
らはわたしを否定する。しかし、わたしはわたしを証しし続け、わたしに期待する者は期待し続ける。 

29 しかし、本当に、この時代におけるわが啓示のしるしは偉大であった。人の血が川に流され、地を潤すことさえ、
聖霊としてあなた方の間にわが存在が現れる時を示していた。 

30 すべては、神の中にあり、使徒・預言者ヨハネを通して人類にその存在が明らかにされた「七つの封印の書」に書
かれていた。なぜなら、地上にも天上にも、神の愛と生命と正義の深遠な謎を説明できる公正な霊は存在しなかったからで
す。しかし、キリストである神の子羊は、命の書を閉じていた封印を解き、その内容を子供たちに明らかにしたのです。そ
して今、エリヤは第三の時代の代表として、また人の間におけるわが顕現の先駆者として、この啓示を理解するためにあな
た方の心を整えるために送られたのである。聖霊の神殿の最初の石を据えたのは彼であり、あなた方が第六の封印の時代に
いることを明らかにし、これらの顕現を聞き、見る者はすべて、人類の前に証人となって、わが真理を伝え、わが顕現の現
実を彼らの業をもって証ししなければならないことを明らかにしたのです。 

31 この光が現れた最初の心は、わが恩寵によって準備されたものである。しかし、わが顕現にふさわしく、彼らは祈
り、信仰と敬愛と高揚のうちにとどまったのです。その中には、私の息子ロケと私のしもべダミアナがいました。ロケの中
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のエリヤとダミアナの中の神の言葉が、第三の時代の到来を人類に告げた声の担い手です。彼らの仲介で、私はイスラエル
の子らを呼び集め、各部族の選ばれた者たちに印をつけるようになった。 

32 それ以来、わが子たちの中には、この光を消そうとする者が出てきた。しかし、まことにあなたがたに告げます。
第六の燭台の光は神から出るので、誰もこれを行うことができません。むしろ、この光と戦おうとする者たちが、その炎を
燃え上がらせているのです。 

33 だから、私の教えを勉強して、これらの予言がどの宗教団体の胸中でも実現し得たかどうか教えてほしい。 

34 私は愛と命のことばで、あなたがたに完全な神への礼拝を教え、あなたがたは父との新しい結合を知るようになり
、霊と霊との完全な結合の準備をするようになりました。 

35 霊の持つ能力があなた方に明らかにされ、あなた方は相続財産を持っていながら、それを知らなかったことを理解
した。私の慈悲だけが成し遂げることのできる、あなたの人生の道における恩恵-

あなたの肉体的健康にも、あなたの道徳にも-を与えることによって、私の存在を確信させたのです。 

36 今日、わたしは子供たち一人ひとりの供え物と願いを受け取る。 

37 心と体の疲れを振り払い、まだまだ歩かなければならない、働かなければならないのだから。苦難の時は、わが来
訪の時と重なり、あなた方は見捨てられない。人生の苦しみに対抗して、わが教えを実践する者たちは、どんな喜びを味わ
うことだろう。 

38 この時、あなた方の心は他者への愛に鼓動することを学び、あなた方が神にある兄弟であることを真実に知ること
になるからです。愛する者の手は強く、倒れた者を引き上げてくれる。わが慈悲に触れた岩は、無尽蔵に水を湧き出させる
。 

39 今日もこの民の子らの唇は閉ざされたままで、ラビであるキリストが帰ってきたと世に宣べ伝えることはない。し
かし、あなたの間抜けさはこれ以上続かないはずです。さもなければ、明日、あなたは自分の不従順さに泣くことになるで
しょう。 

40 あなた方の作品は、後世に種として残り、あなた方が苦難の道を歩むのは、自らを清め、私があなた方に与えた贈
り物を理解するためであると、本当に信じています。多くの人が、清めの水で体を洗わなければならなかったのです。声を
伝える者の心、人々 を導かなければならない者の心、病人を癒す者の手、あの世に入り預言しなければならない者の霊視が
浄化されたのです。 

41 苦しみ、苦汁の杯、そして人生の試練があなたを鍛え、迫り来る戦いに耐えてきたのです。本当に申し上げますが
、あなたの信仰、あなたの霊性、あなたの忍耐は人類によって試されます。これは、今、私の話を聞いている人たちだけで
なく、この顕現の時以降も、立ち上がって自分の十字架を背負って私についてくるすべての人たちに対して言うのである。 

42 あなたがたは、柔和と憐れみと謙遜とを身にまとい、わが弟子と認められるようにしなさい。もしあなた方が本当
にイエスの弟子だと思うなら、ファリサイ派の人々 でさえ、あなた方を攻撃するために仮面に隠れて近づいてきたとき、あ
なた方の例のオオカミの前では優しい子羊になることでしょう。 

43 私の光であなたを救いたい。今日、自分はすでに救われていると言える人は一人もいない。本当にあなたがたに言
うが、この時代に正しい者の救いを差し出そうとしても、あなたがたは迷ってしまうだろう、正しい者を私に差し出すこと
はできないのだから。 

44 人類は、罪と悪の嵐の中で難破しているのです。人間も成長すると情欲に負けて魂を汚してしまうが、幼少の子供
でさえ、自分の乗っている船が転覆することを経験する。啓示に満ちたわが言葉は、この人類の中に巨大な灯台のように立
ち上がり、難破した人々 に真の航路を示し、信仰を失いかけていた人々 に希望を蘇らせるのである。 

45 すべての目は私を見る」と書かれています。霊的には、すべての人が私の真理を知るからです。盲人は光に目を開
き、エリヤが大群衆をわが面前に導くのを見るだろう。不信心な世界は、このような証言、驚きと証明に圧倒され、ある者
は聖書を証拠として掲げて私を否定するが、ある者は、私がわが預言者たちの口とイエスの口を通して告げた多くの預言の
成就の時を見るので、喜ぶだろう。 

46 教会の懐でわが来臨を待つ者たちは、わが顕現が数々 の出来事を通じて感じられたとしても、わが身をどのような
方法で、どこで知らせるのか、疑うことさえしない。東に発し西に消える稲妻のように、わたしの来訪があった。しかし、
わが霊の振動と反射は、あなたがたの間で人の言葉に変えられた。それは、人の心の扉を叩いた者が誰であるか、また、な
ぜそのしるしが与えられたかを、あなたがたに理解させるためである」。 

47 なぜなら、彼らは偏見やわが律法のねじれた解釈から自由であり、それゆえ、わが言葉を最も純粋に伝えるのに最
も適しているからである。この言葉は、たとえ無関心のベールを広げようと思っても、人類が熱く語り合うことになる。な
ぜなら、それは多くの謎と多くの誤りに光を当てる、この時代唯一のものになるからです。 

48 1950年以降、世界で行われているすべての教会儀式を、わが力とわが正義をもって苦しめ、その聖職者や牧師が
この目覚ましで目覚めないようなら、未成年の者を用いて彼らに語りかけると、本当にあなた方に言う。諸国がわが正義に
よって苦しめられたように、諸宗派もまた試練にさらされるのです。あらゆる冠、笏、称号、階層が裁かれる。 
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49 皆さん、私が愛情を込めてお届けした言葉や教えを、どこに保管しているのでしょうか。この言葉は、あなたの父
がこの時代にあなたを目覚めさせるための神聖な愛撫であったことを考えなさい。それとも、解き放たれた自然の力があな
たを眠りから覚ましてくれるのを待つのですか？ 

50 しかし、まだ、あなたがたの間には、刷新の意図がありません。それは、あなたがたの主人が、あなたがたを汚れ
の中から引き出して、その恵みを身にまとわせてくださった、すべての愛を理解することができなかったためです。 

51 あなた方は第三の時代の弟子である、という御霊の声が聞こえないのですか？その声を聞いて、自分を取り戻して
ください。あなたの師は、その苦しみ、その教え、その模範によって、すでに人の心に、あなたが従うべき掟を書き記した
のです。使徒たち、あの殉教者たちは、わが教義の種を育てるために戦ったのだ。この種から、あなたの魂に平和と幸福を
与える熟した果実を刈り取ることができるのです。 

52 あなたの神への愛、あなたの兄弟への慈悲、そして完璧を求める気持ちが、あなたをわが指導の実践に向かわせる
でしょう。わが正義の痛みも恐れも、おまえを労働に駆り立てるのに必要ではないはずだ。そうすれば、おまえの功績はわ
が目には真実でなくなる。 

53 水の洪水で荒廃した土地、戦争で破壊された国、生命を奪う疫病を見て初めて新しい時代に目覚めるのは、他の民
族に任せておけばいいのです。これらの民衆は、その科学において傲慢になり、その宗教の壮麗さによって眠らされ、この
目立たない形でのわが言葉を認識することもなく、霊におけるわが啓示を感じることもないだろう。ですから、まず大地が
揺さぶられなければなりません。そして、自然は人々 にこう言うのです。- 

人類が目覚め、目を開き、「来たのは私だ」と確認するためには、まず人間の権力と傲慢さを痛めつけなければならないの
です。しかし、あなた方の任務は、見守り、祈り、準備することです。 

54 ある人が心の中でこう言いました。「主よ、これほどまでに私たちを愛していながら、どうしてこのようにあなた
の正義を感じさせてくださるのでしょうか」。これに対して、私はこう答える。私の正義がこのようにあなたの行いに応え
なければ、あなたは取り返しのつかないことになります。もし私があなた方に苦痛を与え、また死を許したなら、苦痛は魂
を浄化し、死は魂を再生させるからである。苦しみと死の杯を、あなた方自身が造ったのに、どうして飲んではいけないの
ですか。あなたがたに言うが、肉体の痛みと死は、罪によって創造主を怒らせたことに対する後悔や悲しみのために魂が感
じるものよりも、恐ろしいものではないのだ。 

55 理解せずに聞いている。わが言葉を理解するための全責任を、霊魂だけに、あるいは地上の精神だけに委ねて、そ
れぞれが相応の役割を果たすことなく、放置してはならないのです。どちらかに責任があると判断するのは、良心に任せま
しょう。 

56 私が平和に満ちてあなたがたのところに来たことを体験するとき、あなたがたの兄弟のうち、ひとときの平和もな
い者のことを思って、憐憫の情に駆られないか。もし私が、あなた方の祈りと思いやりに包まれた思考によって、あなた方
の兄弟が光に目覚めることができると言ったら、あなた方の心に喜びを与えないだろうか。 

57 当時、父は子供たちを救うために来られた。現代では、父が教えてくれた愛によって、人々 が互いに救い合うこと
である。 

58 わが慈悲は、わが王国と地上との間に橋を架けてくれた。この橋はわたしの民であり、人々 はこれを通して約束の
地に到達するのだ。 

59 私はわが民の間にわが知恵を広め、マリアはあなたがたの心に愛を注いだ。あなたは、「神の慈しみ」から受け取
ったものをどのように使っていますか？私が霊で来るので、あなたは一瞬疑う。この形で私を感じなさい。本当に私が言う
ように、あなたは二度と人間として私を持つことはない。 

60 そしてその声は、道を見失い、世の人々 や快楽や財宝を追い求め、父がその子たち一人ひとりに定められた場所よ
りも良い場所を見つけようと考えている者たちに呼びかけを行った。これらの子供たちは、ぼろぼろの「衣」をまとい、う
んざりした心で、物質主義に酔いしれた跡を全身に残して、私のプレゼンスの中に入ってきたのです。- 

父があなたの衣について尋ねるとき、それは人間の尊厳のものであり、白くて純粋であることを理解しなさい、だからあな
たはいつもそれを私に差し出さなければならないのです。 

61 今、多くの人が私のもとに帰ってきています。これは、彼らが私を愛しているからでしょうか？いや、世界が彼ら
の要求するものを提供できない時代が来たからだ。そして、彼らは私の存在を思い出した。しかし、私は彼らを受け入れる
。今、私の声を聞いて、彼らは罪を悔い改め、彼らの心に父への愛が生まれるのです。わが言葉の光は、わが子供たちの中
で新しい夜明けのようになり、それが終わると、彼らの過去は夜のようになる。 

62 あなたの渇きを完全に癒し、あなたの言葉はすぐにあなたの兄弟の渇きを癒すことを忘れないでください。わたし
の言葉を聞き、このぶどう酒を飲んでも、なお渇きを覚えるなら、それはあなたの心がこの世の栄華を欲しているからだ。
わが最も忍耐強く愛に満ちた御言葉のみが、あなたの変容の奇跡を成し遂げることができ、そうすれば、あなたは真に自分
の道を踏みしめ、兄弟たちにわが指示をもたらすにふさわしい者となるだろう。だれかを辱めたり、わが慈悲を否定しては
ならない。だれかに好意を寄せてはならない。十字架上で流されたわが血は、もはや罪人の誰にも降りかからないと信じる
か。 



U 62 

43 

63 洗礼者ヨハネが天の国の到来を告げたとき、その予言はすべての人に向けられたものでした。その預言者であり、
キリストの先駆者が、今、あなた方の中にいるのです。彼は、私の光線が人間の理解器官を通して現れる前に来て、聖霊の
到来が非常に近いことを告げに来たのである。彼の告知、彼の預言は例外なくすべての人に向けられた。あなた方はこの時
代、彼をエリヤの名で知っている。この霊は、すべての時代に人とともにいたその預言者のものであり、彼は主の道を準備
する前触れである」。ですから、私はあなた方を歓迎します。私は罪を裁くことも、最も自分を汚した者をへりくだらせる
こともせずに来たのですから。これらの者は、私を最も熱心に愛する者の一人であろう。彼らの罪は多くあったが、すべて
赦されたからである。 

64 わが現存とわが言葉を示す「星」は、一般の人々 によってのみ「見られる」ものであった。王や科学者はその偉大
さに眠っていて、大空に神の光を発見することができず、東方の魔術師たちが救い主の到来を世界に告げた天空の光に到達
するためにすべてを捨てて旅立ったように、その光を追いかけることができなかった。もし、学者たちが私の光を求め、大
金持ちの人々 が私の教えを何か実践するならば、彼らは私の存在を心に感じることでしょう。 

65 かつて私は、金持ちの守銭奴が天の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方が簡単だと言った。今日、私は、そ
のような心が、自分勝手な考えから解放され、兄弟に対する積極的な慈愛を実践することによって、その魂が救いの狭い道
を通り抜けることができるようになることを伝えます。所有物や富から解放される必要はなく、利己主義から解放されるだ
けでよいのです。 

66 あなた方の中で、かつて地上の財産の持ち主でありながら、隣人の不幸や必要を忘れていた人がどれほどいたこと
でしょう。そして、魂の審判の時が来たとき、自分の罪の大きさと霊的な門の狭さを感じ、自分は通れないと悟ったのでし
ょう。 

67 今日、あなたが困っている人に分け与えるべきは、物質的な財宝ではありません。この時期のあなた方の豊かさは
、光と霊的な知識からなるもので、それゆえ、あなた方は霊的に豊かであると考えることができます。しかし、考えてみて
ください。もし、あなたの兄弟がこの世の富を否定し、それを持ち続けることが神の前に重大な違反であるとするなら、あ
なたがいくら与えても減ることのない恵みの霊的贈り物を否定することはどういうことでしょうか。このように利己的な態
度を示す豊かな精神の持ち主の正義は何であろうか。 

68 私は、あなたの仲介を通じて、人類に偉大な教えを与えるよう運命づけました。あなたがたに言うが、この民は偶
然にできたものではなく、また、一個の心も偶然に加えられたものでもない。精神と肉体をもって働きに出るべき14万4千
人は、光と経験と償いに満ちた開かれた書物のようになるであろう。 

だから、私は良心を通して彼らの魂に触れる。本当にあなたに言う。しかし、彼らは視線を父の上に向け、以後、成就
の道を歩むことになる。 

69 私はまだ、あなたの使命を考え、心を準備するための別の期間を与えています。この時代にあなた方を送り出すの
は、わが真理の証人となるためである。第六の封印が語られ、その光が広がり、その謎が解き明かされる。男も女も子供も
、わが言葉を聞くように呼びかけよ。1950年が来れば、わが声はもはやこの形では聞こえなくなるのだから。 

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 63 
1 裁き主であるわが言葉を聞くとき、なぜあなたの心は恐怖で震えるのか。ああ、あなたがたがいつも恐れているの

は、罰ではなく、わたしを傷つけ、あなたがたを汚したことに対する恥辱であったならいいのだが。あなたの魂にどれほど
の恩恵をもたらすことでしょう。 

2 私はあなた方に、この顕現においてわが臨在にふさわしい者となるように、わが慈悲の門を閉ざしてはならない、
と告げた。 

3 私は完璧であり、あなたには完璧を求めます。そうしてこそ、山頂にたどり着けるのです。そのために、私はあな
た方に時間と光と力を与える。 

4 人々 があの世に旅立った人々 の記憶に捧げ、誤って「死者の日」と呼ぶこの日に、私はそれらの存在が生きている
証拠を与えるためにあなたに連絡することを許可します。あなたが地上で霊的な使命を与えられているように、彼らもまた
、霊の谷で困難な使命を果たしているのだと教えてくれるでしょう。 

5 これらの存在のために泣くな、あなたの物質的な心配で彼らに負担をかけるな、彼らに対する尊敬を欠いてはなら
ない。そして、彼らの住む世界、彼らが見守る世界へと安らかに旅立たせてあげましょう。この聞くという猶予はすぐに過
ぎ去ります。その後、あなたは彼らの存在を心の中だけで感じることになるでしょう。 

6 地上の人々 だけでなく、他の世界に住む人々 ともあなたを結びつけるが、多くの国々 は戦争に巻き込まれているた
め、私の存在を感じていない。しかし、彼らは知らず知らずのうちに、人類にこれらの出来事が起こったときに私が戻って
くると告げた、第二時代の私の御言葉を実現しているのです。 

7 この言葉を熱意をもって、とことん突き詰めてください。もし、それが聞こえなくなったら、もし、これらの口が
定刻前に沈黙してしまったら、あなたがたはどうなるのでしょう。私はまだ、わが啓示のすべてをあなたがたに与えていな
いので、これから来る者たちにどのような指示を与えるのか。 

8 更新を辛抱し、見守り、祈り、学ぶ。好きなだけ私の話を聞きなさい、しかし、私の存在に慣れてはいけない。常
に父として、主人として私を求め、決して私の正義に挑戦してはならない。 

9 この小さな信仰によって、あなたは多くの奇跡を手に入れたのです。 

10 墓が開いてその中で動かない者を出すのではなく、霊界の門が開いて光と生命に満ちた者を通し、その命が続いて
いることを知らせるのです。 

11 もし、その中の一人がまだ人間的な傾向や地上のものに対する欲望を表しているならば、その人を憐れみ、あなた
の祈りによって光を与えてください。お互いに寄り添うことを忘れないでください。 

12 こうしてあなたは、魂に純粋さと完璧さが備わったときに到達する山の頂上へと続く道を一歩一歩進んでいくので
す。 

13 あなた方の主人はキリストであり、これらの人の唇を通して与えられたわが言葉があなた方を一つにしたこと、そ
してこの言葉が愛と知恵の書であることを理解しなさい。私は、あなたの魂のリフレッシュのために、毎回新しいレッスン
をしています。今日、あなたは私の話を聞いて喜びを感じ、明日、私の教えを実践するときに喜びを感じるでしょう。人は
この光を求めてやってくるのだから、あなたの言葉の中に、あなたの仕事の中に、あなたの生活の中に、この光を見出すこ
とが必要なのだ、と私は言ってきた。 

14 私は食卓を整え、あなた方を私の宴会に招待した。しかし、後に食卓を整えるのはあなた方であり、あなた方の兄
弟を迎え入れ、この兄弟愛と愛の宴を永遠に続けなければならない、と私は言っている。この第三の時、あなたの霊は、あ
なたの兄弟を教え、わが慈悲から受けたすべてを彼らと共有するために、その運命を全うすることになります。それは物質
的なものではありません-あなたにはそれがないので-あなた方が浴びるのは霊的なものです。 

あなたの美徳が信じられ、あなたの言葉が説得し改心させる力を持つためには、あなたは善の道を歩み続けなければな
りません。私の愛があなたを悪の道から取り除き、再生の道に置いたと感じたら、そこにしっかりと足を踏み入れて、あな
たが救われた場所に戻ってはなりません。そうすれば、あなたが刷新と矯正と善の忍耐を説くことに着手したとき、あなた
は容易に罪人の心を獲得し、感動させることができるでしょう。もしあなたが、兄弟の固い心に向かって言葉を発する時、
あなたの心と唇を清める方法を知っているなら、もしその時、あなたが自信を持ってあなたの思いを私に向けるなら、私は
あなたの仲介を通して語り、その心の最も隠れた繊維に御言葉で触れ、それによって私の存在を感じ取らせるだろう。 

15 精神的、肉体的に自らを変革しなければならないこと、先祖からの遺産である習慣や伝統の多くが、精神化のため
に生活から消えなければならないことを理解することです。 

16 この人類が奈落の底に落ちていくのを見よ。一方、あなたはまだ、自分の安息だけを求め、他人のことなど気にも
かけない深い眠りについたままだ。あなたがたは、もはや不必要なこと、有害なことに関心を持つべきではない、そうすれ
ば、この瞬間を慈悲の業に、兄弟の魂に私の愛の種を蒔くために、よりよく使うことができる、と私は再び言うのです。 

17 これは、わが預言者たちが見て告げた時であり、わがみことばであなたがたに予告した時である。その予言が今、
次々 と実現していることを知れ。私のロイヤル・ワードは決して後退することなく、矛盾することもなく、自己を否定する
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こともない。このような人間の口車に乗せられてでも、私は多くの予言をあなた方に与え、あなた方はそれが次々 と成就す
るのを見たのである。私がこのように言うのは、1950年が近づいており、それ以後、あなた方はもはや人間の知性器官を
通してわが言葉を聞くことができなくなるからである。 

18 私は、この偉大な日のためにあなた方が準備しなければならないことを納得させるために、愛に満ちた優しい言葉
であなた方に語りかけています。わが言葉が不変であることを信じ、この時に備える者は幸いである。このわが顕現の形が
終わることに狼狽することはない。 

19 私の声を聞きなさい、まだ数年はそれでリフレッシュできる。それは、天に響き、地に響く高貴な歌である。この
歌が、もはや私の声楽家の口から聞こえなくなったとき、私は、あなたが私と霊的に一体となったとき、あなたの心の奥底
で、今後、この歌を聞かせるだろう。本当に、この予言が現実になるのは、その時までのわずかな期間だけです。しかし、
私はまた、人間があなたがたの間で私の宣言を長引かせようとして、自分の意志を私の意志より優先させることはできない
だろうと言う。多くの者が同胞を欺こうとするから、用心しなさい。あなたがたは、盗みや姦淫や犯罪によって身を汚した
罪人たちを、わが面前に連れてくることを続けなければならない-

主の前で彼らを責めるためではなく、彼らが赦されて、その闇と汚れから解放されるために。 

20 あなたがたは、今持っているのと同じかそれ以上の信頼と信仰をもって、愛をもって、わたしの名によって、病人
に油を注ぎ続けなければならない。これこそ、私が受け取り、私の穀倉に蓄える種であろう。 

21 あなたの行いの中で、完璧だったと思うものはどれですか？あなたの良心は、今日まで一つもやっていないことを
告げている。 

22 完璧なものだけが私に届くことを忘れないでください。ですから、あなたの霊は完全な状態に達したときにのみ、
私の王国に入ることができます。あなたは経験なしに私から出てきた。しかし、あなたは自分の功績と美徳の衣で飾られ、
私のもとに戻ってこなければならないのだ*。 

* 

私たちの功績と美徳で飾らなければならない霊の衣は、私たちの魂です。なぜなら、霊は清められた魂の衣をまとってのみ、神の
心に帰ることができるからです。 

23 人々 よ、顔を上げて天を見よ。私が審判者として来ることを感じると、あなたがたは震え上がり、首をかしげるの
です。書いてあるように、私と人間との霊的対話の時が来たのだと理解してください。 

24 この民の声の担い手たち、私が人類に語りかける道具であるあなたたちは、あなたたちに告げるわが言葉を聞きな
さい：あなたたちは源であり、わが言葉は澄んだ水である。溢れさせながらも、その純粋さを保つ。 

25 この民に、わが指示を降ろし、わが真理を定着させるのだ。あなた方から、後にあらゆる人種の人々 の心に刻み込
まれるであろう、忠実な記録が生まれるのです。あなた方の中には、著作を束ね、秩序立てる弟子たちがいる。 

26 私の天国のコンサートは、預言者たちの予言とイエスの言葉が実現するように、地上に聞こえるようになるのです
。昔、ヨエルがあなたがたに語ったのは、イスラエルの子らが預言をし、幻や夢を見るようになり、わが霊がすべての肉体
に注がれるようになる時であった。あなたがたに言うが、今は予告された時である。 

27 ここに、わが霊があなたを通して現れ、霊界があなたの口を通して語っているのだ。ここには、視線で霊的なもの
を突き刺す老若男女や、夢の中でお告げや啓示を受ける人がいる。 

28 今こそ、わが霊の軍勢が世に近づき、わがもとに従う者を起こし、罪の毒草と雑草を滅ぼす時である。 

29 予知能力者たちよ、私を見よ。何らかの形を発見したいのに、それが見つからない。あなたは私の光の輝きだけを
見るのです。 

30 私は第六の封印の光によって、あなたがたを目覚めさせます。そこから御言葉の賜物が生まれ、そこからあなたの
心に聞こえ、あなたの霊を震わせるこの合奏が生まれるのだ。あなたの前にいるのは、第六の封印を解いて道を示してくれ
る子羊です。子羊はキリストであり、キリストは道であるからです。 

31 誰もが他人に割り当てられた場所を尊重し、自分自身にも敬意を払っています。 

32 祈れ、悔い改めよ！ - 

偽善者なら今すぐ誠実に、賢明でないなら今すぐ慎重に、暗闇に住んでいるなら光に昇れ、神の霊感がないなら私に聞け、
そうすれば光に満たされるであろう。あなたがたに語りかける方は、すべての被造物の起源であり源であり、あなたがたに
語りかける方です。イエスの愛の十字架を背負って、わたしのもとに来なさい。 

33 今日、わたしの来訪はあなたがたを驚かせました。誰かが無限に向かって、この顕現は真理なのかと質問を投げか
けたとき、私の教えの講話の中で、その人はすぐに賢明で愛に満ちた答えを受け取り、その心に光の炎を灯したのです。 

34 信仰を持つ者は、私の話を聞いて疲れを感じることはない。私が自分を知らせるとき、彼は毎回谷を越え、山を登
り、私の言葉を聞くことができる。 

35 渇きを癒す水と空腹を満たすパンの性質を知っている者は、それらを何物とも交換せず、何物もそれを見出すこと
を妨げない。神聖なマスターに耳を傾ける喜びを感じ、永遠のものに少しの間でも入り込む喜びを感じる者は、その瞬間に
この世の快楽を捨てても後悔はしないのだ。 
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36 弟子たちよ、正当な非難に満ちたわが言葉が、あなたがたに苦く感じられたことがあった。本当に言っておくが、
私が来たのは、あなた方が地上で苦しんでいる苦しみを増やすためではない。 

37 私の神聖な指示は、不確かな道、偽りの快楽、悪徳からあなた方を遠ざけたのです。それどころか、喜びを知り、
良いことをするのを楽しむようになったのです。 

38 なぜなら、あなたたちが新しい世代の前で、わが愛の教えの真理を証言し、あなたたちの兄弟の助言者となること
ができるように、あなたたちを守りたいからである。 

39 すべての人が、このとき、人間の知性という器官を通して、私が与えた御言葉を知るようになるわけではありませ
ん。なぜなら、彼らにとっては、まだ目覚めのときが来ていないのです。呼ばれることはあっても、選ばれることはない。
しかし、明日、彼らが私に従う準備ができたとき、もう一度呼ばれ、そのとき、彼らは必ず選民の一人に数えられるでしょ
う。 

40 自然のエレメントが鐘の音のように、眠っている人類を目覚めさせ、祈りと反省を呼び起こす。この声を理解でき
ない人は、スピリチュアルなメッセージに対して勘違いをしているか、耳が聞こえないのです。今日でも彼らは、これらの
出来事を単なる自然現象だと考えている。しかし、宗派の聖職者や科学者や権力者が恐る恐る自問する瞬間が来るだろう。
私たちのドアを叩いているのは、本当に主の正義なのだろうか。今、私たちの間に主が存在する時なのでしょうか？ 

41 人間の頑固さは偉大である。それでも彼は痛みに屈せず、彼を苦しめる私の正義に反抗しない。しかし、彼が首を
かしげれば、全人類が一つのハードルで結ばれてしまうのだ。 

42 あなたがたに言います。「良い知らせ」を伝えるために、何を待っているのですか？廃墟で予言するか？私はあな
たにすべてを話し、明らかにする。そうすれば、あなたの兄弟があなたに尋ねるあらゆる質問に、いつも賢い答えが得られ
るようになる。準備不足の人は恐怖でいっぱいになるような真剣な議論で攻められることを忘れないでください。 

43 あなた方一人一人がわが真理の生きた証となるように、わが言葉を記憶し、わが与えた偉大な奇跡を忘れてはなら
ない。そうすれば、あなたを探し出してわたしのことばをあさる者は、わたしが過去の時代にあなたに告げ、預言したこと
に何一つ矛盾がないことを知るであろう。戦いは大きく、私の弟子であった者たちが恐怖に満たされ、私の声を聞いたこと
がないと言って私を否定するほどである。わが戒めに忠実で、戦いに立ち向かう者は、私がマントで覆い、その下で身を守
り、どんな危機的状況も無傷で乗り切ろう。この種を悪く蒔く者、この仕事の純粋さを汚す者は、あらゆる時に裁かれ、人
から迫害され、落ち着きを失う。人はみな、自分の育てた木を、その実の味によって知ることができる。 

44 わが民の霊的闘争の時代には、学者や科学者を驚かせるような大きな奇跡と業が用意されているのだ。決してあな
たの力に任せたりはしない。人々 があなたを嘲るとき、狼狽してはならない。第二の時代には、群衆があなたの師を嘲った
ことを忘れてはならない。 

45 まだ多くの人が私の到着を待っているが、私の出発はすでに間近に迫っている。しかし、まことにあなたがたに言
うが、聖霊はこれから永遠にすべての心と霊を啓発するのであり、あなたがたはすでに時代の絶頂にいるのである。 

46 子供は純真さを、処女は香水を、母親は涙を、父親は十字架を、老人は疲れを、わたしは皆から贈り物を受ける。
しかし、私の愛はあなたの信仰を活気づけ、私はこのランプの炎が消えることがないように守っている。 

47 その間、私はあなたの肉体の目に映るように、人間として地上に降りてきたわけではありません。その時期は過ぎ
ました。今は、救われるための功徳を積まなければならない時期です。見えないところで私を求めれば、すぐに見つかる。
父として、主人として私を求めよ、そうすればあなたは私を手に入れることができる。私はいつもあなたに仕えてきたと真
実に告げるのに、私をしもべとして求めてはならない。私の奉仕には何の報いもありません。しかし、もしあなたが私の恩
恵に何らかの形で報いたいと望むなら、私はただ互いに愛し合いなさいと言うだけです。そうすれば、私の仕事は栄冠を得
ることができるからです。 

48 私はすべての創造物の主であるにもかかわらず、あなたがたの間に現れ、愛を求めることに驚かないでください。
私は柔和と謙遜の神である。私は自分の偉大さを自慢しない。むしろ、あなたの心に近づくために、私の完全さと素晴らし
さを隠しているのだ。もし、あなたが私の栄光のすべてを見ることができたなら、あなたは自分の罪のためにどれほど泣く
ことでしょう。 

49 見よ、ここに道がある。その道を歩めば救われる。まことに、あなたがたに告げますが、救いを得るためには、こ
の時代に私の声を聞く必要はないのです。私の神聖な愛の法則を生活の中で行使し、その創造主から発せられた愛を慈善活
動に変える人は誰でも救われるのです。彼は、その人生と作品において、わたしを証ししているのです。 

50 あなたは聖霊を聞きますが、キリストとして、あるいはエホバとしてあなたに語られた聖霊とは異なるものです。
同じ、唯一の存在でありながら、3つの時代でそれぞれ異なる形で姿を現しているのです。 

51 最初の時、あなたがたの神はシナイであなたがたに御自身を現わし、あなたがたに差し出した神の存在の属性は、
神の正義とその律法であった。第二の時代には、同じ神がキリストにおいてあなたに語りかけ、あなたが理解していなかっ
た神の存在の一面、すなわち愛を明らかにしたのです。そして、第三の時代である現在の時代において、わが聖霊は無限か
らあなた方に語りかけ、霊的なものからあなた方の霊と接触し、それによって、その存在のもう一つの質、全人類のための
光であるその知恵をあなた方に示しているのである。なぜ、何もないところに謎を見るのか？三位一体の謎が解けました。 
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52 何が私を動かし、あなたを創ったのか？- 

私の愛私があなたを創る前から、すでに私の中であなたを愛していたからです。主は、ご自分の子供となる人たちを愛して
おられましたが、同時に、その人たちから愛されていることを実感したいと思われたのです。子供たちのために、私は自然
、自然の力、世界や家庭を作り、あなたたちが物質的な生命に参加できるようにし、それによって完全性と上昇の進化の道
を歩み始めました。私は魂に物質的な体を与え、良心に導かれて感覚と能力を表現できるようにした。 

53 このように構成され、与えられた人間に対して、私は自由意志を与え、その内面にわが法とわが正義の葉を置き、
彼を発展の道のりの始まりに置いた。 

54 この内なる法則がなければ、人間は私を知り、理解し、愛することはなかっただろう。しかし、道を照らす烽火で
あり、善を勧める声である良心は、父なる神の啓示を理解させました。そして今、あなた方は、受肉した霊が自由にその姿
を現し、無用なものや物質に打ち勝つという現在に至っています。 

55 なぜ、3回も降りなければならなかったのでしょうか？なぜなら、あなた方は人生の困難な旅路に倒れ、私はあな
た方を大地の塵から救い出すために来なければならなかったからです。しかし、あなたが滅び、泣くとき、あなたは私に言
う。"父よ、なぜ私を罰するのですか？"なぜ、私があなたを罰したというのですか？あなたが神を冒涜している間にも、私
があなたを取り囲んでいる生命はあなたに恩恵を与え続けていることを忘れないでください。生きることを学べば、つまず
くことはない。これがわが律法の教えるところである。人の教えから平和や真の生命を期待してはならない。 

56 私の裁きは、すべての人に下る。時が来れば、私は「わが律法のしもべたち」と教義を形成する者たちに、「あな
たがたの収穫は何か」と問うだろう。そして、一方も他方も、私に虚栄心と敵意と人間に対する愛の欠如だけを示すでしょ
う。 

57 他のすべての者に先立って、わたしはわが律法の保持者を裁く。これは、わが子すべてに対する愛と知恵のわが遺
言であり、そこから人の救済が始まるからである」。災いなるかな、これらの教えを心の中に隠しておく者は、闇の巣窟と
なるであろう。 

58 装備して、私を理解せよ!聖霊の光を内に持つ者は、困っているすべての人に光を注いであげなさい。 

59 もし誰かが、私の言葉が自分を傷つけると感じたら、それは剣のようなものだからだ。しかし、それが打つ傷は愛
の傷である。明日になれば、わが言葉は常に公正であることを理解するだろう。 

60 私は家族の父親を呼び、彼らに問う。"人の父親たちよ、あなたがたは自分の子供たちに何をしたのか 

"と。哲学者、神学者、科学者を含む人類の教師を裁き、彼らが同胞の心に植えた種がどのようなものであったかを問うで
あろう。私が彼らに託した賜物をどのような大義名分のもとに使ったのか、私は彼らに問うことにしよう。 

61 わたしの前に、民族、国、王国の支配者が現れ、彼らが人間の運命をどのように導き、その民族に何をしたかを問
う。わたしは彼らに、その兄弟たちのパン、労働とその日の賃金の勘定を求める。もし彼らが、その民が飢えで滅びるのに
、心に貪欲と虚栄、手に富を差し出すだけなら、彼らの責任はどれほど大きいことか。 

62 医師も呼ばれるようになる。私が明らかにした健康の秘訣と、私が託した癒しのバームで、彼らが何をしたかを問
うことになる。私は彼らに、本当は異質な痛みを感じたことがあるのか、苦しむ人を愛で癒すために最も貧しいキャンプに
身を落としたことがあるのか、と問うでしょう。同胞の痛み、つまり必ずしも軽減する方法を知らなかった痛みで、華麗さ
、富、贅沢を手に入れた人々 は、私に何と答えるのだろうか。すべての人は心の中で問いかけ、良心に照らして私に答えな
ければならなくなる。 

63 もし私が、あなた方がイスラエルの一部であることを明らかにしたなら、私があなた方を他の人々 よりも愛してい
ると考えてはならない。あなたがたは皆、わが子なのだから、どうして他の者よりあなたがたを愛さなければならないのか
。 

64 あなたがたに言うが、もし人々 が自分の中の良心が思い起こさせる律法を堅く守っていたなら、あなたがたに指導
者や預言者を送る必要もなく、あなたがたの主が降りてこられる必要もなく、私は第一時代にも私の律法を石に刻まねばな
らず、第二時代には人間となって十字架で死なねばならなかったのだ。 

65 私が民を形成し、恵みの賜物を与えたのは、彼らが自分を高めて他を謙遜にするためではなく、真の神への服従の
模範となり、人間同士の兄弟愛の模範となるためであった。 

66 私はこの民を、地上におけるわが意志の道具として、またわが啓示の使者として選び、わが掟に生きるよう万人を
招き、こうして全人類はやがて主の一つの民を形成することになるのだ。 

67 この民は、選ばれた者でありながら、相続は自分のためだけのものだと信じ、その神は異邦人のための神でもあり
えず、他の民をよそ者とみなして、父が彼らに託したものを彼らに分け与えさせなかったので、多くの苦しみを味わった。
ただ、邪悪なものや物質主義に感染しないように、一時的に他の民族から切り離しただけなのです。しかし、それが利己主
義のために孤立し、偉大で強いと思っていたとき、私はその力と偉大さが欺瞞であることを証明し、他の国々 に侵略させ、
束縛に導くことを許したのです。王、ファラオ、シーザーがその主人であり、私は彼らの主人になることを申し出ていたが
。 
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父なる神は、その無限の愛のうちに、ご自分をあらためてご自分の民に現わし、彼らに自由を与え、その使命を思い起
こさせ、この時代には、わたしの愛の教えを与えるために来ている。 

68 私はあなた方の精神の前に自らを明らかにした。あなた方が奇跡と呼ぶ、自然を通して、物質的な顕現によってあ
なた方に語りかけた時は、とうに過ぎ去ったからだ。今日、あなたはすでに私をあなたの霊の中に、またあなたの心の奥底
に感じることができます。 

69 この時代、わが啓示を目撃したのはパレスチナではなく、私が求めるのは特定の場所ではなく、あなたの霊なのだ
から。私は、血によってではなく、「霊によるイスラエルの民」、すなわち、彼らが時代を超えて私の憐れみを受けてきた
霊の種を持つ民を求めているのである。 

70 準備せよ、人々 よ、時を生かせ、この時は軽いのだから。1950年が近づいているが、私の言葉を撤回するときに
、あなた方が孤児のように感じることを望まない。まことに、あなたがたに告げますが、その時、準備する者は、私を近く
に感じ、偉大な霊感を得、ただ祈るだけで病気を癒し、御言葉の賜物で驚かせるでしょう。 

71 あなた方はこの集会を守りなさい。私はこの集会の中で偉大な啓示を与えるであろう。霊的な視力の才能が開花し
、あなたの唇を通して、学者や科学者に語りかけるだろう。この予言は、わが言葉を記録する仕事をする者たちによって書
き留められるであろう。 

72 この言葉を聞いた男性、女性。あなたがたは、私があなたがたの間に来ることを信じるか。あなたは、人間の知性
という器官を通してのわが顕現を信じるか？ある者は、燃えるような信仰でこう答える：「はい、マスター、私はあなたの
存在を信じます」。他の人たちとは、その沈黙が答えとなり、宣言する。 

"誰が知ってる？" 

73 師はあなたに言った：私を調べるだけではいけない。自分の心の中に入って、そこから何が出てきたかを知る。そ
こから愛と真実の言葉が生まれたなら、あなたは満足することができ、それが人に慰めを与えたなら、あなたの泉から澄ん
だ水が湧き出たと言うことができるのです。- 

もし、あなた方の完成度が高ければ、わが顕現はあなた方の中に存在する理由はない。しかし、もしあなたの良心が多くの
欠点であなたを責めるなら、なぜ私が何のために来たのか尋ねるのですか？私はあなたの魂を探しに来たのです。この魂は
、私の父の愛によって示された道で自らを完成させ、浄化を達成し、すべての存在がその内面で切望している幸福を得ると
いう宿命を負っていることを知らなければなりません。私は、この目標に到達するために、彼女が功徳を積む方法を示すた
めに来たのだ。 

74 あなたがたに言うが、神の近くに住む正しい者の魂は、私が与えたからではなく、自分自身の行いによってその場
所を占める権利を得たのである。私はただ道を示し、その果てに大きな報酬を示しただけだ。 

75 主よ、あなたは道であり、それを照らす光であり、旅人の力です」と私に言う者は幸いである。あなたは、人生の
旅路に方向を示し、私たちを元気づける声であり、また、ゴールにたどり着いた者への報酬でもあります。 

76 魂の輪廻転生が真理であることを、わが言葉で告げたように、知るだけで十分である。すでにあなた方の心に光が
灯り、わが愛の正義をさらに賞賛するのである。これらの教えについて、各宗派の理論や解釈の違いを比較し、最も正義を
含み、最も理にかなったものを選びます。しかし、本当に申し上げますが、これは、この偉大な真理の内なる知識が目覚め
つつある今、最も霊を興奮させる啓示の一つなのです。 

77 もし人々 が、世界に真実を告げたことで再び私を非難するならば、そうすればよいのです。しかし、彼らが私を捕
らえ、逮捕しようと思っても、できないだろう。私は霊の中にいて、彼らにとっては触れることのできない、見えない存在
なのだから。 

78 このみことばの奇跡で、あなたは真のいのちによみがえったのです。あなたがたは、もはや無関心に生きることも
なく、また、わたしを聞かなかった者のように罪を犯すこともない。- 

私だけがこのように話すことができ、また話すことができるのです。 

79 第二の時代、私はわが使徒たちにわが新しい啓示を告げ、彼らがその時を示すしるしは何かと尋ねたので、私は次
と々そのしるしと、私が彼らに与えるであろう証拠を告げたのだ。前兆は最後まで現れ、今がイエスによって予告された時
であることを告げ、今、私はあなたに問う。もし、私があなた方に受けさせようとしているこの霊的な現れ*が真理でない
なら、なぜキリストは（信者が期待した形で）兆候が現れたにもかかわらず、現れなかったのでしょうか。それとも、誘惑
者はすべての創造物や自然の力をも支配して、あなたを惑わす力があると信じているのでしょうか？ 

* 主の言葉によれば、この顕現は、主の再臨の約束の成就を意味し、それは霊的なものです。 

80 私はかつて、あなたが偽預言者、偽キリスト、偽救世主の誘惑に屈しないようにと警告した。しかし、今日、私が
お話しするのは、転生した霊は、その発達と知識と経験のために、闇を光として提供することは容易でないほど目覚めてお
り、どんなに眩しい光を自由に使えるようになったということです。だから、あなたがたに言っておく。盲信してこの道に
身を投じる前に、好きなだけ調べてみなさい。この御言葉はすべての人のために与えられたものであり、私は特定の人のた
めだけに御言葉の一部を保存したことはないことを悟ること。この作品には、私があなた方に教えを秘密にしようとするよ
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うな本はありませんから、注意してください。しかし、私はその第二の時代に、わが使徒ヨハネの口を通してあなた方にこ
うも告げた。"だれでも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って食事を共にし、彼もまた私と食事を共に
する "と。同じように、処女のたとえを教えたのは、その時に思い出してもらうためです。 

81 主の道を整えるために先に来なければならなかったエリヤが、1866年に初めて人間の心を通して自分を知らしめ
たのである。あらゆる分野で発生し、その顕在化の時期と重なった兆候や事象を研究することに、少しは時間を割かないの
だろうか。また、星を研究する学者で、古くは魔術師と呼ばれた人たちが、天が神の呼びかけであるサインを与えたと証言
するだろう。 

82 幸運にも私の声を聞くことができたあなた方に、私はこう言います。私はあなたとともに食事をし、あなたは私と
ともに食事をした。稲妻の輝きを見、火光線の雷鳴を聞き、そして私はここにいる。 

83 見よ、第六の封印は解かれ、あなたがたの目の前に開かれる。誰が放ったのか？前の5つは誰が緩めたのですか？
モーセでもなく、エリヤでもなく、どの家父長でもない。それは私、メシア、みことば、犠牲の子羊であった。その知恵の
書は道であり命であり、私が道であり真理であり命であるとあなたに告げたからである。 

84 私はエリヤを遣わして、第六の封印がまもなく解かれることを世界に告げ、聖霊の光に溢れた彼は、第三の時代に
私が来ることの先駆者として人々 の前に降りてきたのである。あなたはすでに、エリヤがどのように自分を明らかにしたか
、師がどのように自分を明らかにしたか、師があなたにどれだけ与え、教えてくれたかを知っています。私は今、この教え
をその純粋さにおいて守り、刷新と霊化に向かうことだけを告げます。そうすれば、わが来臨が霊において信じられ、わが
言葉が敬意と愛を持って聞かれるようになるでしょう。 

85 常に真理を語れば、あなた方は聖霊の弟子として認められるでしょう。雪の結晶でさえ、わが言葉の純粋さを持ち
合わせてはいないのですから。山の雪に太陽が反射すると目が痛くなるが、神の光は霊を痛めず、目もくらまさない。 

86 聞け、わたしはキリスト、父の言葉である。私は、最初の時代から明らかにされていることを廃止するために来た
のではありません。私の律法は同じで、愛の律法です。形は変わっても、中身は変わらない。だから、人間の仲介でわが言
葉を聞くのだから、それを疑ってはいけないと言ったのである。 

87 見よ、これがあなたの目の前で新たに明らかにされた「道」だ。魂を高揚させ始め、内なる満足をもって、あなた
がたはわが弟子であると言いなさい。神様のお弟子さんとは？隣人を愛する者、許し、慈悲、無私の心というわが教えを実
践する者。 

88 小さな子供たちよ、あなたたちは皆、生前、わが摂理のマントの下にいるのだ。 

89 祈りの中で「父よ、御心のままに」と私に言い、試練に襲われると「主よ、なぜこのような形で私を訪れてくださ
るのですか」と叫ぶ者は、まだ弟子ではなく、ほとんど子供の弟子であり、その教訓を理解していないのである。もしあな
たがたが私の弟子になることを望むなら、地上におけるあなたがたの師であるイエスの生涯に目を向け、彼が幼少時から父
に従順であり、降伏していたことを認識しなさい。彼は父の意志を実行するためにこの世に生まれ、辱め、中傷、恩知らず
、軽蔑、苦痛、犠牲を経て、永遠が示した道から外れることなく、その道を歩んだのです。 

90 主の御前に出たとき、あなたは自分の生き方についてどう答えますか？昔は、それぞれが自分で答えを出さなけれ
ばならないと思っていたんですね。今、あなた方は、あなた方一人一人に依存している多くの魂があることを知り、それに
答えなければならないのです。ほら、これが人生における模範の重要性だ。明日、甘く楽しい果実の代わりに苦いものを刈
り取らなくてすむようにね。私があなた方に託した存在から、地上に精神主義を開花させるべき新しい世代が生まれること
を忘れてはならない。それらの祝福された世代は、人類に対する神の約束なのです。あなたには、彼らのために道と家を準
備し、霊性と愛の雰囲気の中で彼らを迎え入れる義務があるのです。 

91 到着したとき、彼らを認識することができるでしょうか？ 

それなら起きている必要はないのでは？世界はこの出来事を感知しているのでしょうか？- 

その前に、汝が戒めの声を上げて、皆が道に残した棘を取り除き、同様に不浄を取り除き、その子らが地上に来た時に傷つ
いたり汚したりしないようにしなければならない。 

92 あなたがたの胎内にわが神の種が芽吹くように、私はあなたがたの団結を求める。私の律法に違反したことを嘆き
、無駄になった時間を嘆きながら私のところに来ることを望んでいないのです。その時の涙は、何物にも代えがたい。 

93 私はこの時、あなた方が純粋で無垢な生き物であるかのように、愛によってあなた方を変容させるために話しかけ
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64 
1 愛する弟子たちよ、ここに私の教訓がある。それを理解し、私の神聖な指示を適用してください。私があなたに託

したこの種は、聖なるものです。それを育てなさい。それが、あなたが手に入れる果実にかかっていることを理解しなさい
。 

2 第二の時代には、「父の家には多くの住まいがある」、つまり「魂が進化を遂げることのできる多くの世界がある
」とお話ししました。功徳を積んで、精神的な光と平和が最も強く輝いている世界の高い場所に到達するようにします。こ
の人生のあと、あなたはどこへ行くのでしょう。- 私だけが知っている。- 

ですから、あなたがたは善い行いをすることによって、真の心の平安に達するまで、そこから昇ることができるレベルにま
で昇り、兄弟姉妹への愛のわざによって得た報酬を、あなたがたの霊が受け取るときを遅らせてはならないことを、私は告
げます。 

3 父から与えられた使命を果たせなかった者に待っているのは、罰ではないことがおわかりでしょう。あなたは自分
の仕事の結果だけを刈り取る。 

4 その審判の時間に私を見るのは、人間の想像力によって作られた法廷ではありません。魂が行く未知の世界で、最
も純粋で輝かしい光を見つけ、人生の真実と精神の進歩を求めてきた人々 を照らすでしょう。わが真理を求めなかった者た
ちは、贖罪の場所に来て、自分の魂を清らかにし、前進してわがもとに来るのだ。 

5 その時、良心の呵責はいかばかりであったろうか。誰も、あなたの精神と表裏一体の存在であるあの審判者の声を
黙らせることはできないからだ。あなたは、あなたの人生のすべての行動を理解し、どれも過度の厳しさと過度の慈悲で判
断されていると感じることはないでしょう。その時こそ、私が最初から使っている魂の道を照らすあの光が、強く輝き出す
のです。 

6 国から国へ互いに愛し合い、一つの兄弟愛に団結し、明日、異なる精神世界に住むあなた方が、一つの世界から他
の世界へ互いに愛し合うことができるようにするためです。 

7 あなたがたに言うが、精神にとって、創造主の前でその任務を果たし、その果実が創造主の無限の知恵の目にかな
うと証明されるときほど、幸福な日はないのだ。 

8 光の精霊、あなた方が天使と呼ぶ者たちが、この集会にやってきて、あなた方を父の前に連れて行くでしょう。 

9 主の名によって来られる方に、ホサナ、ホサナ！」と、イエス様が来られるのを見たとき、あなた方の喉は、二度
目に叫びました。- 

さあ、私の霊が近づいてくるのを感じたら、心の聖域の門を開き、その中で静止し、あなたを包む内なる至福を私に見せて
ください。 

10 私はあの時と同じ、あなたも同じ、私の教えも同じです。しかし、あなたの進化はより大きいので、より完全な結
合と創造主への崇拝を求めます。今日、あなたが祈るとき、肉体から切り離されたあなたの魂は、霊的空間に住む天使たち
と一体となり、地上からではなく、天上からの賛美歌に参加するのです。 

11 人類が救世主の誕生の記憶を祝うとき、人々 の心は説明できない喜びと希望で満たされる。主の苦しみと犠牲を記
念するときも、同じことが（逆に）起こるのです。あなたは、たとえ短い時間であっても、言いようのない悲しみを感じて
いる。それは、私が常に人の心の中で生まれ、死んでいくからだ。 

12 私はあなた方が永遠に生きることを望んでおり、私は生命であるからこそ、それを達成することができるのです。
だからこそ、私はいつも様々 な形でわが子たちに自らを明らかにしてきたのであり、わが律法を彼らに与えたのは、それが
あなた方が私に到達するための道を示すためなのである。- 

人が永遠の命を失ったと思ったとき、私はやってきて、私の愛の教えでその汚れを消し、罪を償う機会を与え、赦しを与え
た。 

13 第一時代の律法の板には、どれほどの血が流れ、そこに書かれたものを消し去ろうとしたことだろう。わが第二の
時代の教義は、その光を消すことができずに、どれほど汚されたことだろう。しかし、私はすべてを赦した。赦しとは復活
と命であり、私は道と真理と命であることを告げたからだ。 

14 よく、「先生、私たちの罪を許してくださるのなら、なぜ痛みで償うことを許してくださるのですか」と聞かれる
ことがあります。これに対して、私はこう言います。私はあなたを許しますが、あなたの魂に純粋さを取り戻すために、そ
れらの罪を償うことが必要です。 

15 第二の時代には、「求めよ、さらば与えられん、叩け、さらば開かれん」と申し上げました。今、あなたがたに告
げますが、あなたがたの手はいつも父の門をたたき、裁判官の門をたたくべきではないのです。わが愛、わが知恵、わが赦
しを求めよ、しかし、どうしようもないわが正義を求めるな！」。 

16 美徳は蔑ろにされ、有害なもの、役に立たないものと思われてきた。今こそ、徳だけがあなたを救い、平和を感じ
させ、満足感を満たしてくれることを理解するときです。しかし、それでも徳がすべての心に入り込むまでには、多くの障
害や苦難を受けなければなりません。それを守る兵士は、大きな努力と大きな信念を持って戦わなければならない。善良な
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兵士、積極的な慈愛と平和の兵士はどこにいるのでしょうか。あなたはそう思いますか？- 

あなた方は自分の内面を調べ、そうではないと私に答えなさい。その代わり、善意があれば、あなた方はその兵士たちに所
属することができると言っているのです。私が何のために来たと思ってるんだ？ 

17 もし、あなた方が、この目的のためにすべての愛を捧げるならば、あなた方は、世界に至福のメッセージをもたら
す新しい世代の到来への道を準備したという功徳を得ることができるのです。 

18 私の教えの中であなた方に伝えたことの多くは、あなた方が果たすべきものである。しかし、私はあなたを通して
、あなたの子供たちに話していることを自覚してください。耳を傾け、それを理解し、あなたの体が優しく曲がり、私が愛
の教えで示す道をあなたの魂が歩むのを助けてくれるように。 

19 飢えで弱っていたあなたは、この木の実で元気を取り戻したのです。 

20 現代は人類にとって危険な時代であり、人はまだ、わが律法である救いの箱から遠く離れている。 

21 私は、わが律法の成就が「不可能」ではなく、また犠牲を意味しないことを世に証明する弟子たちを訓練している
のだ。 

22 隣人を愛せば、救われる。その戒めを果たすことは、悔い改めではない。自分の兄弟に仕えるために生き、それに
よって彼の痛みを共感し緩和する者は、私への短い祈りで十分であり、私は彼の仲介によって奇跡を起こすことができるの
である。 

23 まだ学ぶべきことが多いので、私はまだわが使者を遠方に派遣していない。彼らが強くなり、十分な準備が整うや
否や、彼らは心の中で私に言うだろう。"先生、今私たちは装備されています 

"と。そして、私はその弟子たちの聖域に入り、そこで降伏、謙遜、知恵、慈愛を見出すのである。 

24 私は労働者に私の口づけを与え、彼に道を、たとえ遠くとも、彼を私に近づけるその道を示すだろう。そこには棘
があり、深淵が横たわり、時には落とし穴や危険があり、誘惑もある。しかし、信仰をもってその上にとどまる者は、一歩
一歩、私の現存を感じるのだ。私が彼を戦場に残していくなんて、誰が思うでしょう。あなたがたがわが掟を守っていると
きに、どうして私があなたから離れると思うことができようか。人生の試練は、精神を強め、心を鍛え、完成させる。 

25 人はいつになったら精神の完成に憧れるのだろう。今日、彼らは平和でさえない。なぜなら、彼らの間に善意が欠
けているからだ。人間の中に、兄弟愛、相互尊重、愛の道を歩もうとする善意の心構えが生まれれば、天の光はこの世界に
映し出されるようになるのです。 

26 この民の男たち、女たちよ、あなたがたは単純で平易である。だから、わたしは、すべての人に理解できるように
、簡単な言葉でわたしの指示を与えるのだ。私の言葉は、あなたの信仰と希望の防波堤であり、私があなたの道に蒔いた恩
恵と愛の証は、あなたが試練に弱まることなく道を歩み続けるための励ましと動機付けとなるのです。 

27 勢力圏と国家に分断された人類は、わが霊的啓示の時が来たことを予感し、内心では私を待ち望んでいるのである
。我が存在とあなたとの結びつきの知らせが、あなたがたに届けられるのですから、どれほど歓迎されることでしょう。 

28 人々 よ、良い知らせの前触れとなるべく、自らを準備せよ。そのときが来たら、あなたの口は閉じず、あなたの腕
は怠けず、あなたに来る土地の一部を蒔き、手入れをするようにしなさい。 

29 すでに開拓者の訪問を受けた民族もありますが、第三の時代に師ご自身が教えられた労働者が行って、恵みの露を
渇望する種に水を与えることが急務なのです。 

30 今日、あなたがたは心が荒み、霊性とはほど遠いと思っている多くの国々 が、やがて良い実を結ぶのを見ることで
しょう。 

31 徹底的に整えたからこそ、田畑は肥沃になる。ネットリとした雑草は、浄化されるまで、彼らから取り除かれるの
です。ですから、私の弟子たちが来て、彼らが受け取る準備ができているのを見ると、彼らは私に言うでしょう。"ありが
とうございます、ご主人様！"と。 

32 この宣言の時刻は、広く鐘の音で知らされることになる。 

33 この国は、糧と平和を求めて近づいてくる多くの人々 を受け入れる準備をし、飾り立てることができるようにしま
しょう。見知らぬ人をあなたの食卓に座らせるために、あなた方は身を整え、家を清め、最高の料理を用意しなさい。 

34 あなたがたに言うが、この群衆の中には、乞食から王までが集まってくる。あなた方の間でもてなしと愛を見つけ
た人は、無限に感謝する賛美を歌うでしょう。 

35 わが恩寵を受けた者は、この救いの箱の守護者であり兵士であることを知り、偶像崇拝と狂信の痕跡をすべて破壊
しなければならないのだ。大きな戦いが待ち受けているが、信仰の松明があなたを救うのだ。誹謗中傷、迫害、謀略がどん
なものかは、すでに経験済みでしょう。あなたはすでにこれらの試練をすべて受けている。これらの試練があなたの道に再
び現れたとき、あなたに準備不足が生じることはないだろう。だから、あなたがたに言います。わたしのために迫害と中傷
を受け、パンと水を拒絶される人々 は幸いです。 
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36 侮辱や罵倒を恐れてはならない。ご主人様にも浴びせられたことを思い出してください。人から言われることを恐
れてはいけない。私を魔術師、魔法使いと呼んだことを思い出してください。もし、世間があなたを嫌うなら、あなたを嫌
う前に、私を嫌っていたことを思い出しなさい 

37 沈黙を学び、我に委ねよ。あなたを害する者のために執り成しなさい。そうすれば、あなたの功徳は大きくなりま
す。- 

今日、あなた方はまだ同胞の多くの欠点を知らないが、真の正義の裁き方を知れば、彼らの欠点はあなた方に明らかになる
であろう、その時あなた方は同胞を教え、彼らを救いに導くことができるであろう。 

38 これらは、聖霊のよき弟子が学び、迷うことなく通らなければならない聖霊の道である。 

39 光の子は暗闇の中を歩くことができ、失われた者を救うために見つける方法を知っています。 

40 人類が苦しんでいるこの時代に、どうしてまだ大きな物質的な富を持つことを夢見ることができるのでしょうか。
私の平和を与えたので、あなたは世俗的な野心だけを考えるようになったのでしょうか？戦争のニュースが絶えないのに、
自分たちの精神的な助けになることは何もしないのか。長い間、私はあなた方の統一をお願いしてきましたが、いまだにあ
なた方が分裂しているのを見かけます。人類はいつになったら、思想と意志を霊的に統一することを切望するようになるの
だろうか。- 

私はすでに、あなた方が団結した日には、どんな攻撃も跳ね返す、越えられない壁ができる、と言っているのです。これら
の木の実」が豊かに実り、それらはすべて自分のものになったのですから、あなたはすでに強いはずです。 

41 私がひとりひとりに与えた奇跡を、あなたがたは自分の精神で理解していないのか。私があなたがたに教えたこと
は、すべてあなたがたの父からの啓示であることを、あなたがたは理解しなかったのか。もし、この仕事の弟子であること
を恥じる者がいれば、それは私の教えを全く理解していないからである。今日でも、精神的な義務を怠っても、静かに暮ら
すことはできる。しかし、訪問は来る。そして、あなた方は自分のことを嘆き悲しむだろう。最後の時が来て、あなた方を
待ち受けているその世界に入る方法も、良心の声を黙らせる方法も知らないだろう。- 

私に忠実で従順なあなた方の一人を通して、どれだけの心が私のプレゼンスに入るかを見てください。あなたが本当に聖霊
の声を聞いているかどうかを知りたがっている人たちから、ことあるごとに見られていることを意識してください。 

42 もし、あなたの口から神への冒涜や淫らな言葉が出たとしても、不信心者はあなたを神の言葉であるキリストの弟
子と信じてくれると思いますか？その言葉や言い回しは、私が教えた表現や原則と一致しているか？ 

子供たちも見ています。なぜ子供たちの前で言い争うのですか？あなたが手本にすることで、カインの悪意が幼い者た
ちの間に浸透していることを自覚しなさい。彼らは、あなたが学んだこと、あなたの神と主の道を歩んできたことを受け継
ぐ、あなたの次の子孫であることを忘れてはならない。 

43 兄弟のために良い果実を育てて、良い報酬を得る。来るべき時に備えよ。わたしの旅立ちの前にも、あなたがたの
間には争いがあり、誘惑があなたがたに迫ってくるからだ。警戒しなければならない。祈り、わが教えを実践しなさい。ま
ことに、あなたが善の実践のために捧げるこの短い時間は、あなたの後の多くの世代に有益な効果をもたらすでしょう。 

自分の運命を決めることができる者は、昔も今もいない。これは私だけのものである。私の意志を信じれば、大きな困
難もなく、最後まで人生の道を歩むことができるのです。 

44 わたしが、木の葉はわたしの意志なしに動くことはないと言ったとき、それを正しく受け止めなさい。そうすれば
、あなたを試すのはわたしであり、あなたが苦しみの杯を空にするのは、後でわたしを非難するためであることがわかるで
しょう。そして、あなた方は裁判官となり、私を被告人とするのです。- 

自分の間違いに気づき、修正する。仲間の過ちを許すことを学び、もしあなたがそれを正すことができないなら、少なくと
も寛容のベールをその上に広げなさい。 

45 あなたの兄弟のためのあなたの願いはわたしに届いた。あなたは主の聖域に入り、そこであなたの霊は安心した。
平和を求める者、より良い人生へと導く道を求める者、彼らこそわが聖域に入る者なのだ。世の中の宝や栄誉を求める者は
、他の道を探したがるものだ。私の霊にのみ宿る平和は、やがてすべての人が待ち望み、求めるようになると、私はあなた
に告げます。 

46 いったい誰が、何が、あなたに本当の心の安らぎを与えてくれるのでしょうか。ただ、あなたの父の無限の愛だけ
です。 

47 健康がなく喜びを知らない裕福な金持ちもいれば、健康で自分の持ち物を知らず、富や快適さを渇望して苦しく生
きている貧乏人もいる。人の心の中に崇高な志を見出すこともなく、やっと手に入れたと思ったら、その目標を善良な方法
で追い求めることもないのです。その証拠に、この無意味な戦争は、神の光を持つ存在にふさわしくないものです。 

48 私は平和である。私の無限の知恵の中に、あなたが望むことができるすべてのものがある。しかし、いつ、諸国民
がわが平和を得るために祈ったことがあろうか。国を率い治める者たちが、いつ私に目を向けたのか。隣人を殺した軍隊が
、いつ天の父にひざまずいて許しを請うたのだろうか。そして、平和はとてももろいものなので、それを保ち、私のもとに
戻ることを許さないようにするためには、自分自身を見守り、働きかけることが必要です。私の話を聞いた後、あなた方が
いかに平安に満ち、この平安とともに集会所を出て、自分の家にたどり着くかを考えてみなさい。しかし、この平安を心の
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中に保つことができる時間は、いかに短いことか。- 

私はあなた方を「平和の民」、「平和の子」と呼んでいます。しかし、あなた方は、平和をもたらすには自分たちが平和を
持たなければならないと知っているから、良い知らせを教えようと決心するのではありません。  

でも、いつになったらこの大きな使命を果たすことができるのでしょうか？ 

49 弟子たちよ、私の平和を持つことを学び、それを剣とし、あなたの家に支配する不和と不統一を破壊しなさい。あ
なたの周りの人々 の生活を平和で満たし、これがあなたの練習のために役立ち、明日、他の家庭や他の民族に平和をもたら
すことができるようにします。これは、私があなたの穀倉地帯に提供する種である。 

50 もし、平和が彼らの中に生き、彼らが生活の中でそれを示すなら、この人々 はどれほど早く認識されるでしょう。
ハリケーン、嵐、つむじ風は、あなたの平和の強さの前では無に等しいものになるでしょう。この民族の間に争いがある限
り、虚弱であり、その門は再起不能になるであろう。 

51 これらの集会場では、わが言葉が奔流となって降り注ぎ、わが奇跡はあなた方の信仰を盛り上げるために豊富にあ
った。あなたがたは、あなたがたの間におけるわが働きの意味を理解していないのか。 

52 私があなた方を「イスラエル」と呼んだのは、あなた方が大胆に旅立ち、私に従い、私の平和と律法を人々 の心に
もたらすためである。これがあなた方の運命であり、この民族が精神的な強さに満ちて世界に立ち上がる時が来るのです。
それは、混乱と疑いの時代、真理への飢えと渇きが最も大きいときに、光として現れるでしょう。 

53 人々 よ、あなたの手は決して空であってはならないし、あなたの心は小心であってはならない。あなたは、いつ自
分が困窮する群衆に囲まれるか、知識を渇望する人々 の質問に包囲されるか分からないからである。そして、あなたの義務
は、私があなたの精神に注いだ多くのものすべてに与えることです。自分たちが無価値であるかのように思ってはならない
。神の啓示と主の恵みの賜物が含む真理の最も愛する唯一の所有者であるとも思ってはならない。 

54 もし、あなたの子供たちが、あなたの手本に失望して正しい道から外れていくのを見たら、あなたの心はどう思う
でしょう？もし、新しい世代が偶像崇拝の中で私を求めているのをあの世から見たら、あなたの霊はどう思うでしょうか。 

55 霊的なイスラエルの）部族はまだ散り散りになっており、この民の大部分はまだ道を発見していないのです。この
声を聞き、わが戒律を受けた者は、大群衆の到来を見守り、待ち受けることが必要である。そうすれば、あなた方の一致と
神への崇拝を見たとき、彼らはわが教えを認識し、私に従うであろう」。彼らは一つの民族や国家からなるのではなく、あ
らゆる民族の人々 が彼らの中にいる。 

56 エリヤはその群れを徐々 に集めている。そして、本当にあなたがたに言うが、あなたがたは皆、互いに見つける時
が間もなく来る。 

57 私はあなた方をわが家の強者と呼び、私があなた方に託した仕事を見守り、あなた方一人ひとりの中に存在するわ
が聖域の中で祈るために、どんなときにも私の神聖な力を授ける。 

58 ようこそ、束の間の世を離れてわが御言葉を聞く者たちよ。まことにあなたがたに言うが、あなたがたのうちの一
人が、わが教えを学び実践することによって、一国が救われるであろう。同様に、この国が全体として準備し、愛をもって
祈れば、人類の救済を達成できるであろう。そうならないのは、あなたの数字が小さいからではなく、あなたの愛がまだ小
さいからなのです。 

まずは心を清めること!その欠点や傷は、あなた以上に知っている人はいないでしょう。このことを理解し、あなた方
の良心の呵責から自らを清めなさい。 

59 自分の罪を弁解しようとする者は多いが、しかし 

と問いかけます。父はその子供に苦悩と苦痛の重荷を負わせたのでしょうか。私はいつでも来て、あなたの悩みや苦しみの
重荷を軽くしてくれた方ではないか。 

60 しかし、あなたの聴覚障害者がその声に敏感に反応するのは一瞬だけで、その一瞬とは、肉体の死が近いことを苦
悩があなたに告げる、人生最後の瞬間なのです。そして、過ちを償い、良心の呵責に耐えて魂を癒し、価値ある功徳を主に
捧げるために、人生を（新たに）歩み始めたいと思うのである。 

61 私は道であり、この道は人類が地球に降り立ったときから示してきた。教えてください：いつ私はあなたを助けも
なく、光もなく置き去りにしたでしょうか？何時の時代、何時の時代、私はあなたの精神からわが掟を消したことがあるか
。私はあなたがたに語り続けてきた。だから今、あなたがたに収穫を求めるのだ。わが新しい宣言によって、私は神の厳し
さと絶対的な正義をもってあなた方に責任を求め、あなた方のわが掟の違反に責任を負わせるのだ。 

62 この言葉を聞いたあなた方を、私は弟子と呼んでいる。しかし、あなた方の生活行為によってそれを証明し、現在
の人類が新しい世代への道を準備するために、このグッド・ニュースを広めなければならないのです。これらの生き物は、
幼少の頃から苦渋の杯を飲んではいけないのです。なぜなら、彼らには別の仕事があるからです。しかし、もしあなたが彼
らにこの杯を飲ませるようなことがあれば、あなたは私によってその責任を問われることになる。 

63 冬が近づくと、よりよい気候を求めて飛び立ちますが、木の上に巣を残して、兄弟姉妹の住処となる準備をしてい
るのです！ああ、もしあなたが、互いに愛し合って生きる鳥たちのように、シンプルに生きることができたら。- 
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あなたの人生の冬は老齢です。しかし、信仰の薄いあなたは、その冬に死の冷たさと終わりを見、冬の後には必ず春が来て
、その目覚めと鳥のさえずりと香りがあることを理解しないのです。 

64 現世の後の霊的復活に対する信仰が薄いために、魂の翼を広げて飛び立つこともなく、徳と信仰によって築かれた
新しい住人のための巣を残すこともなく、人間、物質で存在の最後の瞬間まで占拠してしまうのです。 

65 あなた方は鳥とは違う、あなた方の世界は平和ではないのだから。むしろ、あなた方は絶え間ない戦いの中で戦う
戦士なのです。しかし、私はあなた方に言います。「戦え、ただし気高く、正義の武器を使え、善に忍び込め、善は真理だ
。新兵のために道を空け、彼らのために土地を整え、清めよ。そうすれば、最後には理性と愛と正義がその上で勝利し、あ
なた方は私のもとで休息することができるだろう。 

66 あなた方の世界はあらゆる戦争に巻き込まれているので、このようにお話ししなければなりません。試練が世を苦
しめるとき、それはいつも準備不足のまま襲ってくる。なぜなら、世は永遠のことをほとんど考えず、熟考する一方で、世
と肉の快楽をあまりにも楽しんでいるからである。 

67 まことに、あなたがたに告げよう、もし人々 がこの時代に、自分たちが引き起こした魂の汚れから身を清めなけれ
ば、自然の力が前触れとなって、わが正義とわが栄光を告げ、人類をあらゆる不純物から清めるためにやって来るだろう、
と。 

68 その正義が近いことを理解するとき、主の日が来たと感じるので、わが名をほめたたえる男、女、子供たちは幸い
である。彼らの心は、悪の支配の終わりが近づいていることを告げているからです。この人たちは、信仰と希望と善行によ
って救いを見出すのだと、私は言っている。しかし、その時代に生きる者のうち、どれだけの者が神を冒涜するのだろうか
。 

69 人類は、世界を征服するためには、大きな富と地上の財貨が必要だと信じている。馬小屋に生まれ、地上に何も持
たずに、人の心を征服し、国々 を家臣とし、王と主と宣言されたキリストを忘れてはならない。 

70 一度、真理を理解し、感じれば、最も困難な試練の中にあっても、霊がその主人の歩みに従うことがいかに容易で
あるかを経験することになるでしょう。あなたにとって可能な限りのことをしなさい。あなたができる以上のことを私は求
めないから。そうすれば、新しい世代のために道を切り開くことができます。 

私はあなた方の心に子どもたちを置き、正しい道に導くことを課している。彼らを集め、愛と献身をもって私のことを
話してください。- 

不幸と悪徳にまみれて生きている、はみ出し者を探しましょう。あなたの言葉が唇を通るとき、それが救いへの道となるよ
うに、私はあなたの言葉に霊的な力を与えます。無知な者の前に真の生命の書を開き、彼らの魂が目覚め、聖霊の啓示を貫
くのに偉大な存在となるように。主人のようになりなさい。そうすれば、あなたの声が聞こえるようになります。 

71 第二の時代、私が人として生まれ、住むべき心を見つけるために謙虚な場所を求めたとすれば、尊敬されるような
地位を求めてはならないのだ。- 

私の種と私の癒しのバームをそこに置くために、すべての心の中に存在する敏感な糸を求めなさい。- 

私が人として生まれた場所は、私にとって無関心でしたが、私の愛があなた方の心に生まれるようにと、命さえも捧げまし
た。今、私はあなたに伝えます：人間、私の血に象徴されるこの愛の種は、すべての人間の心に落ちたのです。私が愛情を
込めて蒔いたものを、なぜ今日も愛し、育ててくれないのか。 

72 この声に耳を貸さず、この時代の現実に目を開き、全面的な信頼と信念を持って一日の仕事を始めてください。そ
うでないと、来世で目が覚めなければならないから、目をつぶってその世界に入ってはいけないと言ったんだ。 

73 主はあなたに不可能を要求しているのでしょうか？私はただ、あなたがやがて人生の実りを刈り取ることができる
ように、愛の種を蒔くことを教えているだけです。明日、聖霊の栄光を語る声が聞こえるように、今日も子どもたちの心を
育ててください。 

74 青春の心であるバラとユリを見守り、明日には徳の花を咲かせることを楽しむのだ。霊とともに祈ることを教え、
あなた方は、自分の霊がわがプレゼンスに入り、そこでわが愛で自らを養ったと感じるとき、これが完全な交わりであるこ
とを悟るだろう。 

75 今日でも、私の神聖な光線は人の上に降り注いでいます。しかし、「わが子が二人、三人と集まるところには、わ
が言葉を与えるために降りてくる」と言ったことを思い出してください。それ以来、私の聴衆は増え続け、今や群衆となっ
た。 

76 もし、私があなたとの約束を果たして戻ってきたのなら、出発の意志も果たそう。あなた方がわが言葉を聞くため
に残された短い時間を十分に活用し、聖霊の弟子として備えるのです。 

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 65 
1 あなたは心の聖域を整え、わが言葉がその上にバームとして降り注ぐようにするのだ。しかし、今この瞬間、私は

あなたに尋ねます。なぜ、あなたが苦痛にひれ伏しているのを見つけたのですか？- 

あなたが見守り、祈らなかったからです。 

2 私の食卓で霊的な食べ物を食べるとき、なぜ、健康と永遠の命であるそのエッセンスを使わないのですか？いつに
なったら、わが教義を理解し、愛のわざによって兄弟に説き始めることができるのか。 

3 私はいつでもあなたにそれを提供し、あなたがそれを受け取る準備が足りないだけなのに、あなたは時々 、私があ
なたに求めたものを何も与えていないと、あえて私に言います。 

4 あなたの魂に罪の鎖で重荷を負わせず、魂が立ち上がり、進化の道に必要なすべてを私から受け取ることができる
ように、魂を解放しなさい。私があなた方の中にいるのに、なぜ信仰の光を消してしまうのですか？私は、この民族には、
国家の平和と人類の救済の責任があることを告げた。しかし、まだ足取りが不確かな状態で、どうやって任務を遂行するの
でしょうか？- 

しかし、言葉だけでは十分ではない。人類がわが平和を得るためには、良い行いが必要である。私はあなたを落胆させるた
めに来たのではなく、あなたの魂を目覚めさせるために来たのです。旅人よ、あらためて木の実を取って、それで自分を満
たしてください。 

5 この実を食べ、命の木を食べたと固く信じる者は幸いであり、本当にあなたに言いますが、その人は死ぬことはあ
りません。- 

この時、私はあなたが恵みの命に対して死んでいるのを発見した。しかし、この教えにおける私の存在は、あなたの復活と
なった。しかし、私はあなたの魂を過去のすべての罪から清め、純粋さを身にまとうことによって、あなたをふさわしくし
たのだ。この赦しによって、私はあなた方に愛と正義の教えを授けたのだ。 

6 隣人の不完全さを裁き、非難する権利があなたにあるのでしょうか？第二の時代、「罪のない者が最初の石を投げ
よ」と言ったことを思い出してください。 

7 私の教えは、初心者が理解し、心に刻むことができるように、明確で純粋なものです。私は、あなたが精神と精神
の完璧な対話に到達するまで、レッスンからレッスンへとあなたを導くために来たのです。 

8 あなたの贖罪の砂漠に、今、天のマナが降る。神の父の家に着いたら、父の食卓に座って、父の食事を食べるので
す。- 広大な砂漠は贖罪の象徴であり、道は魂の成長の象徴である。 

9 父のもとに来なさい、父は山の頂に住まわれ、庭とそれを取り囲む土地を与えてくださる。男たちは麦を耕し、女
たちは庭や草原が花で覆われるように世話をし、子供たちの歌は鳥たちの歌と一体となって、あなた方の労働を甘美なもの
にすることでしょう。人間の虚栄心はあなたの畑に及ばず、財産への欲も、あなたの実りを滅ぼす災いのようなものです。
この言葉を聞いて、どれだけの人が、わが律法の示す道からどれだけ外れてしまったかを理解できるだろうか。 

10 人は、自分の犯した罪には赦しがないと確信すると、ますます（正しい）道から遠ざかっていくものです。ああ、
もし彼が、一瞬の誠実な悔い改めが彼を救い、償いとして役立つことを知りさえすれば、たとえ彼が自分自身をわが神性か
ら非常に遠く離れていると信じていても、たった一歩が彼を（私から）引き離し、その一歩こそが彼の悔い改めになるのだ
。わたしの声が聞こえないのか。私が最も愛する父として、誠実な友として来たと感じないのか？あなたは眠っているので
、私の呼びかけを聞きません。私が「雲に乗って」やってきたとき、あなたはどのように私の足音を聞くのだろうか。 

11 目覚めよ、わが約束が果たされるのを見るために、心の準備をしなさい。その時、私は彼らの心に私の霊的存在の
吉報を置き、彼らの唇から人に対する優しさ、光、希望の言葉が出るからである。 

12 ハリケーンのような嵐がやってくるので、信仰心を強めて試練を乗り越え、一人でも多くの人を救わなければなら
ない。すべての人の友であり、兄弟であってほしい。 

13 これはヨエルが見て告げた時である。人類の子らが幻を見、予言の夢を見、わが神の力に動かされた彼らの口が語
る時、わが霊がすべての肉とすべての霊に注がれる時である。 

14 見よ、ここに静かに出現し、成長している人々 がいる。その子供たちは聖霊の言葉を話し、霊的なメッセージを伝
え、その霊的な視線であの世の敷居を越え、未来の出来事を見据えるのである。あなたがたに言うが、この種は世界中に蒔
かれ、だれもこれを滅ぼすことはできない。 

15 男、女、子供の口を通して、あなた方は私の神聖なコンサートを聞いた。まるで歓喜のあまり、主や天使たちの声
を聞く喜びに身を任せたかのように。私の言葉は、一人の民族のためだけでなく、すべての民族、すべての信条、すべての
宗教のためのものである。 

16 今が第三の時であることを知っているのは、ここにいる一団だけだ。しかし、人類も同様に、私があなたがたに啓
示したこと、書かれていることをすべて否定するが、それを知るようになるであろう。あなたがたに言うが、このことばは
地の果てまで届くであろう。 
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私はトマスにしたように、私の傷を世に示す。そうすれば、世は信じて悔い改め、その涙で身を洗い、以後、忠実に最後ま
で私に従ってくれるだろう。この神聖なマナがすべての心に降り注ぎ、主の住まいへと続く道がすべての魂に明らかにされ
るのです。 

17 ヤコブの井戸の水は乾き、人間の精神の渇きを癒すことはなかった。私はすでにサマリヤの女に言った、「本当に
あなたに言う、私には水がある、それを飲む者は二度と渇くことはない」。そして、この澄み切った、より大きな水は、私
が世界に注いでその燃えるような渇きを癒す、私の言葉なのだ。 

18 イライジャは長い間、人類の中でわが群れを率いて、すべての者に団結を呼びかけてきた。この群れは見守り、祈
らなければならない。彼らは私の光と、愛をもって人類を援助する私の権威を持っているからだ。 

19 この教えを聞くあなた方は、他の時代にも知っていたが、今、人類の間に広めて、彼らが知ることができるように
しなければならない。また、1950年以降は、このWordがない状態になることも知っていますね。しかし、これを嘆くべ
き損失ではなく、戦いに直結する前進となるよう、覚悟を決めてください。わたしは近くにいて、わたしの使者も近くにい
る。私はこれからも、私が教える人々 を見守り、インスピレーションを通してあなたに語りかけるでしょう。 

20 わたしはすでにあなたがたにわたしの意志を伝え、人間の理解器官を通したこの示現が終わる年と日をあなたがた
に予告したのである。誰も（この規定を守らないことで）自らを罪にさらしてはならない。 

21 今まで不器用で私に仕えられなかった者が、自分を整えれば、不器用さを失い、知恵を持って話し、奇跡を起こす
ことができるのです。 

22 私を聞く人々 よ、私の受難を思って涙し、自分の罪を悔い改めるなら、祝福されよう。本当にあなたに告げます、
あなたの痛みはあなたを清め、命と復活である私の言葉はあなたを慰めるのです。- 

私の光はすべての子供たちのためにある。この世界に住むあなたたちだけでなく、異なる存在次元に住むすべての魂たちの
ためにある。彼らはみな、互いに愛し合うことを要求する兄弟への愛の業をもって、わが神聖なる戒めを果たすとき、解放
され、永遠の命に復活するのである。 

23 人類が争うとき、父は戦火に見舞われ、苦しんでいます。兄弟が兄弟に立ち向かい、罪のない血が大地を濡らして
いる。今日、偉大なる審判の日に、あなた方は絶望と死の空気を呼吸しているのです。しかし、1946年の初めには苦闘が
終わり、苦しみから解放されることになるのです。 

24 人類のすべての苦しみは、重い十字架のように私の上に降りかかってくる。私は、私が弟子にしようと望んだ人類
から否定され、鞭打たれ、そのうちのわずかな者が私に従うだけである。明日、私がこの形で明らかにした私の仕事が知ら
れるとき、私はもう一度叱られるだろう、なぜなら彼らは私を理解できないからだ。わが子たちのこの理解不足が、わが傷
を新たに開き、わが血はすべての魂に再び降り注ぐのである。 

私が真理から語り、愛を教えるので、彼らは私を認めず、後にあなたたちは私の言葉を繰り返し、私をあかしするので
、軽蔑されることになる。しかし、あなたが自分の十字架を背負って山に登るときはいつも、多くの罪のない人々 を救い、
多くの罪人を贖うことになるのです。 

25 私は王として来たのではなく、謙虚に現れたのだ。このことによって、あなたがたは、あなたがたの聞いたみこと
ばが、父の「ことば」であることを知るのである。人類はまたしても、私に茨の冠と恩知らずの外套を差し出しているので
す。私は、わが子たちの誹謗中傷と拒絶に苦しみました。 

26 魂は完全に発達しているにもかかわらず、眠っているのです。しかし、私は霊を通してあなた方を啓発し、あなた
方が正しい道に戻り、任務を果たす方向に向かわせるようにします。なぜ、私の言葉があなたを傷つけていると感じるので
すか？ 

27 あなた方が第二の時代のわが受難を記念している間、最も優しい心が沈黙のうちに涙を流し、自分を理解してくれ
ない子供たちのために執り成すのです。自分を苦しめた者を責めることもなく、愛する御子を犠牲にした者を責めることも
ない。人類に対する彼女の愛と赦しだけが、彼女の一人息子の救済の業を戴くのです。天の母である私があなた方に残すの
は、あなた方が彼女の声に耳を傾け、その胸に安らぎを見出すことができるようにするためである。 

28 あなたは今、心の奥底で主の神聖な息吹を感じているのです。ああ、私があなたに会いに来た愛が、あなたに伝わ
りさえすれば。 

29 あなた方の心の結びつきによって、私を迎えるための聖域が作られたのです。すべての心が準備され、すべての心
が明るくなり、今こそ私の神聖な光線があなた方に降り注ぐべき時なのです。 

30 訪問が近づいているので、私はそのためにあなた方を準備しているのです。今こそ、しっかりとした足取りで、恐
れずに自分の道を進む時です。あなたはイスラエル、この名前は「強い」という意味です。あなたの精神には、いつもこの
祝福された種がありました。- 

真の祈りは、あなたの霊を強め、あなたの汚れを清め、あなたが悲しいときに慰め、孤児のときに寄り添い、誘惑からあな
たを取り除きます。しかし、生前に強くなるために、霊から霊へ祈ることを教えたように、死の間際にも、その祝福された
祈りの階段で、あなたの霊を私に引き上げてください。- 

人類は、真の祈りからどれほど遠ざかっていることでしょう。それを実践する方法を知っている人は、なんと少ないことで
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しょう。精神的には古代人と同じで、金の子牛の崇拝、異教徒の偶像への崇拝が続いている。この時代の科学者たちのバビ
ロニアの塔は、絶え間なく私の正義に挑戦しています。 

31 新しい大洪水が来て、人間の腐敗を地球から一掃するのです。偽りの神々 の祭壇を倒し、高慢と悪の塔の土台を一
つ一つ破壊し、あらゆる偽りの教義とあらゆる倒錯した哲学を一掃するのである。しかし、この大洪水はかつてのように水
だけではありません。人間の手は、見えるものも見えないものも含めて、あらゆる要素を自分に対して解き放ったからです
。彼は自ら審判を下し、自ら罰し、自ら裁く。 

32 あらゆる負債が細部に至るまで支払われる。そのためには、今の偉い人が下僕になり、臣下が育つことが必要です
。私の言葉を聞く者よ、世界の平和のために自分の責任を信じよ。 

33 あなた方はもはや、わたしを聞く者は二人でも三人でもない。わが種は心から心へ、家から家へ、地方から地方へ
と広がり、わが新しい啓示の知らせはあなた方の国境を越え、わが言葉の響きとわが奇跡の知らせが、私が本当にあなた方
に戻ってきたことを証言する他の土地に到達したからである。 

34 イスラエルの家は今、あなたの存在の深さ、あなたの精神の中にある。そこでこそ、私は今、この宣言によって自
らを明らかにしたのである。 

35 私の教えを急いで学び、私の存在を利用しなさいと言った。私の旅立ちの時は迫っており、誰もそれを知らない。
見よ、これがおまえを待ち受ける試練だ。誰が合格の準備をするのでしょうか？- 

あなた方は増長したが、私はあなた方の強さを見いだすことができない。それは、あなた方に、ある者の他の者に対する愛
、助け合い、兄弟愛が欠けているからであり、あなた方は御霊によって結ばれていないのです。そしてこれが、新約の箱の
持ち主が望む姿なのか。 

36 団結力によって強く、精神によって偉大になってほしいと思ったからです。偉大であるために物質的な力が必要な
わけでもなく、優れているために地上の知識が必要なわけでもない。あなたの神がいつもあなたに明らかにしていることが
あり、それは真にあなたに偉大さを与えるものです。 

37 私があなた方に注いだ光は偉大なものだ。しかし、それに目を奪われてはならない。そうすれば、あなた方は兄弟
の間で愚か者や狂信者のように見えるだろう。この光はあなただけのものではない、すべての国に輝く第六の封印の光であ
る。 

38 あなた方は私の前で純粋になり、少しずつ狂信、偶像崇拝、無用な伝統から解放されてきた。このように、あなた
の心はあなたの精神と一体となって鼓動しているのです。道は私に始まり、私に終わる。しかし、私はこの発展の道を一日
で網羅することを求めず、最後まで歩けるように十分な時間を与えているのです。 

39 私はずっとあなたとともにいる。あなたに力を与え、あなたを清める。もし、あなたが自分の精神的な成長を現在
の生活で判断するならば、人類の始まりの時代と現在の生活を比較したとき、あなたは大きな前進を遂げたことに気づくで
しょう。地上の知識の分野を研究するような熱心さでわが言葉を研究し、それを解明していくと、不可解だと思っていたこ
とが、あなたの霊のために（探索するために）確保されていたことがわかるだろう。現在、少しずつ多くの謎のベールがは
がれ、多くの隠されたものが真理の光に照らされ、それゆえ、私はわが子たちからより愛され、理解されているのです。 

40 もし子供が父親の知恵を欠いていたら、子供と父親の間に類似性があるでしょうか？いや、わが子たちよ、しかし
、私はあなたたちを無知にとどめてはいないのだ。私は光、すなわち知恵であり、それをもってあなたがたをあふれさせ、
あなたがたは私を愛することができるようにしよう。私は、あなた方のより高い発展を心から願い、飢えているのです。こ
れこそが、私が現れ、あなたとつながる最も説得力のある理由なのです。 

41 この教えによって自らを啓発し、強化せよ。お前たちの心には戦争の予兆があり、備えなければならないのだ。私
はこの国を平和に保ち、その心に私を迎え入れることができるようにしたのだ。私の教えの種は、実を結ばなければならな
い。 

42 この貴重な安らぎの時間を使わなければ、どれだけの涙を流すことになることか。そして、戦争、疫病、絶望に侵
されていることに気づくでしょう。無駄な犠牲である肉体的な懺悔で戦争を止めようとしてはいけない。もし、あなたが私
に懺悔を捧げたいのなら、あなたの肉の反抗心、プライド、物質主義を征服しなさい。もし、あなたが私に断食を捧げたい
のなら、それは、あなたの情熱を制御して、不摂生、つまり、あなたに害を与えるものを断つことでありましょう。しかし
、新たな狂信に陥らないように注意しなさい。許される行為でも、許されない行為にすることはたくさんある。 

43 身体だけでなく、魂の再生も実現してほしい。私があなたに求めることを理解すれば、それを達成することが犠牲
のように思えなくなり、（私の要求を）満たすことがあなたに大きな満足とより高い平安をもたらすことに気づくでしょう
。 

44 泥沼、汚物、利己主義から、同胞への奉仕と積極的な慈愛の生活に立ち上がる者は、私の教えが罪人を刷新する光
と恵みを持つことを例として示すだろう。この手本が、すべての心に広がっていくのです。私を目撃する者の中に入りたい
と願わない者はいない。しかし、本当に言っておくが、もしあなたの行動が本当に心からのものでなければ、あなたの兄弟
たちに実を結ばせることはできず、しばしば偽善者、偽伝道者という言葉を聞くことになるだろう。そして、あなたにはそ
うなってほしくないのです。 



U 65 

58 

45 今の時代、人を騙すことは非常に難しいということを知らなければなりません。彼らの精神は目覚め、たとえ物質
主義的な存在に迷い込んだとしても、あらゆる霊的な顕現に敏感に反応するのです。しかし、もしあなたが兄弟を欺くこと
ができないなら、父を欺くことができるでしょうか。 

46 主人の愛があなたの中に宿り、主人があなたを赦すように、あなたの敵を赦すことができるようになりなさい。そ
うすれば、あなたの心は人の間の命綱のようになる。 

47 船の準備をしなさい。嵐は、ある瞬間から次の瞬間までやってくるのだから。戦いが近づいているのを感じないの
か？あなたの心は何も明らかにしないのですか？自然の声に耳を傾け、自然の力の行く末を観察する。兄弟の心を貫き、来
るべき戦いの告知を発見するのだ。すべてが混沌としていることを物語っている。人間の心はどうかというと、破壊のため
の武器しか発明しない。心というものは、兄弟愛という感情を抱く余地はないが、憎しみという感情を抱く余地はあるのだ
。一人の身体にも健康はなく、すべてが病と疫病に感染している。子どもは痛みを背負って生まれてくる。親は子どもを理
解せず、子どもは親を理解しない。夫婦は別れる、女は貞操を大事にしないまま失う。人は最も神聖なものを冒涜する。- 

宗教界は互いを軽視し、反目し合い、悪徳が人の間で力を持つ。- 

一方、わが言葉は、優しく諭してあなた方を目覚めさせ、この嵐の海で沈まないように、あなた方に新生を呼びかけている
。私のような霊的な教えだけが、人間を人生の道にとどめることができるのだ。私の言葉だけが、霊の深い問題を解決し、
試練と苦悩の道を歩む人間の存在を甘美にすることができるのです。 

48 人類が大きな木を育て、その実の大半が苦く、死に至るものであったとき、私が木を植え、あなたがその世話を手
伝うことで、その命と真の平和と神の知恵の実があなたの多くの苦しみを補償することは、あなたにとって美しいとは思わ
ないか。私は木であり、私はぶどうの木であり、あなたがたは枝であるからです。あなたの精神がその賜物において成長し
、心地よい日陰と味の良い生活の実を与えることができるようにしなさい。私は真理であり、このことは、たとえ罪人であ
っても、この人の唇から流れ出る。私の真理は、あなた方の罪よりも強いからだ。 

49 もう一度、私はあなたに道と命を示し、あなたの目の前にある暗い包帯を取り除く。この言葉を聞いて、あなた方
は心の中でこう言うのです：主の教えがこんなに美しいのに、どうして今まで悪徳から自分を解放することができなかった
のか、どうして私の存在に刺激を与えることができなかったのか。なぜなら、あなた方は私の教えを糧とせず、感覚だけを
刺激し、魂を空虚にする儀式を糧としてきたからだ。ここで私は、礼拝や儀式の形式を取らずに、私の言葉を与え、それが
あなたの魂に直接入るようにする。ここには、肉体の感覚をリフレッシュさせるものがないのです。今日、わが顕現の瞬間
には、あなたの聴覚だけが関与している。明日、人間の知性器官を通して与えられたわが言葉がもはや聞こえないとき、あ
なたの肉体の聴覚でさえもわが声を知覚することはないだろう。霊感によってわが指示を受けるのはあなたの霊であり、心
の中でその響きが聞こえるだろう。- 信じて道を踏み出し、急がずじっくりと歩んでください。 

50 人が私の受難を記念する日は近い。人がこの時代の光に目覚めて、外面的な礼拝の形式から解放され、霊的な方法
で私を求めるとき、その高貴さと素朴さは、霊の都である第二エルサレムで私を迎えるための最も美しいヤシの枝となるだ
ろう、と私は真に告げます。あなた方が私の受難を記念するときはいつでも、儀式や表象なしに行い、私の業を思い出し、
徹底的に反省することを望んだのだ。そうすれば、その知恵が自分の精神の中で新しい生命に目覚めていくのを感じること
ができるはずです。 

51 これらの教えにより、過去の時代と同様に、私はあなた方の（宗教的）伝統を取り除き、あなた方の霊をわが教え
とわが掟に従わせるであろう。 

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 66 
1 あなたは鐘の音を聞いて、目覚めたのです。鐘は、あなた方が人間の心の器官を通して受け取った私の声であり、

目覚めさせたのはあなた方の霊である。愛する人々 よ、再び無関心に陥らないでください。あなた方は闘いの時代に生きて
いるのです。あなた方はすでに種をまき始めているのだから、畑を放棄して欲しくないし、あなた方が苦労して手に入れた
私の商品という地位を失って欲しくない。 

2 あなたの精神は、あなたの心と魂が考えることよりも、その意志を主張させなさい。なぜなら、魂に重くのしかか
る課題を本当に説明するのは、精神だからです。覚えておいてください：もしあなたが御霊の指示に従わずに、肉の誘惑に
従う傾向があるなら、あなたはすぐに実りのない闘いの道、軽薄と虚栄の世界に戻り、そこであなたの魂は空虚と悲しみを
感じることになるでしょう。 

3 わが地に来て、そこに住め。私の穀倉には豊かな種があり、私の愛には命の水があり、あなたが神の種を世話する
ことができる。 

4 万能の種まき人である私が、必要なことはすべて教えてあげよう。私の愛と忍耐は、私の教えがあなたの魂に刻み
込まれるように、その一つひとつに寄り添います。それゆえ、あなたが種をまく必要があると思うとき、あなたの心がわが
言葉の避難所となったことを思い出し、あなたの兄弟に対するわが愛の種を欲して、それに目を向けなさい。 

5 そして、種をまくべき時が来たら、その日の仕事を慎重な足取りで開始しなさい。 

6 言葉の表面に留まるな。そうすれば、その本質を理解し、その無限の光に身を浸すことができないからだ。 

7 兄弟が何らかの神的象徴を与えたものを愛することによって、狂信的になり、偶像崇拝に陥ってはならないのです
。もし、あなた方が深い精神的な教えの弟子でありたいと願うなら、何世紀にもわたって人類を養ってきた感覚的な神への
崇拝を、あなた方の心から取り除くために奮闘しなければならないことを忘れないでください。でも、本当に自分が納得し
て踏み出したいのなら、弟子たちよ、すべての決意をもってこれをやりなさい。偶像崇拝や宗教的狂信から離れるようにと
説いたのに、ある日突然、試練が訪れて偶像の前にひざまずいてしまうようなことがあってはならないのです。 

8 なぜ私がいつも、わたしのことばをあまねく知り、研究しなさいというのか、おわかりになりますか。なぜなら、
そうすることによってのみ、確信の光があなたの存在を突き通すことができるからです。そうすれば、あなたの感じ方、考
え方、行動の仕方は、必ずや完全に変容するはずです。 

9 もしあなたが人間の知性器官を通してわが顕現の発展を観察するならば、わが教えの前進は、意図的ではあるが確
固とした確かな歩みで達成されたという結論に達するだろう。 

10 以前の私は、今ほど明晰にあなたに語りかけてはいなかったことを自覚してください。私は忍耐強く寛容であった
。また、外面的な礼拝の行為も許した。それは、麦と籾殻、すなわち、わが教えの霊的内容と不必要な礼拝の形式とを分け
る時期がまだ来ていなかったからだ。私は、あなたの信仰が、ある啓示を聞くのに十分でないことを見ました。しかし、今
、私の教えの光が何人かの弟子の魂に徐々 に浸透していくにつれて、私はあなた方にはっきりと話すことができるようにな
ったのです。 

11 現在、すべての人が精神化の意味を理解しているわけではありませんし、多くの人が大きな喜びとしている儀式や
象徴、外見上の礼拝行為を放棄して、本質だけを栄養とするという考えに満足しているわけでもありません。しかし、私が
この人々 の間でわが言葉を終えるとき、弟子の一団が霊化の意味を理解していれば十分である。この一団は、人間の知性の
器官を通じて宣べ伝えられたわが言葉が生み出す最初の実りと見なされるからである。あなた方がわが教義を理解するのを
助けるために、私はあなた方にわが教えを与え続ける。私はあなた方を祝福し、あなた方に告げる。歓迎せよ、わが子たち
よ。わが霊の温もりを感じ、わがプレゼンスを感じ、あなた方がわが神聖なる言葉を聞くために私を囲んだあの時を思い出
せ。私が奇跡を行うのを見るために、あなた方が私に従って道を進んだ時、私が言っていたことが真実かどうかを見極めよ
うと私の1音を見逃さない者がいた。あなた方のうちの他の者が言ったように、私が言ったことが真実かどうかを見極めよ
うと私の1音を見逃さない者がいた。あなた方のうち他の者が言ったように、私が言ったことが真実かどうかを見極めよう
と私の1音を見逃さない者がいた。皆さんの中には、他の人と同じように、愛と許しと慈悲を絶え間なく語る調和のとれた
声を聞いた人もいることでしょう。それは、これまで人の前に輝いたことのない光だった。この言葉は、イスラエルの人々
、そして全人類に新しい時代を開くものであった。 

12 イエスの中で私の声を聞いた多くの人々 が、この時代に地上にやってきて、もう一度私の声を聞いているのです。
この地球での運命を全うし、約束の地を手に入れたと信じていたのに、魂はその魂の完成への道をあと一歩だけ進めようと
戻ってきたのです。 

13 私の知恵によって魂が啓発されるためには、発展が必要なのです。今日、あなたはあらためて愛を語る声を聞く。
新しい弟子たち、そしてすべての人に告ぐ。兄弟を愛し、隣人のことをわたしに尋ねなさい。そうすれば、あなたがたに奇
跡を授けよう。あなたの精神がもたらす使命を、世界の前で堂々 と公言することを恐れてはならない。本当に言っておくが
、あなたがたは自分の霊的な賜物を隠すことができないし、遅かれ早かれその姿を現すことになる。 
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14 この時代に自分の仕事を全うする方法を作るのは、どんなに難しいことかと思います。しかし、人類は私のメッセ
ージを受け取る準備ができているので、それは難しいことではない、と私は言っています。 

15 いつの時代も、弱者は戦いに絶望し、強者はわが律法への信仰がすべてに打ち勝つことを示した。イスラエル人で
あるあなたの運命は、常に新しいメッセージと啓示を世界に発表することであり、それ故にあなたは時に信仰を見出すこと
ができるかどうか疑う。でも、心配しないで、私が託した種をとって蒔いてください。あなたはすでに、不毛だと思ってい
た畑が、わが言葉の真理によって実を結ぶと、どれほど多くの畑が肥沃であるかがわかるでしょう。 

16 自分の使命を果たせないのは、自分に価値がないと思っているからではない。あなたがたに言うが、使命を持ちな
がらそれを果たさない者は、律法を故意に冒涜する者と同じように邪悪な行為である。 

17 父なる神さまは、最後にあなたがたに、悪いことをしたことについても、しなかったことについても、説明するよ
う要求されることを忘れてはなりません。一の罪も二の罪も、あなたの魂に苦しみをもたらすことを知りなさい。わが教え
を広め、わが言葉を語り、愛のわざで彼らを納得させ、わが声を聞くよう招き、彼らが大勢でやってきて、その心に信仰の
光がともるとき、私は彼らを新しいイスラエルの民の子らと呼ぶだろう。 

18 もう、道から外れることはできないでしょう。私は、あなた方がそれを理解できるように光を与え、あなた方の目
を開いて、あの世まで見通せるようにしたのだ。あなたがたの賜物の使い方は、常に良いものでなければならない。そうす
れば、その結果は、あなたがたの心に喜びを与え、父を喜ばせるものとなるであろう。 

19 私はあなた方に完璧な指導をするために来たのだと理解しなさい。あなたがたは、さまざまな場所や地域のわが声
の担い手を通して、1950年以降、わが言葉がもはや聞かれなくなることを聞いた。すでに今日、私はあなたに言う。今日
、わがことばに敬意をもって耳を傾けている者のうち、その時が来たら、どれほど多くの者がそれを無視するだろうか。今
、わがもとに「主よ、私はこの道から離れません」と言う者のうち、将来、教会で、会堂で、祭壇で、像で私を探し、私を
見つけることができない者がどれほどいることか。 

20 わたしは、わがことばを突然取りやめて、あなたがたを驚かそうとはせず、ずっと前から、いろいろな方法であな
たがたに知らせていることを考えなさい。今日、わが弟子、わが働き手と自称する者のうち、何人がその時、わが身を裏切
るであろうか！？ 

21 声帯器官を通しての私の声が聞こえなくなる時は決まっている。しかし、わたしは準備する者に、その後、心の聖
域でわが言葉の響きを聞くことを約束した。 

22 わが正義はすべての雑草を根こそぎ刈り取る。その時、わが鎌があなたがたを雑草ではなく麦として見いだすこと
は、わが意志である。- 

明日になって、私が比喩的に話したので、あなたは私を理解できなかったと言わないように、私はあなたの言葉で、完全に
明瞭に話します。 

23 これらの集会場は、今後も皆さんの集まりに利用され、新しい人々 を迎え入れ続けます。霊的な守護者が彼らを守
ってくれる。 

24 私は、あなたが踏み出すべき決定的な一歩について、また、近づいている試練の時について話すが、あなたの心が
震えているのを見たことがない。あなたがたは、わがことばにどれほど慣れているのか。しかし、それは終わりが来るもの
で、あなたは持っている宝を評価していないのです 

25 私は何度も言っているように、無用なことや悪事には染まらないので、あなた方の不義理や冒涜には巻き込まれな
いと理解してほしいのです。 

26 ある者は、わたしの教えを聞いて変わったが、その変化の中身を見よ。しかしその後、霊的な遺産を受け取ると、
彼らは誇らしげに顔を上げ、自分が主であり王であるとさえ思い、その誇りのために父の御心を越えようとしたのです。虚
栄と傲慢がどこに残っているか知っていますか？地球の中で。- 

そして、不服従、無視、侮辱は？肉体の殻を脱ぎ捨てたあなたの魂に- 

あなた方は、私の神の慈悲によって生きている原子であり、それなしには存在しなくなるのです。 

27 もし虚栄心の強い人が、自分の知性でわが作品を完全に把握し、すべてを理解できると信じているとしたら、それ
は何も理解していないからだ。一方、「主の前に私は何も知らず、無である」と言うほどに、わが知恵とわが偉大さを掘り
下げる者は、理解する過程にあるのだ。 

28 この時代、わがことばに親しんできたこの民が、自らを省みず、その乱れた心をわが教えに曲げなければ、この先
、多くの涙を流さねばならないだろう。 

29 そうすれば、使命を果たすことによって純粋で光り輝くようになったあなたの魂は、使命の完了後、主の従順な子
供たちのために確保された祝福の家に到達するまで、非常に高く上昇することができます。 

30 私の食卓には、あなた方一人一人のための場所と、料理が用意されています。一度、私の食卓で食べ、飲んだら、
もう二度と飢えることも渇くこともない。あなたはもう、教会や人間の手で作られた祭壇に私を求めることはない。なぜな
ら、あなたは自分の魂の内なる聖域に私を抱いていることに気づくからである。 
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31 わたしは、あなたたちがわたしのことばに気づくときのために、すべてを用意しておいた。ああ、もしあなたが私
を期待して生きていたなら、あなたの進歩はどれほど大きかったことだろう。しかし、今、あなた方は私と共にいて、私の
教えを聞いている。 

32 男たちよ、人生の試練を恐れず、罪の重荷を背負わないようにせよ。あなたの霊的な任務を果たすために霊に時間
と力を与えれば、あなたは常に発展の道を上向きに進むことができるのです。 

33 女たちよ、愛する者のためにだけ泣くな。あなたの心は、人間の痛みを感じているはずだということを忘れないで
ください。あなたの心が清くなるように、兄弟姉妹を赦し、慈愛に庇護を与えなさい。 

34 もし、私が最初にあなたを赦さず、私の霊に慈悲がなかったら、私があなたのところに来たと思いますか？ 

35 兄弟にやってほしい。しかし、彼らに福音を伝えることを恐れてはならない。自分の霊的な賜物を疑ってはならな
いし、彼らに対する愛のわざの成功を信じてもならない。信仰の欠如は、あなたを失敗させ、あなたの言葉は説得力を持た
ず、あなたのわざは堅固な土台とならないからである。 

36 人類よ、祝福された被造物よ、あなたがたの父があなたがたをどれほど愛しているかを知っていれば。あなたが道
を踏み外したから、私はあなたを探しに来たのです。あなたが私を求めるとき、私はいつでもあなたのために救いの門を開
き、あなたが私に呼びかけると、私は即座にあなたに答えるのです。しかし、あなた方は（霊的に）目覚めていないので、
私を感じず、聞かず、見ません。 

37 この時、私はこの民を自分のために準備している。そうすれば、彼らから、私のメッセージを人類に伝えるべき1

4万4千人が出てくるだろう。 

38 愛する人々 よ、落ち着いて地上の訪問を待ち、それぞれの試練に、あなたには未知であっても、あなたの魂が垣間
見、切望している家に近づくための段階を見るのです。 

39 語りかけるのは、主である私である。わたしがあなたがたに自分を知らせることに驚いてはならない。わたしが最
初の人間を創造したときからそうしてきたのだから。少し考えて、過去に思いを馳せ、歴史的な記録を確認すれば、私があ
らゆる場面で人類に自分自身を知らしめたことがわかるだろう。 

40 聖霊の時代に地上に来たあなたがたは幸いである。あなたがたの賜物は、好ましい活動の場を得て、その力を発揮
する。しかし、よく聞け、先祖の悪い例に導かれることはない。光と化した子羊の血は、あなたの魂に降り注ぎ、従順と愛
のうちに私に到達するために昇るべき道を示していることを考えなさい。歓迎されよ。長い間待ち望んでいた遺産を手に入
れるために、ここに来た者たちよ。 

41 あなたがたがもはや必要としなくなることは、父の霊の喜びである。しかし、わたしはあなたがたに与えるものに
値段をつけない。一方、あなたは、私を愛するために、私に条件を課すのです。- 

この指導の中で、あなたは「求めること」「受け取ること」「与えること」を学ぶことになります。また、あなたの魂にと
って最も有益なものを与えようとするわが意志の時を待つことを学びなさい。絶望せず、冒涜せず、信仰を欠かさず、私が
あなたを愛していること、私があなたにとって公正であることを思い起こしなさい。- 

この仕事で私に仕える者には、「報酬や見返りを求めてはならない」と言います。愛のある仕事をし、前に進む。あなたが
たが私の名によって行うことはすべて達成され、その中で最高の報いを受けるのを見ることになるのです。 

42 多くの人は、人間の手によってわが言葉を聞いたとき、驚き、こう思う。"神ご自身が私たちに語ってくださると
は、人間である私たちのどこが嬉しいのだろう？"と。しかし、マスターはあなたに答えます。私はあなたの中に善を見い
だせないが、特権を見いだせる、すなわち、あなたには精神がある。もし、私が人の心と口を通してあなたがたに話すとす
れば、それは、あなたがたが私を崇拝してきた偶像とは違って、その人には命があるからである。過去に私がこのような形
で姿を現さなかったのは、あなた方の精神と心が私を受け入れるのに十分な準備と発達をしていなかったからだ。今日、私
はあなたが十分に力を得て、あなたの仲介によって私を明らかにすることができることを発見した。もはや、御言葉が人と
なってあなたに語りかける必要はないのです。この贈り物は、聖霊によってあなたのために確保されたものです。 

43 私は時代の上に立ち、創造されたすべてのものの上に立つ。私の神聖な精神は発展に左右されることはない。私は
永遠で完全な存在であり、始まりがあり、進化の法則に従うものであり、自分の存在の上に時間の経過を感じているあなた
とは違う。それなのに、父はある時代に属し、キリストは別の時代に属し、聖霊は別の時代に属していると言ってはならな
い。なぜなら、父は永遠であり、いかなる時代にも属さないが、時代は彼のものであり、キリストは人として姿を消したと
き、神そのものであり、聖霊もまた、あなたの父自身に他ならず、あなたの間でその最高の顕現形態を準備し、すなわち、
いかなる物質的媒介者の助けも借りずに、その顕現を準備する。 

44 あなたがたが人間の知性器官を通してわが身を現すのを経験するとき、この形は、明日、霊から霊へと完全な形で
あなたの父とつながるための準備としてのみ理解しなさい。- 

私は今日の結合の形を準備と呼んだが、私はそれを通して私の栄光を現すことをやめず、またあなた方に完全な教えを現す
ことをやめてはいない。 

45 人類が徐々 に達成しつつある精神的な進歩に従って、啓示の異なる段階において姿を現さなければならなかった唯
一の存在である神々 を、異なる神々 と見てはならないのです。 
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46 そして、イエス様は、この世の旅の最初の瞬間から最後の瞬間まで、完璧な啓示をあなた方に与えてくださったの
です。しかし、彼はあなた方にこう説明した。「あなた方が理解できないだろうから、私はすべてを話してはいない。しか
し、その直後に、"あなたがたにすべてを明らかにする真理の御霊を遣わす 

"と言われたのです。このように、当時、わが啓示を理解できなかった者にも、霊魂の発達とその高揚によって、第三時代
のわが言に基づく啓示を理解する時が来ることを理解させた。 

47 今日、あなた方は、主が聖霊のうちに来て、隠された知恵の新しい教えを示す時代にいるのです。この時代はまだ
黎明期に過ぎず、人の精神に何が待ち受けているのか、人がこの道を歩んでいるのか、また、あなた方に運命づけられてい
る新しい啓示を想像することもできないでしょう。あなたが理解しているような物質的な奇跡の時代は終わったのです。今
日、あなたの霊は、わが新しい業と啓示を前にして、感嘆と愛で呆然としています。かつては、不可能を可能にするために
、つまり物質的な奇跡を前にしてのみ、あなたは信じていたのです。今日、あなた方は、あなた方の霊におけるわが啓示の
神聖な本質のゆえに、信じることになるのです。岩を叩くと水が湧き出るとか、砂漠で大勢の人が飢え死にしないようにマ
ナを与えたとか、昔の奇跡に憧れませんか？キリストが、目の見えない人に視力を回復させ、らい病人を清め、足の不自由
な人を歩けるようにされたことを、あなたは覚えていますか？ただ、そうするようにと命じられただけなのです。死者を蘇
らせ、ただ「起きろ」と言ったのを覚えているか？あなたがたに言うが、これらの奇跡はすべて再び起こるが、あなたがた
は別の方法で実現するのを見るであろう。 

48 やがて、私はますますあなた方に近づき、人の中に住むために人となった。今、あなたは上昇を始め、ますます私
に近づいていくでしょう。1950年になったら、この教えを少なくとも理解できるのは誰だろう？ 

49 ヤコブの梯子はあなたの前にある。それは家長が夢の中で見たものであり、あなたの魂が主に到達するための道で
ある。- 

あなたは多くの新しい教えを知っている。しかし、このことは、無知で偶像崇拝のカルトで私を求める人々 を嘲笑する理由
にはならない。彼らは、より少なく知ってはいても、あなたよりも私を愛していないのか、あなたは知っているのか。私が
あなた方に話している梯子は、すべての人が私のもとにかけがえのなくやってくるための道である。 

50 人々 、国々 は戦争をしている。祈りなさい、そして彼らを裁かないでください。ある者の勝利とある者の滅亡を望
むな。皆、厳しい試練を受けているのだ。 

51 私の愛と私の恩寵はあなたとともにある。これは、あなたの精神が光を求めて新たに立ち上がる「第3の時」です
。過去の時代にもかかわらず、また、あなたの世界に支配する混沌の中にあっても、あなたは私を求めて旅立つことができ
たのです。彼の精神に宿る才能を、誰が妨げることができるだろうか。 

52 私の言葉をあなたの心に浸透させ、後にすべての人に届くようにしなさい。もし、私の声の担い手が完全な状態に
達していないことに気づいたら、私が彼らを通して教える最も単純な教えや最も平易な教義でさえも、神の本質を含んでい
ることを理解しなさい。あなたの信仰と信頼でその心を励ましなさい。そうすれば、本当に申し上げるように、あなたは完
全な実を刈り取ることができます。 

53 この国が私の霊化の教義を実践して生きるとき、この地を約束の地と考える多くの外国人がここに来るのを見るで
しょう。彼らがその懐に入り、この民族の生き方と神への礼拝の仕方を見るとき、あなたの心の中には主の平和と光が住ん
でいるが、新しいエルサレムはこの世界の向こうにあることを悟ることでしょう。あなたの作品が、彼らを念願のわが国へ
と導く道を曇らせないよう、気を配ってください。愛と善意と兄弟愛で、兄弟を迎え入れ、他の民族や国の兄弟に対して嫌
悪や恨みを抱かないようにしなければならないのです。愛し、赦しなさい。そうすれば、彼らの心の中に、私の神聖な赦し
の希望が灯るでしょうから。 

54 悔い改め、反省、刷新、試練と償いの経験における忍耐を教えなさい。そうすれば、あなた方が想像してきたよう
な迷信的な地獄の恐怖を破壊し、代わりにわが神性のための聖域を築き、あなた方の内にわが神聖なる正義のより完全な概
念を形づくるであろう。 

55 互いに愛し合い、自分を傷つける者を赦すことをあなたがたに教えたのは私であるから、私はまた、私のわざによ
って、その証拠をあなたがたに示したのである。- 

私はあなた方に天の顕現を語るが、それはあなた方が私をよりよく理解できるようにするための比喩である。私はあなたに
霊的生活のすべてを明かすことはできません。私は、あなた方に頂上へと続く道を一歩一歩示す方が良い。あなた方が最も
考えもしない時に、あなた方は私のプレゼンスの中で自分自身を見るだろう。 

56 私は、あなた方に面会と苦痛の時を告げました。しかし、恐れてはならない。準備してその中に入ると、その日、
私があなたがたのために用意した不思議なことに驚くことになるのだ。そうすれば、不信心者は信じるようになる。 

57 この時代に私があなたに啓示したことは、すべてあなたが人類に知らせるためです。これは、あなたがあの世に行
き続けるために果たすべき課題なのです。 

58 弟子たちよ、まことにあなたがたに言うが、私がこの時代にあなたがたの間に自分を知らせたとすれば、それは人
が私を呼んだからではない。私があなたを探したのは、これが私のものだからです。 
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ウィルはそうして、私は約束を果たした。自然の力が私の新たな存在を証しし、それを感じる心もありました。私を告げた
のは鐘ではなかった!わが存在を感知するために、人々 はどれほど自らを清めなければならないだろう。 

59 もし世界が私の言葉を守っていたなら、人々 の目が私を見るために涙を流す必要はなかったでしょう。 

60 律法の葉をあらためて見せます。それは、あなた方が私の去った後の時代に備えておくために、私が今あなた方に
啓示している書物の始まりと終わりである。 

61 今日、わたしを取り囲むのは小さな群衆だが、明日は巨大な群衆がわたしを取り囲むようになるだろう。その中で
、パリサイ人、偽善者たちがやってきて、わが教義に誤りを求め、わが仕事に対する大衆の意見をかき乱そうとするのであ
る。私の仕事を探し出す前に、自分自身が見抜かれることを知らないのです。 

62 そして、あなたがたの仕事は、ただ冷静沈着であり、あなたがたの作品にわが教えの道徳的な力を示すことであろ
う。このように試練に臨むならば、最も執拗な迫害者であっても、あなたがたは本当に私の言うことを聞いたと告白するだ
ろう。- 知恵があればこそ、父に近づくことができるからだ。 

63 私は、第二の時代にあなた方に語ったのと同じ霊的内容のわが言葉をあなた方に与え、あなた方が忘れていた、あ
るいはあなた方の先祖の誤った解釈のために遠ざかっていたわが教えの多くを思い起こさせたのである。 

64 あなた方は私の教えにあまりにも背いたので、私はあなた方にこう言うことができるのです。私のとはまったく違
う道を、同じ名前をつけて創り上げたのです。私以外には、あなたを誤りから解放することはできない-

生命と愛と真理の言葉によって。 

65 だから、あなたがたがわたしに耳を傾けている今、わたしのことばを理解しなさい、そうすれば、あなたがたのう
ちに光がある。魂の再実現は事実であり、それは人類の始まりから神の正義と愛の光として存在し、それなしには魂の完成
という長い道のりを進むことができなかったことを、今こそはっきりとお伝えする時なのです。- 

あなた方がアブラハムの霊的民族に属していること、あなた方がある時代に沈没し、わが使者の声の呼びかけによって別の
時代に再び上昇し、そして現在のように再び沈没して新たに上昇する人類のグループに属していることを告げたのは私であ
る。 

あなた方は第六の封印を受けたが、私はあなた方の上に、人類の汚物としての罪の重荷があるのを見る。しかし、あな
たは、私を理解し、私を感じる霊的な能力と、最終目標まで揺らぐことなく私に従うという決意をもって、罪の上に立ち上
がるのです。 

66 信仰があれば、良心の声を聞けば、はっきりと現れる。ここでこの言葉を聞いたら、自分の過去を思い出して、自
分の人生、自分の愛、自分の功績を判断できるようにしなさい。自分の使命を果たすために自分を捧げてきたかどうか、良
心が教えてくれるのです。しかし、恐れてはならない。この世には、あなたがたが恥じることのできるような正しい者はい
ないのだ。私だけが正義であり、愛をもってあなたを裁くのです。 

67 お前の罪とこの人類の中でのお前の無意味さのために、私はお前をクズと呼んだ。しかし、私はこの「クズ」を利
用して、彼を清めた後、彼を見せしめとして提示することも告げたのである。 

68 神の掟と人間の掟を忠実に守り、道徳と魂の上達がある共同体を形成しなさい。本当にあなたがたに言います。私
は、この時代、男も女もその道から外れたと見ています。 

69 私は、義務を果たさない男や、母性を避けたがる女、また、男の領域に入り込む者を発見します。女は男の心なの
だから、こんなことで卑屈になってはいけない。見よ、これが私が結婚を制定し、神聖化した理由である。霊的には平等だ
が、肉体的には異なるこの二つの存在の結合にこそ、完全な状態があるのだ。 

70 彼の罪が私にふさわしくないからというだけで、私が今世界に語りかけていることを誰が疑うだろうか。もし私が
、正しい者だけがいるところ、苦痛も無知もないところにいるだけで、何が賞賛されるのだろう。もし父が、子供たちに功
徳を積ませ、それによって神の恵みを得るように勧めるなら、父もまた、愛される権利を持つために、子供たちに対して功
徳を積ませるのです。私は今でもあなた方を、泥沼から救い出し、井戸に連れて行って洗い、その後で徳の衣を着せるため
に助けに来た幼な子のように見ています。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 67 
1 私の教えの言葉を聞いた者も、この顕現に出席していない者も、すべてのわが子たちを祝福する。真理の霊を聞き

に来なさい、このみことばがあなたの霊の杖となるからです。あなたの心は、あなたの人生に蓄積された苦しみ、悲しみ、
恩知らず、失望によって、私に落ち込んでいることを示しています。この言葉をワインのようにあなたの中に取り込めば、
その甘さがあなたの苦味を和らげてくれるでしょう。 

2 この時、まだ世の中の快楽を楽しんでいる人もいます。しかし、このような偽りの楽しみを知らず、霊界に戻った
ときに精神に安らぎを得た人もいる。もしあなたが、物質的な満足と快楽を楽しむ人が、私に最も近い人であると考えるな
ら、それは間違いである。あなたがたに言うが、彼らには学ぶべきことがたくさんあるのだ。しかし、偽りの輝きを放つも
のをすべて拒絶する者は、主との交わりを持ち、その神通力で自らを満足させるのです。 

3 新参者よ、主はあなた方の前に新しい教えを示される。私が新しい啓示を与えるから、あなた方も準備しなさい。
わが顕現の期間は1866年から1950年までしかないことはご存じでしょう。その期間中に私があなた方に用意したものを
すべてお話しする必要があります。この形で私の声を聞くことができるのは、あと数年です。それらを活用すれば、最後に
は私が約束した偉大な教えを手に入れることができるのです。 

4 1950年以降、「労働者」が労苦から解放されると思った人はいるだろうか。そのときこそ、戦いは始まるのだ。
そして、私の弟子たちは、彼らが私を求めたように、大勢の人々 が彼らを求めるように、主人にならなければなりません。
先見者たちは、人々 の目の前で偉大な預言者となるために自らを完成させ、あなた方は皆、聖霊の霊感を受けるために自ら
を準備しなければなりません。あなた方の集会の霊性、献身、そして愛と慈悲の業に惹かれて、人々 があなた方を探し求め
るように、集会を続けなければならないのです。 

5 あなたがたを待っているこれらの出来事、そして、わがみことばに予言されているので、必ず来ることを考えなさ
い。その時、あなた方の良心は、あなた方がわが教えを考え、それを理解し、この闘いの時への備えをしているかどうかを
教えてくれるでしょう。 

6 この民は新しい家長を生み、その指導のもとに徳の高い家庭が生まれ、それが他の民の模範となるのです。殉教者
とは、自分の使命を果たすために、人からの攻撃、迫害、嘲笑に耐えなければならない人、つまり、隣人のために苦難と窮
乏を味わわなければならない人たちのことである。 

7 それは、私があなたがたに教え、時代を超えてあなたがたに明らかにしてきたこの真理、すなわち知恵と正義と愛
に満ちた霊の律法としてであろう。 

8 もし、あなたの使命を果たすことが、私が教えたことと一致するならば、あなたに対する中傷や迫害の時に司法に
引き渡されることを恐れてはならない。 

9 あなた方の集いの中でわが霊の光があなた方の心の中で輝くためには、あなた方は沈黙を守ること、そしてあなた
方が経験したことのないような内なる集いを学ばなければなりません。そうすればあなた方はわが存在とわが奇跡、わが光
の霊があなた方を強化し啓発することを真に感じることでしょう。しかし、わが真理を欺瞞と交換する者たちに災いあれ。 

10 私の仕事がいかに偉大であるか、そしてあなたがいかにそれに価値を置いていないかを理解しなさい。もしあなた
が、声を伝える人の口から私の声を聞いて大いに癒されたなら、本当に私はあなたに、さらに完全な形を用意していること
を告げます--

それは、あなたがあなたの思考の中で直接私を受け取るという形です。そうすれば、私の教えは純粋で、大きな声で、神聖
なものとして、あなたがたのもとに届くでしょう。 

11 私が裁判官、法廷、法律の教師の前に再びいると言っても、混乱しないでください。まことにあなたがたに告げま
すが、私は今日、私に従う多くの人々 の中に法廷を見いだし、裁判官の前に立っているのです明日、私はあなたの中にいる
人たちによって裁かれるでしょう。この真理を否定するのではなく、私に従う者が道を改め、公言できるように、あなたが
たの行いが良いことを求めるのは、このためである。 

12 今回、私はどれだけあなたに話さなければならないことがあったでしょう。まことに、あなたがたは、わがことば
の使い方を知っていれば、一度の教えで十分養うことができるのである。しかし、あなたがたが私の言うことを聞いてから
ほとんど時間が経たないうちに、あなたはもはや私の平和を守ることもなく、あなたの兄弟の間で私の慈悲を現すこともな
いのです。 

13 この時、私が持ってきた食物を食べて、恵みの生活に復活してください。自分の歩んだ跡をこの世に残すというこ
とが、わからないのでしょうか。今日、私はその痕跡が、大勢の人々 を私の神聖なるプレゼンスへと導くことを望んでいる
。光の道、平和の道、兄弟愛の道へ来なさい、そうすればあなたはすぐに私を見つけることができるでしょう。時に障害に
ぶつかり、茨の道で足を痛めても、気を落とさないでください。まことに、あなたがたに告げよう。あなたがたの信仰が揺
らぐことがなければ、あなたがたの渇きをいやす清らかな水に欠けることはなく、あなたがたはわがことばを糧とすること
ができる。 
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14 もし、あなたが強いと感じ、あなたのそばにいる兄弟が苦労して自分の道を進んでいるのを見たとしても、優越感
に浸ってはいけません。なぜなら、あなたは虚栄心の重大な誤りに陥り、地の水分で膨れ上がる虫と同じになってしまうか
らです。私の新しい民には、王も領主も現れない。あなたがたの心からあらゆる悪い種を取り除き、あなたがたをわが預言
者とするのである。 

15 安全でない道から救われたことに満足してはならない。行って、失われた人を探し、彼らを救うことができる。謙
虚になり、慈悲の心を持ち、善意の人になれば、自分の任務を果たすことができる。 

16 主よ、私はこれから成就します」と心の中で私に言う者が大勢います。それに対して私は、「彼はまだ、仕事をこ
なす方法を学ぶ準備ができていない」と答えた。あなたはまだ、この道において十分に確固としたものではないのです。私
はしばしば、私の模範と私の使徒たちの模範を通して、あなたがたを強くしなければならない。 

17 第二の時代、人類は私に木の十字架を与え、人々 は私に殉教を宣告した。しかし、私の精神には、より重く、より
血の通ったもう一つのものがあった。 

18 あなたは、隣人のための愛と犠牲の十字架を背負い、そうして私のプレゼンスに入ることができるだろうか？見よ
、このために私はあなた方を地上に送ったのだ。だから、あなた方の帰りは、あなた方が使命を果たして私の前に現れると
きである。この十字架は、約束された王国の門を開ける鍵になるのです。 

19 もし、あなたが苦渋の道である十字架を背負って人生の道を歩むとき、大勢があなたを傷つけ、あざ笑うなら、あ
なたがイエスにしたことを思い出し、イエスがあなたにしたことを考えなさい：あなたを赦しなさい。 

20 わが子たちの中には、人間の声主の唇から出るこの言葉を、何と恐れながら聞いていることか。それは、それが聖
霊による霊感であることを知っているからであり、出席者の中には、ソドムとゴモラの終焉、後にエルサレムの滅亡を目撃
した者もいるのだ。 

21 これらの啓示を聞くとき、あなたは、あなたが地上で長く生きてきたにもかかわらず、あなたが私に提示する結果
が微々 たるものであることを思い出す。- 

昔、私はあなたがたに豊かな現世の財を与え、この財の中に霊的な豊かさの象徴を見るようにしました。今日、あなたは自
分の旅行カバンが空っぽになっているのを見ました。 

22 キリストはあなたのところに来たのです。キリストの体は生まれた後、リネンやシルクに包まれたのではありませ
ん。たった一枚の小さな破片が、彼の体を覆っていた。しかし、その言葉の中に、地上のどの国よりも強力な宝物をもたら
し、その国を象徴していたのです。- 

あなた方が理解するのが遅れたのは、この世の財貨を非常に愛し、魂の純粋さを愛さなかったからです。しかし、今日、あ
なた方は新しい時代に生きており、あなた方の精神が高揚し、人間の弱さを克服し、与えられたすべての精神的豊かさを開
花させるための新しい機会を得ているのです。 

23 成長した君たちは、大人でありながら、新しい時代への一歩を踏み出すには、あまりにも不器用だと感じている。
だから、私はあなた方の心を通して、あなた方の霊的成長の道を教えるためにやってきて、自分自身を知らしめたのだ。 

24 男も女も子供も、宗教団体や宗派の周りに集まり、わが霊の光がすべての肉体とすべての霊に注がれているにもか
かわらず、この時代の現実を前にして、眠っているのを見よ。 

25 あと何回試練を受ければ、貧乏人に対する侮蔑や、嫌悪と呼ぶ病気に対する嫌悪を感じなくなるのだろうか。あな
たに手を差し伸べ、あなたが恐怖のあまり背を向けたあのハンセン病患者が、あなたの父か、あるいは別の化身であるあな
たの子でないか、誰が知ることができようか。 

26 あなたがたは自分の肉から子を生むが、霊を家族、部族、国、世界に分配するのは私であり、この人間には近づき
がたい正義に、私の愛が現れているのである。 

27 人々 よ、私が与えたこの時間を使いなさい、それはあなたの精神にとって貴重で重要なものです。私の大きな声が
、あなたを無気力から目覚めさせました。わたしには、誰一人として罪の意識を持つ者はいない、わたしはすべての人を平
等に愛したのだ。人類が最終的にわが律法の中で和解し、「互いに愛し合う」という神の戒めを果たすことができるように
、互いに愛し合うことを始めなさい。 

28 自らをキリスト者と呼ぶ民族が、戦争によって自らを滅ぼし、兄弟を殺しに行く前に、敵に勝利を与えてください
と私に祈ることさえあるのは、どうしてでしょうか。愛の代わりに憎しみがあり、赦しの代わりに復讐があるところに、私
の種は存在しうるだろうか。 

29 わが預言者たちが、人類を戒めるために新たに立ち上がることが必要なのだ。野心と暴力に目がくらんで自滅する
民族がいる一方で、わが光を受け、人類を公平に裁く者たちは、自分の任務を遂行し、良い知らせを伝えることを恐れてい
るからです。もし、この人類が霊とともに祈る方法を知っていれば、わが声を聞き、わが霊感を受けるだろう。しかし、彼
女が祈るたびに、その（霊的な）目にはベールがかかり、わが臨在の光を隠してしまうのです。私は、人々 の身体が休まる
瞬間に来て、彼らの精神を目覚めさせ、呼び起こし、語りかけなければならない。キリストは、深い夜の盗人のようにあな
たの心に入り込み、愛の種を蒔いてくださるのです。 
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30 弟子たちよ、よく聞け。お前たちの無関心によって、主人がこの宣言の時を終えるとき、彼が無駄口を叩いたと言
う原因を作ってはならないのだ。しかし、この時間を生かさなければ、自分の恩義に泣くことになる。手の届くところに健
康の源がありながら、それを使おうとしなかったために、何度も絶望に襲われ、病に倒れることがあります。私の慈悲だけ
があなたを救うことができる。それに値するように、私はあなたのパンを飢えた者に分け与えるよう教えた。 

31 あなたの心に寄り添う神の慈悲を理解することで、すべての人を兄弟姉妹と考えることができるようになります。 

32 しかし、あなたがたの霊が、わたしの前に喜ばれるわざを行うことによって、自己を完成することができるように
、父の教えに心を砕くべきであることを、わたしは力強く告げます。 

33 今日、私の神聖な光線はあなたの世界に降り、それは宇宙全体にあり、すべての生き物の中で振動しています。あ
る人は直感で、ある人はインスピレーションで、またある人は人間の言葉で、あなた方の間で起こっていることです。 

34 この壁と屋根は、天候の不順と、兄弟たちの好奇心や侵入の目から、あなたを守る役割を果たすだけなのです。私
があなたがたにわが言葉を伝えるこれらの男女には、何の神聖さもなく、あなたがたのように人間であり、彼らの座る席は
わが玉座でもなく、わが裁きの座でもない。この小さなベンチは、声を出す人が絶頂に達するまでの間、支える役割を果た
すだけです。 

35 私は、あなた方の心に愛の王国を築くために来たのです。しかし、この王国の基礎が不滅で永遠であるように、私
はあなた方に聖霊の教えを明らかにした。その教えを知らなければ、あなた方は誤った信仰の教義を生み出すだけである。 

36 1950年までは、この言葉を使うことになる。その後、私はこの星をあなた方に託し、あなた方の使命を全うして
もらう。ただし、地球だけでなく、精神空間もだ。 

37 あなたの内なる集いと祈りの瞬間に、私はあなたを撫で、私の存在を感じさせるために来たのです、そうすればあ
なたは、霊から霊へのつながりが真実であることを経験するでしょう。こうして、あなたがたは、わたしが自分を知らせ、
あなたがたに言葉をかけるときはいつでも、わたしが来ることを期待するようになった。 

38 私があなたを呼んだとき、あなたの良心は「あなたはふさわしくない」と非難したことを思い出すからです。しか
し、あなたは私の声を聞いた。"私はあなたを愛している、私のもとに来なさい。""あなたは私の選ばれた者、私はあなた
を赦す。"と。そして、皆さんの心の中に、師匠への信仰と愛が花開いたのです。 

39 あなたの霊のうちに、わたしはこの嗣業を打ち立てた。この土台の上に、わたしの仕事を休ませる。この光は消え
ない。わたしが以前、あなたがたの心に火をつけたからであり、この教義は滅びない。わたしが以前、あなたがたを清めた
からである。 

40 私の地上での仕事を支えているのはあなたたちだと思わないでください。 

41 なぜ、私が最初の共同体の主宰者に、単純で訓練されていない心を選んだか、おわかりですか？なぜなら、たとえ
彼らがわが作品に多くの不完全なものを加えても、それは本質を失うことはなく、わが正義は適切な時に来て、穀物を切り
、あらゆる雑草から麦を分けるからである。しかし、最初の者が最後になり、最後の者が最初になると言ったことを忘れて
はなりません。世代から世代へと弟子たちが生まれ、その弟子たちが成長し、霊化し、理解することによって、霊の道を大
きく前進させることができるのです。 

42 あなたがたは、このように私に従うと誓いましたが、私は、あなたがたに誓う必要はなかったと言います。苦難の
道からここに来て、苦難に戻りたいと思う人間がいるだろうか。 

43 私はあなたのために、平和が宿る「真のいのち」の道を切り開いているのです。あなたは不吉な道を作り、あなた
の涙と血で印をつけるのです。 

44 私は、最も無学な者でさえ理解できる言葉で、私の教えをあなた方に授ける。なぜなら、私はあなた方に、よくわ
からない言葉や科学的な言葉で話すことはないからだ。なぜなら、私はすべての心と体に語りかける愛の言葉だからです。
私がこの形で話すのをやめたとき、あなたがこの知恵の霊的な内容を使い、明日、真理と知恵を含んだこの知恵を人類に伝
えることができるようにしたいのです。 

45 今、人類はこの教義の輝くビーコンを求めて、地球上のさまざまな地点に出発する道が開かれています。あなたの
全存在は今、わが言葉を証しするために準備されている。心、心臓、そして唇。そうすれば、あなたは、この水晶の水が人
の々間でさわやかな香りを放つ、純粋な泉のようになれる。 

46 運命を切り開け!私が示した道をまず旅することなく、私のもとに戻りたいという願望を抱いてはならない。贖罪
の果てに到達しなかったために、まだ洗い流されていない魂の汚れを見るのは苦痛であろうからだ。輪廻転生があなた方の
上を通過しましたが、あなた方の多くは、父なる神があなた方に与えた無限の恵みと愛に感謝することなく、彼らと共に通
過してきました。機会の数が多ければ多いほど、責任は重くなり、その機会を逃すと、償いと報復の重荷はその都度大きく
なることを忘れてはならない。これは、多くの人間が理解できない重荷であり、私の教えだけが明らかにすることができる
ものです。 

47 私の教えは、このはかない王国があなた方を支配しないように、その支配者になることを望んでいます。あなたが
聖霊の衣をまとって私の前に現れたとき、「父よ、なぜ私がまだこの世に生きていたいと思っていたのに、あなたは私を呼
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び捨てにしたのですか」と言われないようにしたいのです。- 

わが意志に同意していることを示すのは、なんとめったにないことだろう。 

48 今日、私はこの時代に初心者や弟子と呼ばれる人たちに、まず自分の精神が完全に発達するために与えられた道を
歩まなければ、誰も私に到達することはできないと言う。- 

これは賠償と正義の時である。私だけがそれぞれの審判を知る。過去に犯した罪は、今日、すべて清算される。過去に仲間
に死を与えた方が、今度は死者を（霊的に）生き返らせるために（地上に）来なければならなかったと、あなたがたに言え
ば十分だ。 

49 祝福された子供たちよ、私はあなたたちの祈りを知り、あなたたちの言葉を理解する。人はあなたを小さく弱いと
思って相手にしないので、あなたの中に隠れている精神が苦しくなってしまうのです。 

50 老人たちよ、あなたがたは時間と労苦の重荷に屈して、唇は沈黙し、心は悲嘆にくれている。あなたは人生で多く
のことを学びました。もはやこの世の栄光を望むことはできません。あなたの青春は過ぎ去り、あなたは死の先にある魂を
待つ生命にのみ望みを託すのです。兄たちが「お前は肉体的に協力しないので、何の役にも立たない」と思っているから、
役立たずに感じるのだ。しかし、あなた方の心には光が燃えていて、（経験の）本があることをご存じでしょう。あなたの
主人である私は、あなたを理解し、あなたの心を知っていて、あなたに言います。冷静に召還の時を待つ。心配しないでく
ださい。本当の人生、永遠の青春がそこに待っています。 

51 女の子は、私だけがあなたを理解しています。あなたの心は、花の入った聖杯のように、生命に開かれています。
あなたは愛や優しさ、幸せの夢を見る。しかし、私はあなたに言います：もう夢は見ない、目覚めなさい、あなたを待って
いる崇高な仕事を果たすために、あなたはよく準備しなければなりません、そして、あなたの苦しみの聖杯を空にするため
に非常に強くならなくてはなりません。しかし、もしあなたの心が愛するなら、あなたはこの愛の中に人生の旅路の支えと
慰めを見出すでしょう。 

52 この回復の時、わが正義は人々 に深い足跡を残すだろう。人々 は、自分のすべての働きについて説明しなければな
らない。この地球上の真理に目を開いた人々 は、すべての人のために「見守り」、祈るべきである。混乱の中で人々 が祈り
立ち上がらなければ、世界に混乱が支配することになるからである。ここでのこの瞬間も「観る」ことに徹します。あなた
方、平和のための功徳を積むために、霊的な祈りを課せられている人々 よ、無益と悪から離れ、魂をもっともっと整えなさ
い。 

53 憎しみと罪が消滅するまで戦う平和の兵士の軍隊を地上に準備することが必要である。私が今、集め、訓練してい
るのは、この軍隊であり、目に見える存在と目に見えない存在からなる。私の使徒ヨハネは、その啓示の中でそれを見る才
能がありました。 

54 やがてわが軍団は準備を整え、死と荒廃の野原を奪うだろう。彼らの到来は、人の心を揺り動かす旋風のようなも
のです。一人一人の中に嵐が支配し、その時代の暗闇に光を与えるのはビーコンだけ、そのビーコンが私なのです。私が地
上に送ったときに与えた任務を果たさないこの民の子供たちは、すべて霊の谷に呼び出され、戦わなければならない者たち
のために道を空けることになるのです。その後、渡った人たちは、御霊の中で働き始めますが、その努力はもっと大きなも
のでなければなりません。 

55 素直に任務を果たす者は、何も恐れることはない。嵐の中でも、神の烽火の光が道を照らしてくれるからだ。失敗
や破滅を招くようなことはないのです。 

56 この時を償う術を知る者は幸いであり、この戦いから無傷で生還することができる。しかし、まだ地上の宝を愛し
、最高の地位と栄光を熱望する者たちは、魂の最大の苦痛をもって償いに耐えなければならないのです。 

57 世を愛しただけの者が、父に何を捧げることができるのか。自分たちをこれほどまでに愛し、これほどまでに救い
の機会を与えてくださった方の前に霊として現れたとき、彼らは何と答えることができるのだろうか。 

58 皆さんは、今回のことで覚悟を決めたはずです。わが使者たちが、あなたがたのために命を捨ててまで、わが正義
を告げたことを思い起こせ。あなたは、そのような声を聞いても、真実とはかけ離れたものだと考えていたからです。しか
し、見よ、その使者や預言者の声は、今この時、さらに緊急性を帯びて響いてくる。本当にあなたがたに言うが、もしそれ
らのメッセージが人々 によって注意深く聞かれ、信仰をもって研究されるなら、私はわが新しい預言者を遣わして、この時
代の後に来るものを彼らに告げさせ、以前の預言者のために、まだ来ていない者たちは信仰を見いだすだろう」。 

59 自分の人生に平和があり、それを使って兄弟に憐れみの業を行う者は幸いである。心に痛みを抱えながらも、自分
を忘れて隣人を慰める人は幸いである。この人は、十字架の重さに屈して自分の道を歩み、それでもなお大勢の人を慰め、
癒し、赦したイエスの模範に従って生きています。 

60 預言者エリヤは、第三の時代の前触れであり、群れのために執り成し、祈り方を知らない者のために祈り、罪人の
汚点をそのマントで覆い、その再生を願うのである。エリヤは、無知、罪、狂信、人間の物質主義によって生じた闇と戦う
ために、その大勢、軍隊を武装させるのである。 

61 あなたがたの中にいる一人の「最後の者」のためにも、私があなたがたにみことばを説くたびに、私の王国では祝
宴が開かれ、あなたがた全員がそれを分かち合うのです。私の教えを初めて聞く人がいるとき、その人の心の中に疑いや辛
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さ、あざけりがあったとしても、師匠の中にどれほどの喜びがあるのかを知っていたら。- 

私の言葉は、すべての人間の弱点を克服する方法を知っています。 

今日、ある心が私に尋ねました。「もしあなたがキリストなら、なぜこの貧しさの中に留まっているのですか？しかし
、師は彼に言わなければならない。「いつ、私はあなたの世界で自分を王としたのか？私はいつ地上の宮殿に住んだのか。
かつて私は、あなたがたが人間としての私を知ることができるように、人間の間で生活し、私の完全な謙遜と柔和をあなた
がたに例証した。私は王であるが、人が私の冠、すなわち知恵を作ったのではない。私の王冠は、創造主の神聖な心の中で
輝く光であり、それが放つ光線は、あなた方の心の中に落ちる。それは、あなた方が自分を王だと思うためではなく、神が
あなた方の精神の中に置かれた偉大さを知り、私がイエスを通してあなた方に教えた真の謙虚さをもって、あなた方が謙虚
でいられるようにするためである：「私は道、真理、命です。 

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 68 
1 私はエリヤの群れを教えるために来たのだ。私の言葉は、この民にとって、荒野のイスラエルの民にとってのマナ

のようなものである。あなたの霊はこの間、人生の道程で無駄に真理を求めましたが、ついに主の声を聞くことができまし
た。私は、心の扉を叩いた「さすらい人」です。人々 は、「私のプレゼンス」を感じる代わりに、心配事や野心的な目標、
あるいは苦しみに自らを捨て続けてきたのです。私の存在を感じ、私の声を聞いたあなたたちは、人生の浮き沈みに耐える
力を得て、世の中の財産が楽園ではないこと、ここは約束の地ではないこと、世界は今や悲しい涙の谷、追放と償いの地で
あることを理解する光を得たのである。 

あなた方が真の安らぎと幸福を見出すのは霊的な領域であり、私はあなた方の到着を喜びの宴で祝おう。真の平和を願
う者はみな、わが真理に、わが方法に、平和を求めなければならない。人は、「王冠」や「王座」を手に入れることで、平
和を手に入れたと信じているが、それは無駄な努力である。王」の時代は終わりを告げたと言うことです。私の正義は民衆
にもたらされた。 

2 あなたの王である私は、地上にはいばらの冠よりほかに冠はなく、十字架よりほかに王座はないことをあなたに教
えました。そして、あなたがイエスにしたことはすべて、イエスはあなたを愛するために苦しまれたのです。今日、私が帰
ってきて、この世で新たにあなたに会っても、その血であなたを責めることはない。私は、あなたがたのために、愛と赦し
に満ちて、謙虚な人々 の間で、私がこのような形で来たことを理解しなかったこの単純な子供たちの間で、自分自身を知ら
せるために来たのだ。 

3 私は、あなたがたを腐敗から引き離し、その汚れを清め、弟子と呼び、尊い種を託し、「私の働き手」と呼びまし
た。この種を失う者は、前よりも貧しくなるのだから、私はあなた方にこの種を献身的に守るよう命じた。 

4 人々 よ、今こそ、わが律法の道を踏みしめよ。過去の時代の堕落が繰り返されないように、イスラエルの人々 の弱
さと堕落が障害となり、他の国々 が真の神を礼拝することができなくなったのだ。 

5 聖霊の光があなたの心を照らし、私があなたに明かすすべてのことを理解し、あなたの兄弟に満足のいく答えを出
すことができるようにします。私が教えたことをあなたの記憶に留めておくだけで、あなた自身の力に任せるとは思わない
でください。私の助けなしに、あなたは何を人に伝えることができますか？わが助けなしに、どんな証明をすることができ
ようか。しかし、もしあなたがたが、わたしの力とわたしの支えとを信じ、装備を整えるならば、あなたがたは病気を癒し
、不信仰者を説得し、死者をよみがえらせることができるようになるであろう。あなた方はある者を求め、ある者を受け入
れる。そして、私が人間の理解器官を通して自らを知らしめたという良い知らせが、人々 に与えられるだろう。 

6 1950年の最後の日、私の言葉を撤回するまで、私は平和と愛のメッセージを人々 に与え続けよう。この時代のわ
が顕現とわが言葉は人類を感動させ、宗教界はその根底から揺さぶられ、好奇心を持った科学さえも立ち止まり調査するよ
うになるでしょう。 

7 しかし、あなたは、このように単純な形で、しかもこのような形で、真理を見つけることができるとは思っていま
せんでした。しかし、これは、あなた自身の判断を形成するためにここにあります。 

8 私は、人間に理解できる言葉で、時には比喩的に、時には完全に明瞭に、あなたがたに話してきた。私の神性のメ
ッセージを伝えるには、一人では不十分だからだ。 

9 遠方からやってきて、旅行鞄は空っぽ、そのかわり心は不安でいっぱい。しかし、その天の声を聞き、私があなた
を迎えたとき、あなたは自分の人生の道が照らされ、心に平和、真の平和が入ってくることを体験したのです。 

10 それゆえ、あなた方は人間の知性器官を通してわが言葉を聞いたとき、これは第三の時であり、この形でのわが宣
教は短いものであること、それゆえこの教えを活用しなければならないことを認識したのである。 

11 良心に相談すると、道を踏み外したという答えが返ってくる。そして、遥か彼方と思っていた道に出会えたことが
、本当に奇跡だったのだと実感し、無限の至福を感じるのです。なぜなら、信仰には限界がなく、悔い改めにはすすり泣き
があれば十分であり、祈りには高揚の瞬間があり、刷新には償いの機会が必ず見つかるからである。 

12 その兄弟たちの輪の中に「最後」に入ったとき、あなたは彼らと一緒にいるのはふさわしくないと感じ、彼らを優
れた存在だと考えました。その後、あなたの忍耐と信仰と愛によって、あなたは弟子たちと一緒に座るようになりました。
ある者は謙虚さを保ち、ある者はわが教義を理解していないために虚栄心に満ち、自分を主人だと思い、それまで賞賛し羨
んでいた者を低く評価することさえあった。私は彼らを叱り、戒めなければなりませんでしたが、あなた方に良い模範を示
す人だけを模範としなさいというのと同じように、私が不従順で不親切な者をも用いて、偉大な知恵の教えを与えているこ
とを認識すべきなのです。 

13 ある者は、わが正義の最初の警告のサインで、従順の道に戻る準備ができているのです。しかし、傲慢な態度でわ
が戒律を冒涜し、律法を無視する者もいるのだ。そのとき、わが言葉は詳細かつ明瞭になり、人間は、わが戒めに対する謙
遜と従順こそが、あなたをわがもとに近づけるのだと理解するようになる。 

14 弟子たちよ、あなたがたに届く光をよく考えなさい。それは、新しいエルサレムの光の反射であり、無限大からの
メッセージをあなたがたに送るものです。 
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15 そして、私ヨハネは、聖なる都、新しいエルサレムが、配偶者のために飾られた花嫁のように天から下ってくるの
を見た」と預言したときに、ヨハネが霊の目で見た新しいエルサレムではありませんが、この国はその霊の都のシンボルと
なるでしょう。その住人は覚悟を決め、その心からは平和が流れ、その門を叩くすべての人に歓迎の挨拶がなされ、その精
神からは人類を混乱させる対立を解決する光が放射され、その神への礼拝からは他の民族のための精神化と高揚の手本が発
せられるものとします。 

16 今日、あなた方はまだ、この国がそのような運命を果たすことができるかどうか疑っています。この疑いは、あな
た方が神のマスターを聞き、その弟子を自称しながら、物質化し、世の中の快楽に執着しているのを見て、心の中にわき上
がってくるのです。 

17 私はあなた方を私の教えの道に急いで導きたくはなかったが、立ち止まってはいけないとも言ったことを理解して
ください。あなたは、人の判断を恐れていますか？わが大義のために受けるかもしれない苦悩を恐れているのか？あなたが
たに言うが、あなたがたのこめかみにいばらの冠をかぶせることもなく、血に飢えた大軍の鞭打ちや殴り合いのもとで、重
い十字架を背負うこともないだろう。 

18 汝の同胞を愛せよ、わが慈悲を至る所に蒔け、しかし、人々 が汝の奉仕に報いないからといって、決して恨むなか
れ。イエスの例を思い出せ! 

19 過去に私が血で示した道を、今日、私の光で示したのだ。しかし、いかなる汚点もつけてはならないし、不完全さ
や不正の痕跡も残してはならない。そうすれば、人は明日、このとき語った者は偽者であったと言うだろう。 

20 わが掟に背き、違反することによって、わが神聖なる正義に挑んではならない。また、地上の正義が不当な行為に
よってあなたに襲いかかる原因を作ることもありません。 

21 この時、あなたの霊が、その体が障害となって外に出ず、ベールとなって隠すことなく、その唇から出るすべての
言葉が生命に満ち溢れるように、自分を知らしめ、溢れさせてほしいのです。 

22 愛する人々 よ、あなた方にとって第二の時代は過去のものであるが、私にとっては現在である。ユダヤは今日、わ
が顕現の場ではない。エルサレムは、詩歌とオリーブの枝をもって救い主を迎える町ではない。今日、私がいるのは世界の
別の場所ですが、同じ人たち、同じ精神を持っています。今、あなたの心は都であり、あなたの詩歌とオリーブの枝は内な
る喜びである。 

23 今、私の周りにはペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブ、バルトロメオ、フィリポなどの弟子たちがいません。彼ら
は使命を果たし、あなたたちに模範を残してくれました。自分の才能をはっきりと感じることができる。ある人は霊的なビ
ジョンや夢を通して預言の賜物を、ある人は言葉の賜物を、さらにある人は霊感や霊的な対話、癒しの賜物を表現するので
す。しかし、同じ能力があなた方全員に存在し、それは兄弟への愛の業を通して発展させることができるのです。 

24 あなた方は皆、私の宣教中に変容を見たり感じたりしたことがあるでしょう。私があなた方に言葉を与える声の担
い手があなた方の視界から消え、あなた方への愛に満たされたキリストが霊的な姿で現れるのです。 

25 弟子たちよ、私たちはすでに「都」の門に近づいているのだ。見よ、これが人類の心である。師と弟子を迎える準
備はできているのだろうか。 

26 見ていて、祈りなさい。ある者は賛美の歌で私を迎えるが、パリサイ人は待ち伏せていて、ある者は沈黙のために
金を差し出そうとするだろう。誘惑に陥らないように気をつけなさい。この試練の中から、信仰を裏切る悪い弟子たちが出
てくるのです。 

27 平和と新しい教えをお届けします。第二時代のわが犠牲が、あなたたちがエホバの祭壇に捧げた無実の動物の犠牲
を廃止したとすれば、今日、わが神聖なる言葉の滋養は、この世のパンとワインを通してわが身体とわが血をもはや表すこ
とがないようにさせた。生きようとする魂は、すべて神の霊を養わなければならない。わが言葉を聞き、それを心に感じる
者は、真実に自らを養う。この者は、私の体を食べ、私の血を飲んだだけでなく、私の霊を奪って自らを養ったのだ。この
天の食を味わった者が、人間の手で作った形や姿に再び私を求めることがあろうか。私は折に触れてやってきて、伝統や儀
式、習慣を取り払い、あなた方の精神には、律法とわが教えの精神的核心のみを残すのだ。 

28 これは想起の時であり、内なる収集と内省の時である、私をあなたがたの中に入れてください。私は都会と戦場か
らやってきて、わが子たちと苦渋のパンを分かち合ってきたのだ。私はすべての道を歩いた 

私は光を広げ、奇跡を行い、人々 の間に私の存在を証明した。しかし、あなたが私を受け入れ、私の言葉を最後まで聞くこ
とが必要なのです。 

29 わたしがあなたがたの心に住まいを用意し、わたしの食卓があり、その上にパンがあるのを見いだすように。優し
いヨハネにしたように、あなたにも私の愛に言い寄られていると感じてほしいのです。- 

人々 よ、内なる準備をし、真の霊的警戒心を見出し、神を冒涜することなく、それを顕現させるようにしなさい。あなたの
心はまだ罪と情熱でいっぱいですが、私の神聖な光線を受け取っていることに気づいてください。第二の時代、あなたがた
は私に十字架を負わせ、打撃とあざけりを与えたのなら、今日、あなたがたの心に私を住まわせなさい。 

30 私はあなた方に準備、つまり刷新と精神化を求めます。そうすれば、1950年が来たとき、大勢は非常に大きなも
のになるでしょう。わたしのまなざしは、大勢の中から、十四万四千人に属する者で、わたしがその額に印をつけ、その務
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めを認識させなければならない者を見出すからである。しかし，最後の日に，各部族の1万2千人が（皆）印を付けられな
いとしても，心配しないで下さい。 

無限から私の愛撫を感じさせ、命じられた任務を与えよう。宿泊先は無頓着。なぜなら、私だけが、すべての被造物の
運命と仕事を割り当てることができ、私の出発後にそれを行える者はいないからである。 

31 私の言葉を聞かずとも、この数に属する者が誰であるか、一九五〇年以降にあなたに知らせる。- 

私の言葉が終わった後、人々 の信心を利用するために、あなたの真似をしようとする者が出てくるでしょう。しかし、あな
たはすべての虚偽を発見するように準備されます。 

32 あなた方は、私の別れの言葉を、私が与える形で心の中に留めておくのだ。しかし、あなたはこの証を他の国々 に
伝え、私がすべてのわが子たちに霊的に非常に近い存在であることを人類に伝えなければなりません。 

33 今日、私はあなたに言います。ここに、人がガリラヤのラビと呼んだ師がいる。私は永遠の教え、愛の教えをあな
たに授けます。今日、私が招待する宴会は霊的なものであり、パンとワインも同様です。しかし、今日、いつものように、
私は道であり、真理であり、命である。 

34 私の力を与えよう。この第三の時は試練に満ちているからだ。死者を覆う石板のように冷たかったあなたの心に、
私の温もりが染み込み、すでに父への愛に鼓動しているのを感じるでしょう。あなたがたは、大群衆の中から、額に神の印
をつけるべき者たちを、わたしが少しずつ選んだことを見たであろう。そして、わたしが彼らに着せたこの恵みは、彼らが
他人より自分を高くし、彼らを辱めるためのものではなく、この教えがすべての人のためにあることを認識しているので、
隣人に奉仕する準備ができている者の謙虚さでこれを負うべきことを、わが言葉が彼らに告げていることを見たであろう。 

35 この民に、悟りを開いた心で、話すこと、見ることのすべてを完全に理解した上で、それを経験させなさい。この
恵みの時間が、あなた方にとって日常になってはならないし、また、不必要なことに気を遣ってはならないのです。 

36 私がこの現れとともに私のプレゼンスの証を与え、あなた方一人ひとりの人生の道に奇跡を起こしたこの期間は、
明日の戦いであなた方を強化する記憶となり、あなた方は降伏、霊化、愛をもって自分の道を進むことができるようになる
でしょう。わが律法は、モーセがシナイから下りてきて、そのふもとにいる民を探し求めたときの顔のように、あなたの良
心を通して輝き、あなたの道を照らしてくれるでしょう。 

37 十二部族は新たにわが律法の周りに集うであろう。そのとき、わたしは彼らに言う。『キリストのよい弟子として
、わたしの臨在のよい知らせを伝えるために出発しなさい』と。 

38 すべての予言は実現し、人類はその最も隠れた未知の隅から、謙虚で、物質的には貧しいが精神的には強く、わが
律法に熱心で、同胞に慈悲深い人々 が出現するのを見ることになる。その聖域は内側にあり、目に見えず、触れることがで
きないため、破壊することは不可能である。そこには、彼の道を照らす、消えることのない光が燃えているのです。その生
き方や訪問は辛く苦しいものですが、そのために弱ることもなく、不満や悲しみから不平を言うこともなく、私に背を向け
ることもなく、使徒の力を持っています。人々 は、汚物、泥、罪から法と徳に立ち上がり、愛と恵みの道を歩むようになる
のです。あらゆる場所でわが霊が感じられ、あらゆる目が私を見、あらゆる耳が私を聞き、あらゆる心がわが啓示と霊感を
理解するようになる。不器用で教養がないと思われていた人たちが、突然悟りを開き、わが預言者に変身する。その唇から
は、枯れた心に澄んだ水のような言葉が出る。 

39 この水は、預言者たちが、私という知恵と真理の泉から汲むもので、その中に健康、純潔、永遠の命を見出すので
す。 

40 今、人類に注がれているすべての痛みは、人類が浄化を達成するための苦汁の杯なのです。やもめや孤児は日に日
に増えていきますが、彼らの荒廃と嘆きの上にマリアのマントが広がっています。私の正義があなたの世界に現れ、それを
通じて地球の顔さえも変わるでしょう。自然は人間にその穢れの責任を求め、そのために自然の力が解き放たれるのです。
私を信じると言っていた科学者たちは、狼狽し、混乱し、私の正義が来るのを見て、"父よ、父よ 

"と叫びました。しかし、彼らの叫びは、愛や反省からではなく、自分の命やこの世に所有するものへの恐れからでした。
もう一度言いますが、私に「父よ」と言う人が皆、私を愛しているわけではありません。 

41 人類がすべての審判の兆候を見たとき、金持ちは急いで自分の持っているものを貧乏人に分け与え、罪を犯した者
は許しを請うだろう。もし、盗み、悪徳、虚偽で自らを汚した者が悔い改め、その汚れをきれいに洗い流すならば、本当に
あなたに言おう、水の洪水は穏やかに川底に戻り、嵐のような嵐は微風になり、人を魅了した戦争は平和の天使に変わるだ
ろう。しかし、あなたの心は硬く、そばにいる裸の人を見ても冷たさを感じず、あなたの助けが届いても、同胞の飢えや痛
みを感じないのである。 

42 誰も、自分がこの世の巡礼者に過ぎないということを考えたくないし、永遠への旅路に役立つようなことをしたい
とは思わない。 

43 私はここにいる、人類、霊的に存在し、実在し、真実である、あなたの内と外に。あなたが御言葉の声を聞き、サ
ンダル、旅の食べ物、杖を手にして旅立ち、私の教えの道を踏んで、あなたの唯一の神である彼の前に行くことができるよ
うにするためだ。 
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44 イスラエルの民よ、あなたたちは私の前にいる。あなた方は無知な子供のようにここに来て、自分の魂に、償わな
ければならない大きな罪悪感を持っていることに気づいていない。この時代にもう一度送り出されたのは、昔の罪を償う機
会を与え、私が望むレベルまで昇華させるためです。 

45 この日、あなたは私の言葉を聞きに来た。そして、心の不安を抱えながら、私の前にひれ伏し、私があなたのもと
に帰ってきたかどうかを尋ねる。しかし、私はあなたがたに言う。考えてみれば、私があなたに私の愛を現し、あなたに私
の存在を感じさせていることに気づくでしょう。私は、この遺産を受け取り、兄弟たちに伝えるために、大勢の中からあな
た方を選んだのだ。 

46 あなたは私の前に闘争を、他人のために労苦と悲しみを差し出し、私はそれが私に喜ばれるものであるから、それ
を受け入れる。私は、あなたが疲れて、足から血を流しているのを見ますが、人生が与えてくれる経験を積んでいます。あ
なた方の中には、私を手本として、忍耐と精神の高揚をもって任務を遂行する者がいる。あなたの後に来る人たちのことを
考え、彼らのために道を整えなさい。あなたの模範が最高の遺産となるのです。あなたが謙虚に生き、私の戒めに従って働
く限り、あなたは私の平和を感じることができる。しかし、私の指示に耳を塞ぐと、あなたは道を踏み外し、人があなたの
行動を瞬時に見て判断していることを考えません。わが力とわが知恵を語るのに、わが言葉を自分たちに当てはめて褒め称
えるなど、どうしてできよう。あなたがたがふりまわしているものより偉大な、わが子たちひとりひとりに与えた真の偉大
さを感じてください。私が奇跡を与えたら、それを喜び、それによって私の愛が示されたことを思い出しなさい。 

47 私の譬えを勉強してください。 

48 「ある地方に由緒ある老人がいて、その老人が宴会に招いた男や女、子供たちに囲まれていた。みんなそれぞれ違
う道からやってきて、その老人の誘いを受けた。高らかに鳴り響く鐘の音に誘われて、彼らは長い列車に揺られながら、自
分たちを呼んでくれた人の住む場所へと、献身的に急ぎました。 

49 その群衆が住居に入ると、食卓には肉体を養うためのパンも食べ物も水もないのを見て、ある者は失望し、ある者
は嘲笑し始めた。彼らは、一見謙虚に首をかしげるが、内心では老人に不平を漏らしていた。しかし、その人たちの内面を
知っている彼は、彼らに語りかけた。 

"私のもとに来て聞きなさいあなた方は、人生の道を歩む漂流者のように、自分を救う道標もなく過ごしてきた。あなたは
愛と喜びを失い、この世に生まれてきた目的を知らないのです。また、あなた方は人生の波乱、世間やその情念に負けるこ
とを許した。だから、私はあなた方を呼んだのだ。あなたを幸せにする道を示し、光を与えます。"老人が自分たちの心を
読み、考えを知っているような気がして、恐る恐る、自分たちの病んだ体、疲労感、精神的な渇きを指摘したのである。 

50 老人は「幸せになれ」と言った。「必要な品物を与え、飢えと渇きを満たしてやろう」。 

51 その大勢の中には、偽善者も純粋な心の持ち主もいて、皆、教えに耳を傾けていた。彼はその完全な指示の書を開
いて、その言葉を食物として彼らに与え、それが終わると、「あなたがたは空腹を満たしたか」と彼らに尋ねたのである。
満腹になりましたか？"彼らは、愛がこれほどまでに強いものだとは想像もしていなかったので、自分たちが受けた奇跡に
感謝したのです。- 

老人は、「私を受け入れたことを喜びなさい」と語りかけ続けました。これは魂を養うパンであり、愛と完璧を求める渇き
を癒す水である。" 

52 そして、人々 がそれらに従い、その食物を受け取るに値する存在であり続けるように、法律と戒めを与えたのです
。このメッセージを理解した人々 は、その尊い老人が教えてくれた美徳に従い、常に実践して生きることを誓ったのである
。そして、「強いと感じたら、その教えを他の地域にも伝えるべきだ」「『先住者』がこの使命を遂行し、残りの者は残っ
て新参者を迎え入れるべきだ」と告げたのである。 

53 その任に就いた者は、老人の力を借りて、この使命を果たすために出かけていった。彼らは見守り、祈り、仕事を
始めた。皆、同じ理想で結ばれ、そのパンを飢えた人々 に届けるという一つの思いが支配していた。その過程で困難に遭遇
し、それを乗り越えようとする精神があった。しかし、やがて彼らは弱り始め、老人を（内心で）裁くようになった。「こ
の人の庇護があれば、どこに行ってもついてくるのだろうか」と。彼らは、時折、老人が自分たちを集めてくれた家に戻る
べきであると知っていた。 

その人々 が初めて老人の声を聞いた日の記念日を祝う時が来て、大群衆が押し寄せたが、去って行った弟子たちは帰っ
て来なかった。彼らは道を誤り、律法を曲げたのだ。老人は、その弟子たちがいなくなったことを痛感し、新しい使者を育
てて仕事に送り出した。前者は義務に反して行動し、その教えの本質を忘れたが、後者はその老人が教えた徳の名において
語り、その言葉の真理によって心を改めた。"とある。 

(譬え終わり） 

54 わがたとえを学び、わが戒めを全うしようとするならば、最も警戒しなければならないことを忘れてはならない。
病める者、渇く者、飢える者を集め、彼らに御霊のパンを与えよ。心に愛を注ぎ、あなた方は私の光と回復の仕事の大使で
あることを自覚しなさい。傲慢と虚栄心が生じないように、自らを卑下しないように。わが掟の遂行に手を緩めてはならな
い。互いに愛し合えば、平和に暮らせる。 
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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 69 
1 今この瞬間、私はあなた方のあらゆる罪を許しますが、同時にこうも言っています。行くなら、犠牲を払ってでも

、二度と罪を犯さないように。私はあなたの心に一冊の本を書きました。しかし、もし私がこの教えを求めたとしても、あ
なたはそのページの一つも私に説明することができません。 

2 あなたがたが積極的な隣人愛を実践するために、わたしはあなたがたに小さな試練を与え、パンと慰めに飢える者
をあなたがたの道に置くことにした。しかし、あなたは何度、私に扉を閉ざしたことでしょう。私は、あなたの慈悲を求め
る兄弟たちの心の中に、自分を隠していると何度も言ってきました。- 

弟子たちよ、主があなたがたに与えたこれらの機会、すなわち精神的、物質的な利益を分配することは、完全な慈愛を実践
することであり、報酬を期待せず、代わりにあなたの善行の帳簿に書き込まれることである。わたしがあなたがたのために
したことを通して、わたしの慈悲をあなたがたに示さなかったではないか。だから、兄弟のために努力しなさい。あなたが
不可能だと思ったことを、私が何度叶えてあげたか、思い出してください。今がわが新たな啓示の時であることを世に知ら
しめたいなら、愛の業を通してそれを証しし、わが教えの中であなた方に教えたことと反対のことをしてはならない、そう
すればあなた方はわが現存を否定することになるからである。 

3 もし、努力しても種まきの実を見ることができなくても、心配は無用です。この愛の行いは、あなたの家のドアを
ノックする貧しい人に、あなたが支払いを期待しないでするようなものです。しかし、（肉体の死後）あなたの霊には、そ
の上にあるレベルから降りて、地上に残した種の実りを楽しむ機会を与えよう。 

4 家庭を持つ父親なら、子どもの心の成長の表れを敏感に感じ取ることができるはずです。あなたがたに託された子
供たちを、愛と慈しみをもって観察し、新しい世代を、わが光で照らされた道に導くことができるようにしてください。奈
落の底に落としたり、落とし穴を掘ったりしてはいけない。これらの魂は、この時代のソドムとゴモラに入ってはならない
。 

5 多くの人がこの御言葉について質問するときが来るから、忍耐強く武装しなさい。その中で、新しいパリサイ人や
律法学者が、あなたがたに質問しに来るでしょう。あなたがたは、これらの質問者に対するあなたの答えと行為について、
われに責任を負わなければならないからである。 

6 今日、あなたの心は喜びで鼓動し、あなたが送り出す祈りは、香や花の香りのようです。あなたの思考がこの純粋
さに達したとき、あなたの主の近くに住む正義の霊と一体となります。 

7 いつでも私はあなたがたに、「祈りなさい」といってきた。今日は、祈りによって知恵を得ることができることを
お伝えします。もしすべての人が祈れば、私が敷いた光の道から外れることはないだろう。祈りによって病気が癒され、不
信心者がいなくなり、魂に平和が訪れるのです。 

8 わが恩寵を拒んだ人間が、どうして幸せになれるというのか。彼は、愛や慈悲や優しさは、人間の生き方の資質で
はないとでも思っているのでしょうか。 

9 霊的な生活もまた、法則によって支配されており、もしあなたがその法則から逸脱すれば、すぐにその痛ましい結
果を感じることになるでしょう。その素晴らしさを実感してください 

私の願いは、あなたを救うことです。今日もあの時と同じように、私は十字架を背負って、あなたを真のいのちによみ
がえらせます。カルバリーで流されたわが血が人の心を震わせ、わが教義に改心させたように、今この時もわが神聖なる光
が魂と肉体を震わせ、あなた方を真の道へと連れ戻すだろう。 

10 恵みの命に死んでしまった人たちに、永遠に生きていてほしい。あなたの魂を暗闇に住まわせたくないのです。 

11 正義の声が聞こえないのか？自然の力が次々 と地域を荒廃させるのを見ないのか？あなたが高潔な生活を送れば、
このように私の正義を感じる必要があると思いますか？もし、私があなたを純粋だと認めたなら、あなたを浄化する必要は
ないでしょう。 

12 この地上での生活の中で、あなたの体をおとなしくさせなさい。あなたの弱さのために、後であなたの魂が苦痛の
中で自らを清めなければならないのは、正しいことではありませんから。 

13 罪人はこの言葉を聞いて涙を流し、この世の汚れを洗い流すにはどうしたらよいかと私に問うのです。それに対し
て、私はこう答える。同胞の間で慈悲の行いをしなさい。あなたの世界は慈愛の種をまくのに適した畑なのです。そこには
、さまざまな形で苦しんでいる何百万人もの心、悲惨な家庭、悪徳に堕ちた男女が住んでいるのです。贖罪の場、病院、刑
務所、戦場があふれている世界です。許しなさい、あなたの人生で多くを許しなさい、許しは愛から生まれることを理解し
なさい。真に私を愛する者は、隣人を愛さねばならない。彼はわが子であるから、彼に怒られたときはいつでもその人を赦
さなければならない。私が十字架にかけられたときの最初の言葉が、私を十字架につけた者たちへのとりなしと赦しであっ
たことを思い出してください。 

14 しかし、地上だけでなく、霊的な生活においても、兄弟たちの前に道を清め、通れるようにするためだ。 

15 多くの人が私の言葉を聞きに来るが、それぞれの体にどんな霊が隠れているかは、私だけが知っている。ある者は
冷たい心で、ある者は疑いながら私の話を聞きますが、私の神聖な霊力を感じて愛と喜びに震える者も多くいれば、物質的
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な性質では理解できない後悔に苛まれる者もいるのです。そのとき、多くの者がピラトに叫んだ。「彼を十字架につけろ、
十字架につけろ」と。しかし、今日、彼らはすすり泣き、その痛みの中で、目に涙を浮かべて叫ぶことができるだろう。"

彼をはりつけにしてはならない、それは神聖なマスターである！"と。 

16 何度も言いますが、あなたと彼らは同じなのです。私の食卓から新たに葡萄酒を味わい、パンを食べに来なさい。
子羊を食べよ、それは命の種である。飢えている者、渇いている者、汚れている者、自分を強くし、満足しなさい。この時
のわが食卓では、男も女も使徒となる。この食卓に、私はあなた方の霊魂を置くのだ。 

17 この時代、霊能者の旗を高く掲げたのは女性たちでした。彼女たちは、主の律法を熱心に守る使徒の印を道に残し
てきました。私の新しい使徒職では、女は男の次になり、私に仕える年齢もない。大人も子供も老人も、若い娘も母親もそ
うする。私が求めているのはあなたの精神であり、幼年期をとうに過ぎていることを、今一度あなたに告げます。第二の時
代のように十二人のしもべがいるのではなく、各部族から一万二千人ずつ、百四十四万人がいるのです。彼らは人類の中に
散らばっているが、私の愛が彼らをマークし、ある者はこの世に、ある者は霊界に住んでいても、霊的に彼らは一体となっ
ているのだ。地球上に住む人のうち、ある人はある言葉を話し、ある人は別の言葉を話す。 

言語しかし、誰もその運命の道から外れることはない、わが聖霊の光が彼らを導くからである。私はこの木の幹も枝も葉も
知っている。この木は人類に日陰を提供する役目を担っているのだ。 

18 わが霊は、過去の約束の成就のために、その啓示をあなたがたに与える。あなたがたに告げます。あなたがたはす
でに、告げられた時代に生きているのです。戻ることを約束し、ここにいます。私は、わが来臨の前に起こるはずのしるし
と、わが臨在の時にあなた方の間に起こるであろうことをあなた方に知らせ、すべてがどのように実現したかを見ることに
した。私が来るという約束は、あなたがたの霊魂の中に生き続け、あなたがたは私を待ち望んでいた。しかし、今日、わた
しがあなた方と共にあり、あなた方がわたしに耳を傾けているのだから、わたしはあなた方に尋ねる。いつになったら、私
の苦しみを自分のものにするのですか。イエス様が命を捧げられた任務のために、あなたはいつ本当に愛し、苦しむのでし
ょうか？ 

19 人びとよ、わたしのことばは、あなたがたの心を震わせ、あなたがたを愛してくださった方が十字架で命を終わら
れたことを思い出すとき、目から涙がこぼれ落ちる。あなたは私が十字架上で血を流して死んだことを思い出し、そしてあ
なたの精神が揺さぶられるのです。しかし、人間よ、イエスの肉体的苦痛が残酷であったとしても、それは神霊の苦痛のか
すかな反映に過ぎないことを知るがよい。 

20 今日、わたしはあなたがたに、わが言葉のパンを捧げる。澱粉でかき混ぜたのでもなく、眉の汗で得たのでもない
パンである。エリヤは、第三の時代にあなたが入って主の食卓につくことができるように家の戸を開け、あなたが主の前に
入ることができるように、あなたの道を祝福してくれました。 

21 自分を汚し、私の前に現れるに値しないと思っていた者たちは、今日、純粋さを感じている。それは、私の血の流
れが止まっていないからだ。私の傷はまだ閉じていない。人々 が道から外れ、罪に陥るたびに、十字架上の犠牲、人の孤独
と闇が私の霊に存在するのだ。 

22 また、この時の霊台から、悪い弟子が裏切りや悔恨を隠して立ち上がり、また今日も弟子たちが私にその質問をす
る。"師匠、それは誰ですか？"と。 

23 その時、私は私の使徒たちだけに囲まれて最後の食事をし、キリストが彼らに言われたことを彼らだけに聞かせた
。今日、私は多くの新しい使徒たちと霊的に食事をするが、彼らの中にパリサイ人、偽善者、裏切り者を発見する。大勢の
人々 の中には、さまざまな宗教団体の男女が、この御言葉とその現れについて探求し、そして自分たちの知っていることに
基づいて判断し、それが真理であるかどうかを言えるようになるためにやってくるのです。あなた方全員に、私が贈るこの
霊的な知恵のメッセージの証人となるようにと、私が送っているのです。それは、真理の御霊だけが明らかにすることがで
きた第三の聖書である。 

24 考えてみると、肉によるイスラエル人はモーセの律法と預言者のことばを守り、クリスチャンはモーセの律法とキ
リストのことばを一つの律法に統合したのです。では、この霊能者の人たちが、その二つの証書を聖霊の啓示で統一するこ
とのどこがおかしいのでしょうか。モーセの律法、キリストの愛、そしてこの時代のために約束された慰め主の知恵がここ
にある、これが完全な契約の箱です。 

25 人間よ、人の心を宗教の道に向かわせる者よ、この光に目を開き、愛を求め、正義を叫び、光を求めるこの民衆に
思いを馳せてください。人のように立ち上がり、キリストを、キリストの真理を、キリストの約束を求める人々 のごく一部
に過ぎないのです。人間が永遠のもの、霊的なものに目を向けることに注意せよ!それとも、目はあっても見えていないの
でしょうか？だから、夜の盗人のように来て、眠りについているあなたがたを驚かせ、新しい日の光で目覚めさせようとし
たのだ。 

26 長い間、私はこの民を教え、人が隠していた教えを明らかにした。また、彼らのためにとっておいたものを明らか
にしたが、まだすべてを話したわけではないし、1950年まではこのような形で自分を知らせることはないだろう。私の教
えを聞かなかった人たちは、私の「金の羽」によって書かれた本を通して、私のメッセージを受け取ることになるのです。 
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27 私の旅立ちの後、多くの者が民衆に、私の教えに逆らって立ち上がる。海は、わがしもべたちを戦わせ迫害しよう
とする者たちによって渡られるでしょう。しかし、誰が神主の光を抑えられるでしょうか。誰が精神の進化を止められるの
か、時間を戻せるのか。もし第二時代の人々 が、キリストを十字架で殺せば、彼の教えが死ぬと信じたなら、彼らは自分の
手で判決に署名しただけで、キリストはその無限の愛で十字架上のすべてを征服されたのである。真実は、光と同じように
、どんなに暗くても必ず暗闇に打ち勝つ。 

28 わが霊は、苦痛と闘争によって実を結び、蒔く者の到来を待つだけの人間の魂である畑に蒔く種をあなたに与えて
いるのです。やがて、わが名とわが教えは、すべての唇にあらためて刻まれるだろう。 

29 愛のレッスンを与えるために、私は愛する弟子たちよ、あなた方の足を洗っているのだ。1950年、あなた方の間
で私の言葉が使われる最後の年に、まだ「子ども」である人たちが弟子になっていることを、私は望んでいるのです。今日
、あなたはまだ喜びをもって私に耳を傾けている。しかし、それが最後の時であることを知りながら私に耳を傾けるとき、
あなたはどうなるだろうか。- 

第二の時代の試練を思い起こさせるが、私は人の心の器官を通して、新しい言葉であなたたちに語りかける。私が直接あな
たたちに語りかけたなら、あなたたちはわが言葉の力、その光の強さ、わが存在の威厳に耐えられないだろうから。 

30 だから、わたしはかつて人間としてあなたがたのところに来たし、ヨハネに対しても、わたしの十字架につけられ
た後、わたしの啓示を理解できるように、いくつかの象徴的な像のもとにわたしを現したのだ。私の神性との直接的な結び
つきを、霊から霊への顕現として受け取ることができるように、私はあなた方に働きかけているのだ、と真に告げます。1

950年以降、あなた方はもはやこのような形で私の声を聞くことはありませんが、あなた方の霊的高揚が大きくなるため、
私の存在を感じるようになり、その後、霊的交歓の時間に完全に入ることになります。そして、ひとたび団結と兄弟愛があ
なた方に入り込めば、それは偉大な奇跡の時となり、私の声が人に聞かれる時となるのです。そして、戦いと迫害が起こり
、これらの集会所の扉は閉じられ、あなたの家は誹謗中傷されるでしょう。あなた方は魔術師と呼ばれ、親族はあなた方を
見捨て、あなた方の中にはわが大義を守るために投獄される者も出てくるでしょう。しかし、あなたが落ち込まないように
、私はあなたとともにいる。私は命であり、私があなたの中にいるならば、誰が「永遠の命」と戦うことができるだろうか
？ 

31 弟子たちよ、用心しなさい。あなたがたの声が今日まだ眠っている者たちを目覚めさせるとき、彼らは宗派や教団
からやって来て、あなたがたの持っているものは偽りで、契約の箱や約束の成就、七つの封印の内容を持っていると言うだ
ろう。そして、私があなた方に与えた武器、すなわち愛と知恵の武器で戦う方法を知らなければ、人類の間に多くの混乱が
生じ、真理を求め、光を渇望する人々 が、呼ばれた場所に行き、道を見失うかもしれません。 

32 この民を導き、指導する使命を受けたあなた方は、タボル山での変容の際に一致して現れたイエス、モーセ、エリ
ヤの例にならって、精神統一して兄弟愛の模範を示しなさい。 

33 弟子たちよ、私はこの時代、みことばだけでなく、あなたがたに絶えず豊かに与えてきた私の恩恵によって、あな
たがたを教えた。象徴の時代は終わった。今日、あなたたちは象徴なしに私を信じ、私を愛し、私を理解する。今でも、私
の言葉の中の象徴は少なくなっている。なぜなら、あなたたちは今、私の指示を理解し、それを理解し、愛のわざの中で実
践することができるようになったからだ。 

34 もし、イエスが神の子だから痛みを感じないと思っているならば、それは間違いです。今日、私は御霊によって来
たから、苦痛から解放されたと思ったら、それも間違いです。あなた方が最後に私と一緒になることを知っているから、私
は今日も苦しんでいないと思うのなら、それも正しいとは言えません。本当に申し上げますが、神霊ほど敏感な存在は他に
ありません。- 

と問いかけます。すべての生き物に感覚を与えたのは誰なのか？私に喜びを与えないような、どんな良いことをすることが
できようか。そして、あなたがたは、わが感受性を傷つけるような、どんな悪事を働くことができようか。だから、人類は
わたしをあらためて十字架につけたのだと、あなたがたに告げます。いつになったら、私は十字架から降ろされ、いばらの
冠から解放されるのでしょうか。 

35 今日、あなたがたは、私がいつも与えている霊的なパンによって、イエスの晩餐を記念するのです。第一の時代に
は砂漠のマナ、第二の時代には魚の奇跡と、素晴らしい教えの例をあげてきました。私の食卓で私が祝福し、配ったパンは
、神の代表であり、私の愛を理解するためにあなたの霊に与えた教えであった。今日、私は天の教えを語る物質的なパンを
持ってきたのではありません。シンボルの時代は終わったのです。今日、わたしがあなたに与えるのは、この顕現があなた
がたが知ることになる最高のものではないこと、また、この仲介者を通じてあなたがたに伝えるべきことのすべてではない
ことを伝える、わたしの言葉だけである。 

36 愛する人々 よ、人間としてあなた方の間で過ごした最後となったあの夜、私が行ったすべてのことを、また、私の
教えの中であなた方に語ったあの瞬間のすべてのことを、この数時間に思い出し、思い返してみなさい。私が地の果てから
呼び寄せて集めた第三の時代の弟子たちよ、歓迎せよ。私はあなた方を集めて、目の前に広がる砂漠を横断するイスラエル
の新しい「キャラバン」を形成し、そこで主の新しい教えを受けるようにしたのだ。 
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37 教えを受け、試練を乗り越えても、偶像崇拝から解放されない人がいるのですね。私は、あなたが上を向いて歩け
るように、その道を清めたことを認識しなさい。しかし、疑いを雲のように邪魔して、あなたの精神が私の光を見るのを妨
げてはなりません。 

38 この時期、あなた方は人間の誘惑から解放され、私はあなた方に生活必需品だけを与えていることにお気づきでし
ょう。 

39 砂漠の中にヤシの木があり、澄んだ水が湧き出る泉を発見したんですね。見せかけではなく、幻想でもなく、現実
だったのです。ヤシの木の枝と木陰は私の霊的存在、その実が私の言葉、その源は私があなたの心に注いだ愛と知恵である
。 

40 私の話を注意深く聞いた者は、今度は自分の良心の声を聞き、自分を裁き、自分の仕事を認識し、自分が作り出し
た苦痛を自分で引き受けることを学んだのだ。そして、御霊は肉に深い教えを示し、試練の中で優しく献身的にならなけれ
ばならないと説得します。これらの深い思索に到達した者は、わが神聖な戒律に逆らうことはないだろう。 

41 第二時代のように、わが言葉は誰にも隠れることなく、無知な者、理解ある者、心の清い者、罪人、誠実な者、偽
善者にまで届かせるのだ。天の鐘はすべての人のために鳴ったのです。もしこの人類が、その大多数において、私がキリス
トとしてあなた方に教えた教義の泉を飲んでいたなら、私がわが新たな来臨のしるしを与えたとき、警戒し祈っていたなら
、わが現存を感じたとき、どれほど大きな喜びであったろう。1866年に私があなた方に私のメッセージを伝えるために人
を送ったのは必要なことであり、彼の唇を通してエリヤはあなた方に新しい時を告げたのです。それ以来、このヤシの木は
ますます葉を広げ、わが言葉は新しい地域に届き、封印された者たちを出発させ、多くの人々 を教えているのだ。私の話を
柔和に聞き、私に従って霊的成長の道を歩んできた者は、もはや道中の倦怠感も飢えも渇きも感じない。その過程で、恩知
らず、嘲笑、侮蔑、無関心を経験してきたのです。なぜなら、彼らの理想は道の終わりに実現するものであり、そのゴール
が地上にないことを知っているからだ。 

42 この柔和さと霊性を備えている者だけが、苦しむ者を苦痛から解放する権威を得ることができるのです。 

43 私の教えを、ある名前の者に押し付けてはならない。倒れている者を起こし、私を信じるようにと言いなさい。あ
なたが隣人に善を行うことを、誰が妨げることができようか。 

44 もう地上の快適さを考えないで、自分の任務を果たすための準備をし、私の教えである愛の救いの箱を求めて旅立
つ大勢の人々 のことを考え、その途中であなた方の心に出会うことになるのです。 

45 いつになったら、わが大義の使徒たちは、第二の時代に私に従った者たちのように、新たに現れるのだろう。彼ら
は、どれほどの信仰と愛と堅忍をもって、わが真理を守り抜いたことだろう。しかし、もしあなたの信仰が彼らのように偉
大であったなら、あなたはそれを行うことができると、私はあなたに言います。信仰心のある人であれば、たとえ物質的に
困窮していても、奇跡を起こすことができるのです。わが言葉を聞き、わが言葉を理解せよ。さもなければ、わが言葉を空
虚に語らせるだけである。 

46 イエスが弟子たちの足を洗うために、弟子たちの前にひれ伏したことを認識し、謙虚になりなさい。兄弟のために
このような行いをすれば、あなた方は当然、私の弟子と呼べるようになる。 

47 イエスが十字架で死なれた日を見守り、記憶している人は、どれほど少ないことでしょう。しかし、本当に言いた
いのは、師匠の死について考えるとき、この瞬間があなた方一人ひとりに訪れることを忘れないでほしいということです。
私は死を恐れる必要はなかった。私は生命なのだから。しかし、あなたは自分の使命を果たすために、内なる準備と装備を
整えなければならない。 

48 誰も取るに足らない、情けないと思ってはいけません。あなたがたは、自分の言葉の才能も、兄弟を愛する心の豊
かさも知らないのですから。 

49 あなたはカルバリーで自分の主に与えた無念の死に涙し、この時、新たに私を傷つけ、私の言葉をあざけったこと
に気づいていないのだ。しかし、私はすべてのわが子を救うと誓ったのであり、わが意志は必ず実現される。もし、その時
流された私の血が、この人類のために十分でないなら、私は霊的な十字架を取り、その上で私自身を磔にし、人々 の良心を
通して魂に届く光の火花を散布することになるだろう。 

50 災いなるかな、この時代に、恥ずべき不従順によって、私が霊的使命をもって（地上に）送った子供たちに悪い手
本を示す者たちよ。あなた方は、イエスをゴルゴダへと導き、叫び、あざけりながら、ただ祝福を与えるだけの男をなぜ拷
問し、殺すのか説明できない子供たちの心に恐怖を植え付けた群衆のようになるのですか？ 

51 イエスが倒れるたびに、その無垢な人たちは泣いた。しかし、まことにあなたがたに告げますが、彼らの泣き声は
肉よりも霊によるものでした。その後、彼らの無垢な目が目撃した記憶が彼らの心から消されることなく、どれだけの者が
私に従い、私を愛したことだろう。 

52 私が言っていることを、そろそろ考えてみてください。人々 に私の声を聞かせ、病人を最初に私の前に来させるの
だ。不在の病人のために祈り、施設に入所している人を訪問する。第二時代、多くのらい病人が町の門の外に住んでいたこ
とを思い出してください。彼らはイエスが病人を癒すことを知っていたにもかかわらず、"群衆に追い払われたら、どうや
って師のところに行こうか 
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"と、遠くからしかその声を聞かないことに甘んじていたのです。そして、イエスは人間の無関心と利己主義に直面した彼
らの信仰に報い、彼らを苦しめていた悪を体から清めたのです。 

53 この時、私に耳を傾けることに疲れてはならない。1950年に私の最後の言葉を聞いた者は、十字架上で私の体か
ら落ちた最後の血の滴の象徴として、それを霊的に受け取ることになるからだ。 

54 ハリケーン、堤防を越える水流、地震、干ばつ、洪水は、あなたを目覚めさせ、わが正義を語りかける呼び声であ
る。 

55 今、人類は不和と唯物論以外にどんな果実を私に与えることができようか。私の教えを何年も聞いてきたこの民も
、私に満足な収穫を与えることはできません。 

56 わが正義から逃れる者はない。私は生者と死者を裁く。しかし、本当に言っておくが、もしお前たちが自らを立ち
上げ、わが教義を真に声高に実践しないならば、人間の正義がお前たちを裁くことになるのだ。- 

この人類は、どれほど自分を汚してしまったのだろう。子羊の血は人に魂の進化の道を示し、そこで犯した罪を償うために
歩むべき道を示した。しかし、その神聖な血を信じて、あなたは新たに罪を犯してしまった。世はあなたがたを捕らえたが
、わたしは今、あなたがたから、わたしのものを取り返す。 

57 私は毒草である雑草を取り除き、もう一度黄金の麦の粒を蒔き、長い間不毛であった畑に実を結び、生産性を高め
る。 

58 古来、あなたがたは、わが預言者ヨハネを通して、すべての目が私を見る時が来ることを知っていた。その時、人
の霊は真理の光に目を開き、私を見よとするのです。彼は私の言葉を理解し、私の存在を感じるだろう。石から水が湧き出
すだけでなく、花も芽吹く。 

59 今日、あなたがたは、わが正義が、自然の力を解き放ち、不幸と悲しみと飢餓をまき散らすことによって、あなた
がたを罰していると考えている。しかし、その災難、裁きを受けたのは、自分の行いのせいだと、いつか理解する日が来る
だろう。また、あなたの功名心、信仰心、祈りが自然の力を鎮めることを学ぶことができます。わが子に霊的な印をつける
と、自然の力に対する権威を与えると聞いたことがないのか。私が最初の人間に地球の創造物を支配する権威を与えたこと
を思い出せば、このことに驚くことはない。だから、私は時々 、人間はまだ自分を発見していない、だから自分自身を知ら
ないのだ、と言うのです。 

60 私は宇宙の王であり、この地上の人間は私の子供であるため王子である。人間は、自分の持つすべての能力の力を
うまく利用する方法を知っていただろうか。あなたがたに言うが、彼は自分の父を否定して、この世で自分の意志を行うた
めに自分を王としたのだ。 

しかし、自分の意志を私の意志と一致させず、神の法則から外れて歩む者は、神が自分を裁くための条件を自分の中に作り
出しているのです。これを罰と呼び、ついには私を不当な父と呼ぶのです。 

61 この第三の時代には、多くの魂が私の光を見、その光によって自分の道を照らし、二度と迷うことはないだろう。
むしろ、過去を振り返って自分の非をすべて自覚し、悔い改めることになる。彼らはもはや人間の栄光のために努力するの
ではなく、魂の不滅のためにのみ努力するのです。 

62 人々 は山の頂上に登り、そこから約束の地が迫り、永遠の最高の報酬としてあなたを待っている新エルサレムの姿
を見ることになります。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 70 
1 私は、人類がこれまで解明できなかった知恵の宝箱なのです。霊化の鍵を与えたのは、これを使って胸を開き、私

があなたに用意したものを認識できるようにするためです。 

2 もし、私の子供たちの中で、自分には価値がないと思ったり、私の愛の扉を開くことができないと感じたりする人
がいたら、私は真実に伝えますが、すべての私の子供たちは私の愛を受けるに値するのです。皆さんは、この扉を開ける鍵
を持っているのです。それを失ってはならない。この世で落ち着きなく地上をさまようユダ族にならわないように。 

3 私は、あなた方が金持ちでもなく、乞食でもなく、自分自身と道中で出会う飢えた人々 のための糧を決して欠かす
ことのない巡礼者のように見えることを望んでいます。 

4 私は、あなたが道を知り、さまざまな「木」を見分ける方法を知り、あなたが出会うすべての旅人の中にあなた自
身の兄弟を認めることを望みます。そうすれば、彼らがあなたに「どこへ行くのか」と尋ねるとき、あなたは誠実に、しっ
かりと答え、いつも私の真実を伝えることができます。 

5 そうすれば、あなたがたは明日を信じる旅人のようになり、自分の心配から解放されて、他人のことを考えること
ができるようになる。私はあなたがたに、隣人の痛みを感じることを教え、私が与える一滴の膏薬でそれを和らげ、あなた
がたの兄弟を助けることができるようにするのだ。 

6 私はどれだけあなたの魂を常に浄化しなければならなかったか。このような状態で私の教えを説き始めるために、
私があなたを汚すとでも思っているのでしょうか。 

7 私はあなた方を人の中の強いイスラエルにするために、装備しているのだ。 

8 わが言葉を聞いて、あなたの霊は震え、以前この声を聞いたことを思い出し、自らに問う、「あれはどこだったの
か？それは、砂漠で、山で、ユダヤの川のほとりで、ナザレのイエスの口から語られたのです。あなたはイエスの言葉の中
に、命と健康と平安を与える神の力と愛と力があることを認めながらも、イエスを疑っていました。 

9 あなたはこの時代に復活し、あなたの霊はもう一度私の教えを聞き、あなたの心はすでに知っているその声の響き
に震えているのです。私の言葉は単純で謙遜ですが、果実の色だけを見るのではなく、その中にある種を発見するために食
べなさい。この種を明日から育てていくのです。大切に使えば、いい実がなる。そうすれば、その木があなたの父の愛を運
んできたものであることに気づくでしょう。 

10 それは、地上の王座や宮殿にあるのでもなく、世の中の栄光やお世辞や地上の栄誉にあるのでもない、あなたがた
の居場所に到達するために、功徳を積むのです。この地上でのあなたの居場所は、平和と善のための闘いであり、来世では
わが愛とともにある。 

11 ここは約束の地ではありません。あなたはまだ自分の霊に約束された故郷を知りませんし、あなたの霊は地上に縛
られているためにそこに到達したいという熱い願望も持っていないのです。 

12 さまざまな信条や宗教を持つすべての人々 に対して、私は、物質的な富をその場所に追いやり、精神的な富をその
正しい場所に置く方法を知らなかったと言うのだ。人がわが掟を守るならば、すでにここから約束の地の映り込みを見、そ
の住民の声の響きを聞くことができるだろう。 

13 あなた方は、私の存在を信じ、私の神性を信じていると言い、また、私の意志が行われると言う。しかし、本当に
あなたがたに言います。私が命じたことに対して、あなた方の信仰と服従はなんと小さいことだろう。しかし、わたしはあ
なたがたのうちに真の信仰を呼び覚まし、わたしがあなたがたのために用意した道で、あなたがたを強くさせる。 

14 死が訪れるのを待たずに、自分自身を鍛えよう。スピリチュアルな生活に戻る時のために、何を準備しましたか？
まだ物質や情熱や地上の所有物に鎖で縛られている間に、驚かせたいと思いますか？目を閉じたまま、道も見つけられない
まま、魂に刻み込まれた現世の疲れを引きずって、あの世に行きたいのか？弟子たちよ、心の準備をしなさい。そうすれば
、肉体の死の到来を恐れることはない。 

15 この地上の谷を去らなければならないからといって、ため息をついてはいけません。この谷に不思議と栄光がある
ことをあなた方は認識していますが、実はこれらは霊的生活の美の反映に過ぎないことを私は告げます。 

16 もし、あなたが目覚めなければ、未知の光に照らされた新しい道の始まりに気づいたとき、あなたは何をするので
しょうか。 

17 涙を流さず、愛する人の心に痛みを残さず、この世を去りなさい。そして、魂の解放を物語る安らぎの微笑みを、
その身に残してください。 

18 肉体の死は、あなたに託された存在とあなたを切り離すものではなく、また、あなたの親や兄弟、子供であった人
たちに対する霊的な責任からあなたを解放するものでもないのです。 

19 愛、義務、感覚、一言で言えば魂には死が存在しないことを理解することです。 

20 私は自分が死んだと思っていた者たちに話しかけた。彼らは私に言った、「誰が私に話しかけたのか」と。私が彼
らに触れたので、彼らは私に尋ねた。"誰が私に触れたのか 
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"と。そして、彼らに向かって言う声を聞いた。"わたしはラザロをよみがえらせた者であり、あなたがたに霊的な命を与え
るために死者の中からよみがえらせた者である。"と。 

21 私の教えは、決してあなたを狂信的に導くものではなく、迷信的、偶像的な考えを刷り込むものでもありません。
それどころか、あなたの精神を人類がかけた鎖から解放するものです。私の道は狭いが、それを歩く者は真の自由を手に入
れ、それを楽しむことができる。 

22 私の教えであなたがたを奴隷にしようとは思いません。この教えには、教義も非難も断罪もないからです。私は、
あなたが愛によって、功績によって、信仰によって、確信によって、私のところに来てほしいのです。 

23 信条、宗派、教義体系を知ることを許したのは、さまざまな木の実を味わって、私が差し出す果実の味を判断する
方法を知ってもらうためです。しかし、私はあなたに尋ねます。それでもあなたは、聖職者や司祭に、私が心という人間の
器官を通して自らを現すというのは本当なのかと問うことができるでしょうか。なぜ、私の約束を忘れた者、私を迎える準
備もしない者に、戻ってくるよう求めるのですか。あなたがたに言うが、あなたがたの中で最も無知な者でさえ、わたしが
あなたがたに語りかける者であることを、自分で見るであろう。もし、わが言葉があなたの霊を震わせ、目覚めさせ、深く
感動させるなら、これは私があなたとともにいることの証明になる。 

24 人間の言葉は、心を震わせたり、感情や知性を感動させたりするものです。しかし、もしあなたが自分の感情や心
や知性を超えて深く感動したものがあるとすれば、その何かはあなたの主の声であったということです。 

25 この言葉を聞いて深く感動しなかった者は、確かにわが存在を否定するかもしれない。しかし、それは彼の精神に
刻み込まれたままであり、彼が「私が聞いたあの声は主の声だった」と言う時が来るだろう。 

26 あなたが十字架を背負い続けるために、私はあなたの魂を養うマナを配り、あなたの心を整え、あなたを私のしも
べとする。 

27 時代は変わった。私は今、あなた方をあらゆる狂信と偶像崇拝から解放し、あなた方の霊性だけを私に捧げるよう
にするのだ。 

28 私はさまざまな地域にいるわが選ばれし者たちに呼びかけを送り、彼らが人生のさまざまな道において、わが言葉
の霊的意味を吸収し、わが教えの明確で真の理解を得て、兄弟たちの間で愛の業においてそれを実践するよう探し求めるの
だ。 

29 そして、彼らが行って真理を、わが奇跡を、わが愛を証ししたように、明日も行ってわが真理を証ししなければな
らないのである。 

30 私は、あなた方が実践すべき美徳を明らかにし、あなた方の精神が創造の初めから持っている賜物を用いて、あな
た方自身を人々 の間で知らしめることにしました。私は今、明日から世界中にこの種を蒔く新しい働き手を養成しているの
だ。この第三の時代、すべての人の間に光線を送っている聖霊の光に引き寄せられ、多くの人々 が少しずつ私の仕事にやっ
てくるようになりました。 

31 私は、人類に語りかけるために「雲に乗って」やってきた。人類は-その腐敗に不屈であるがゆえに-

私の足音や私の存在を感じ取ることができず、また、人間の知性という器官を通じて私とあなた方がつながっていることに
も気づいていないのだ。私は彼らを無気力から目覚めさせるためにたゆまぬ努力をします。そして、あなたは、人々 が徐々
に異なる道から集まってきて、あなたと団結するのを見ることでしょう。私は今、狂信と偶像崇拝、人類の停滞と混乱を排
除しているのだから、多くの人がスピリチュアリズムに改宗するだろう。 

32 これは、私と預言者たちによって告げられた第三の啓示である。第六の灯火が人類を照らす時である。それは、私
の言葉を実現するために、私が輝く光で来るはずの約束された時である。私は、いつの時代も変わらない霊的、神的法則を
あなた方に知らせるために来たのです。 

33 イスラエルの幸いな民よ、わたしはいつでもあなたがたをファラオの束縛から救い出し、あなたがたに言う。もし
、このまま奴隷でいることを望まないなら、私のもとに来なさい。あなたの魂に用意された天国のはしごを登りたいですか
？そして、粘り強く、わが言葉を研究し、理解し、その本質と霊性を最終的に理解できるようにし、あなたをわがもとに導
くこの道で功徳を積むようにしなさい。 

34 ある人が私に言います。"父よ、私はあなたの働き手になりたい、あなたに仕えたい、私の霊をあなたの霊に近づ
けたい、でも、何をすればあなたの赦しに値するのか分かりません。"と。そして、このように父に語りかけるその心には
、私が答える。自分を新しくし、古い習慣や地縛霊を少しずつ手放して、私を理解し、自分の任務を認識することを学ぶの
です。しかし、再生を願う者は皆、多くの試練を乗り越えなければならない。誘惑はあなたを追いかけ、あなたが魂を間違
った道から遠ざけるのを見ると、あなたの決意をくじくためにひどい戦いをしなければならず、あなたが弱さを見せれば、
その弱さにつけ込んで、あなたを古い習慣に戻そうとするが、あなたがそれに負けることは私の意志ではない。学んだこと
をもとに、常に一歩一歩前進し、信念を堅持し、精神統一を図る決意を固めてほしい。 

35 もしあなたがイスラエル人なら、私を愛し、霊から霊へと私に礼拝を捧げることを学び、霊化に達するまで、あな
たの礼拝の外形がどんどん小さくなっていくだけである。わが霊はやがて、わが作品に関するあらゆる悪い解釈から、あな
たを解放してくれるでしょう。- 
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人間はわが教え、わが教義、わが預言を誤って解釈してきた。わが民イスラエルが霊化によって獲得した霊的な賜物と奇跡
をもって現れることは、わが意志である。 

36 あなた方は物質よりも霊であるべきだから霊能者、三度にわたってわが啓示を受けたから三位一体、人生の道で絶
望しないように見守ってきた普遍の母、マリアを愛しているからマリアとして、わがしもべとして、第三時代の三位一体・
マリアン霊能者として人々 に紹介しよう。 

37 この人間の知性器官による顕現は終わるが、その後、わが指示を受けるために、霊から霊へとわが身を求めなけれ
ばならない。ですから、私はあなた方がこの霊性を獲得できるよう、更新を要求します。私の霊とつながることを教え続け
、三位一体マリアン霊能者と名乗る者にふさわしい交わりを得たとき、あなたは蘇るでしょう。 

38 勇気をもって、どんな試練にも祈りによって自らを守りなさい。あなたの忍耐と戦いの意欲のために、私の霊的な
恩恵があなたに注がれ続けるでしょう。あなたは一人ではありません。私の霊界はあなたを保護し、導き、あなたの闘争に
立ち会うためにそこにいます。 

39 私は、あなたが自分の精神を照らし、その中に私のプレゼンスを発見できるように、私と共にあなたのランプを灯
すよう誘う光である。己を貫く術を知ったその日から、兄弟の心に届くのは容易なことだ。 

40 私の言葉には、「最初の」者が泣き、「最後の」者が喜ぶ。- 

しかし、その十字架を重くし、贖罪のために飲む杯を苦くするのは、彼ら自身であると言わなければならない。わたしはい
つも彼らの道にわたしの助けを与え、人生の道を耐え忍ばせ、その歩みを堅固なものにした。 

41 あなたは一瞬たりとも私の援助を逃したことはない、私の言葉はその存在を知らしめることをやめなかった。私は
決してあなたを試練の中で一人にしたことはない。私の霊界は、あなたの痛みが重くのしかかると降りてきて、毎日あなた
の戸口にやってくる困っている人を助けるために、その助けと助言を欠かしたことはない。直感、インスピレーション、ス
ピリチュアルなビジョンのギフトがあなたの存在の中で目覚め、あなたの道を照らしています。私は日々 の人間生活の中で
あなた方と一緒にいた、あなた方の食卓に日々 のパンを欠かしたことはない。しかし、これほどまでにわが愛の証を与え、
あなたの国を平和に保っておきながら、世界が憎悪と情熱の薪炭と化す中、あなたはまだ自分の十字架の重荷に不平を言う
のですか。第三の時代の弟子たちよ、かつて世界が私に押し付けた十字架は、闇、恩知らず、嘲り、軽蔑でできていたこと
を忘れてはならない。それに対して、私があなたに託した十字架を考えてみてください。愛を持って耐える方法を知ってい
れば、どんなに心地よく、楽だろうか。 

42 自分の原点と、自分の歩みが導くゴールを知り、自分の運命を愛をもって受け入れ、師であるキリストがそうであ
ったように、自分の十字架を死ぬまで受け入れることが必要なのです。 

43 私は今、あなたの原点、あなたの任務、そして霊の永遠においてあなたを待ち受けるゴールについて話すために来
ました。わが言葉を理解せず、わが教えを聞いて弱気になる者は、自分の霊を養い強くすることもなく、あなたの人生にお
いて決して必要ではない、その上与えられるこの世に属する財を常に欲しているのです。なぜ、あなた方は世の中の誘惑に
負けてしまうのでしょうか？多くの場合、それは些細なことであり、不幸であり、あなたはそれを重要視しすぎているので
す。もし、あなたが物質的なものを大切にするように、精神的なものを大切にするならば、何一つ不足するものはなく、あ
なたの発展は素晴らしいものになるはずです。 

44 過去を忘れ、長い間付き添ってきたすべての過ちを避けなさい。そうすれば、次第に自分の存在が絶対的に変化し
、霊化への上昇を開始することができるのです。 

45 あなたが地上で生きている限り、そして霊の王国に住めば、あの世でもあなたにふさわしい場所を提供することを
理解してください。 

46 決定的な一歩を踏み出すために、あなたは何を待っているのでしょうか？求めよ、求めよ、そうすれば与えられる
であろう。 

47 私の愛の種をあなたの心に取り込み、決して怠ることなく育て始めれば、やがてそれはあなたに実を結び、あなた
の迷いの糧となることでしょう。 

48 私の言葉を題材にして、互いに語り合い、常に指導することを決意しなさい。この意見交換や知識交換は、あなた
にとって有益であり、あなたの魂を高揚させることでしょう。私は、霊的な会話の瞬間に立ち会い、あなた方を鼓舞し、常
に理解と光に導くことを約束する。しかし、霊的な交わりであるべきものを普通の議論に変えてはならない。そうすれば、
私の存在はあなた方とともにない。 

49 まだ、私の癒しのバームを体に感じていない人、私の平和が心に入っていない人に語りかけたいのです。 

50 わたしはあなたがたに言う。わたしはあなたがたの上にわたしの薫陶を注いだが、あなたがたはそれを受ける用意
をしていなかったのだ。ある者は神を冒涜することによって、ある者は信仰の欠如によって、それを拒絶してきたのです。 

51 しかし、あなたが父に求めるすべての恩寵や恩恵を受ける権利を、功徳によって獲得することを学ばなければなら
ないのです。もし、あなたが何もしないで、私がそれらを与えたら、あなたの精神は何も進歩しないでしょう。明日、苦し
む人たちに何を教えることができるのか。試行錯誤の結果、どのような経験を積まれたのでしょうか？私の奇跡を受けた病
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人を考えてみると、一人一人が報いを受けるために功徳を積んだことがわかる。ある者は信仰に勝利し、ある者は新たに生
まれ変わり、ある者は真の悔い改めを感じ、またある者は自分の弱さや高慢さを厳しく戒めた。 

52 戦いに勝利した精神は、どんな満足感をもって立ち上がるのだろう。何の功績もなく、父から恩恵を受けた人たち
は、どんな満足感を味わうことができるでしょうか。また、何の苦労も犠牲もなく手に入れたものだから、そのありがたみ
も、保存の仕方もわからないだろう。しかし、大きな闘争の末に平和を勝ち取った者は、それを失う危険に身をさらすこと
なく、それを守り、見守っているのです。放棄と犠牲によって健康を取り戻した者は、それを得るために何を犠牲にしたか
を知っているので、再び健康を危険にさらすことはない。 

53 疲れ果て、弱った魂を私の前に差し出す者よ、恐れるな！私はお前に不可能を求めない。- 

聞いてください。この日、私はただあなた方の注意を引き、私の言葉をあなた方の心に入れるようお願いする。なぜなら、
それはあなた方の眠っている感情を目覚めさせ、あなた方の精神を啓発し、信仰と希望をあなた方の心の中で炎のように燃
え上がらせるからである。それは、あなたが道を切り開き、あなたが私に期待する奇跡を実現するために必要なことです。 

54 あなたの精神が発展せず、経験や知識が不足していたために、父が何もせずにすべてを与えてくれた時代には、も
はやあなたは生きていないことを自覚しなさい。 

55 私がこのように話すから絶望するのですか？病気のあなた方は、心を病んでいるのでしょうか。私は今この瞬間、
刷新、改善、道徳的・精神的再建の十字架を受け入れようとしているすべての人に、わが癒しのバームを与えている。私は
また、わが恩寵をすぐに忘れるような者にも健康を与える。彼らは、主人がなぜ自分たちを癒したのかさえ理解しないのだ
から。しかし、わたしは彼らの魂に、今日の教えから出た種をあらかじめ置いておいた。やがて、彼らはわたしに対して説
明しなければならない。 

56 ある者の痛みも、ある者の痛みも、私に届く。私の愛はすべて、神の癒しの一滴を持っているからだ。 

57 私を身近に感じて、元気になって、私の真理を証しするために、命を甦らせなさい。 

58 人々 は、預言者たちは死にましたが、彼らのメッセージは消えない文字として残りました。イエスにおいて、それ
らの預言の多くは成就されたが、残りの預言については、成就を見出すために、この時が来る必要があった。 

59 私が十字架上で最後の言葉を伝えてから19世紀が過ぎたが、私が再び人間の間で私の声を聞かせたとき、彼らは
互いに愛し合うどころか、互いに憎み合い、兄弟として認めず、さらには互いに殺し合っていることがわかった--

まさに預言者たちが予言し、イエスが予告したように。しかし、ちょうど堕落が大きく発展したこの時期に、霊化の種を持
つ人々 が現れました。彼らは、預言者の声で人を目覚めさせ、自然の力と病気に対する権威によって、科学者に恵みと力の
証明を与え、聖霊の賜物の浸透によって、宗教を教える人々 にその真理の証明を与えることになるのです。この民族の出現
は、預言者たちによっても予言されていた。 

60 私は、この声の主たちの心の器官を通して、あなた方の心に私の神聖な教えを書き記すために、私自身を知らせた
のだが、彼らはその粗さが、最初の時代に私が律法の戒めを書き記した石に似ている。 

61 私があなた方に与えた教え、あなた方が生きている時代、そして私が自らを知らしめた方法を振り返れば、私の到
着、私の顕現が行われた時間、そしてそれが終了した日のいずれもが、人間の生活と霊的王国の両方において、非常に多く
の驚くべき、印象深い出来事と出来事を伴っていたことがわかるでしょう。その時、人はこれらすべての出来事の中に、当
時から告知されていたわが再臨の兆候を認めるだろう。 

62 科学者、宗教家、神学者は、この時代には、わが正義がどのように働くかを発見することはできないだろうが、あ
なた方にはそれを明らかにした。- 

すべての人間の心は、わが正義とわが知恵の生きた証である。時には、惨めな者の心の中に、別の時代に王冠をかぶった者
の魂が隠されていたり、別の時代に民衆から自由を奪った者が牢獄に収監されていたりするのです。あなたの全存在は、完
全な魂が喜んで従順な子供として父の懐に到達できるようにするための無限の愛のレッスンなのです。しかし、今人類を包
んでいるこの闇が濃くなる限り、人々 は恐怖に支配されると、「わが神、わが神、なぜあなたは私たちを見捨てたのですか
」と叫ばなければならなくなります。しかし、この闇は永遠に続くわけではありません。苦痛の強さから、人々 には永遠に
続いたかのように見えますが、それほど長くは続きません。それが次第に魂の光となり、喜びに満ちた声を上げるようにな
る。 

"ホサナ ホサナ" "主は我らと共にある" 

63 人びとよ、この人類のあらゆる苦難を考えよ、私を欲して礼拝の場に群がる群衆を考えよ！」。彼らの心は言いよ
うのない憧れを抱いており、その精神はわが帰還を待ち望んでいるのです。 

64 人生を一新し、心を清らかにあなたがたに告げますが、霊界には多くの光の精霊が住んでおり、あなたがたの間で
肉体を得て、人類にメッセージを伝える準備を待っているのです。彼らは約束され、予告された世代であり、彼らはあなた
の子供であり、子孫となる。だから、私は、あなたが彼らに遺す遺産が清らかであるように、また、彼らがあなたの愛と信
仰によって切り開かれた道を見つけることができるように、忍耐をもってあなたの杯を飲みなさいと言うのです。 



U 70 

83 

65 この言葉を聞いた人は、問い詰められたら否定するのだろうか。- 

この後、あなたが激しく泣くようなことが起こりませんように。言葉によって、業によって、思いによって、祈りによって
、沈黙によって証しすること、これがあなた方の仕事である。 

66 父の御心を行う者は幸いである。彼らは1950年の最後の時にわが言葉を聞いて泣くだろうが、その後、再び視界
から離れることなく、「雲の中」にいる私を見ることができるのだ。 

67 あなたの国の多くの場所で、わたしは祈りの家を用意し、そこであなたがたがわたしの言葉を聞くことができるよ
うにした。 

68 わが民は、わが身を知らしめる場所と同じように謙虚である。しかし、わが意志は、謙虚で卑しい心によって再び
人類を驚かせ、彼らを通して、今が光と恵みの時であることを知らしめることである。 

69 私の呼びかけによって、私が忍耐強く私の保護のもとに準備したこの民が集められ、彼らが律法を受け取り、神聖
な愛のメッセージとして人々 にもたらすに値するようになったのである。 

70 罪人が改心することは、人の心に大きな影響を与える。このような理由から、私は、私の新しい使徒の一団を形成
するために、正しい人を求めるのではなく、罪人を私の弟子とし、人が善の道から外れており、自分を新しく変えれば、そ
こに戻ることが可能であることを人々 に証明するために、罪人を求めてきた。 

71 私はこの時代の始まりにふさわしい男、ロケ・ロハスを送った。エリヤがその唇で語った、道案内人である。彼は
主の道を切り開いた。それは、わたしが人にわが身を知らせ、あなたがたがわたしの声を聞くようにするためである。最初
に鳴ったときから、あなた方は絶えずそれを聞き、わが身を現してきた。私の声を聞くために身を隠さなければならないと
か、使命を果たすためにある場所に引っ込んでいなければならないとか、そんなことは誰も言っていないのです。カタコン
ベも隠れ家も、あなたがたにわが言葉を聞かせ、あなたがたの献身的な活動を行うためには必要ない。しかし、私は、あな
た方が今生きなければならない律法を教えました。 

72 私は、あなたの任務を遂行するための時間と、あなたがそこに種をまくための境界のない畑を与えた。特定の場所
や時間を指定したわけではありません。神は霊であるから、霊と真理によって神を拝まなければならない」と。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 71 
1 愛する弟子たちよ、今回、私の食卓につく恵みを受けたのだから、霊的に私とともに来なさい。私の言葉を心に留

めておけば、私の愛の教えから素晴らしい知恵のメモリアルブックが形成されるでしょう。 

2 わが聖霊の光は道と砂漠を照らし、人類が真の道、すなわち霊的上昇の道を見出すことができるようにします。堕
落と腐敗がピークに達している間に、私はやって来る。私の教えは、あなたがたに救いの箱舟のように見えます。世界は苦
痛の海です。人類がこの箱舟を見たとき、その中に救いを見出そうと思わないでしょうか。 

3 弟子たちよ、君たちは砂漠や十字路を知っている。だから、光を求める多くの人々 を探し出すのに適しているのだ
。 

4 あなた方の心の中に「らい病」がなくなったら、すぐに「らい病人」のところへ行きなさい。痛みでかたくなにな
っている人に愛情をもって話しかけ、私の教えがあなたの感情に反映され、兄弟に愛と思いやりを感じるようになれば、あ
なたの精神的な発達が進んだということです。兄弟に道を示し、最後に恩を仇で返されても腹を立ててはいけない。迷って
いた人たちが私に近づいてきていることを意識することで、あなたは満足し、孤独の中に私の助けを感じることでしょう。 

5 そうすれば、マナが下りてきてあなたを養い、あなたはいつも困っている人に与えるものを持つことができるので
す。 

6 私はあなたを愛していますし、完璧なあなたを見たいと思っています。だからこそ、わが正義は容赦なく人の間に
示されるのだ。すべての過去の、そして明らかに忘れられた神の業は、受肉した霊がわが裁きを理解し、受け入れ、理解す
ることができるこの時に裁かれるのである。王、裁判官、領主など、同胞の間に何らかの形で悪の種をまいた者はすべて、
主の裁きに立ち会うことになる。しかし、あなたがたに告げよう。彼らを鎖で縛ったり、光を奪ったり、永遠の苦しみを与
えたりする代わりに、-人がその無知ゆえに信じるかもしれないが-

私は彼らにわが救いの業における仕事を与え、彼らが魂を清め、犯した罪を償い、わが正義が神聖な愛から生じることを理
解できるようにするのである。もし私が、あなたがたの歴史に名を残すような大罪人たちを、適切な時期に使って、人間同
士の兄弟愛と平和の業を行うならば、あなたがたはなぜ、ある兄弟を邪魔者だと考えることがあるのだろうか。わが意志が
そこに配置した存在たちを、なぜあなたは自分の運命の道から排除しようとするのか。ああ、もしあなたが、特に彼らがし
ばしば私によく仕えていて、あなたが私のもとに来るのを助けようとしていることを知っていたら。 

7 あなたの心を、わたしのことばを聞くために集まるこれらの集会所のようにしなさい。その門をくぐったのは、さ
まざまに罪を犯した者たち、兄弟の血で手を汚した者たち、盗み、中傷、暴虐を隠した者たち、それでも、彼らがいつ、わ
たしに拒絶されたことがあるのか。あるいは、いつの間にか人前にさらされていることもある。慈愛のベールが彼らの汚れ
を覆い、わが霊が罪人だけに語りかけているのだ。彼らがわが言葉を聴き、思いを無限に高めて祈ることをどのように学ぶ
か、霊に向かう者は強さと光とインスピレーションと癒しの力、生きる勇気と平安を受け取るという感覚が彼らの中にどの
ように目覚めるか、ご覧ください。 

8 祝福された人々 よ、戦争が世界を揺るがすこの時、私はあなた方に、同胞のために立ち上がり祈り、彼らの痛みに
同情し、光と平和の気持ちを送るようお願いしました。しかし、まず、周りの人を愛し、仕え、赦すことを学ばなければな
らない。そうすれば、遠くにいる人を愛し、仕える方法を知ることができるだろう。自分の運命を愛し、自分のカップを受
け入れ、自分の十字架を愛で抱きしめる。自分の存在を動かしているのはどの魂なのか、地上にいる間は自分の贖罪の原因
を知る者はいない。 

9 精神は魂を啓発し、魂は物質を導くものである。 

10 悲しみや絶望を捨てて、皆さんは約束の父の家にたどり着くことができます、私はそのお手伝いをします。今より
もっと好条件の時を待って、旅立ちたいのか？平和な時代が功を奏するのを待っているのでしょうか？あなたがたに言うが
、今があなたがたの贖罪を成し遂げ、功徳を積むのに最も良い時なのだ。 

11 人々 よ、私はあなたたちに言う。私が与えた神の教えを使いなさい。1950年以降、あなたはそれなしではいられ
なくなるでしょう。わが言葉が成就されないくらいなら、太陽はすぐに輝きを失うだろう。しかし、それを心に留めていな
い者は、わが意志ではないが、その恩義に泣かされることになるのである。 

12 私は常にあなたを揺り起こし、指導のたびに、あなたが道を踏み外さないように、もはやあなたの魂を汚さないよ
うに働きかけているのだ。 

13 信ずるに足らず、過去に約束したことは、第三の時代に果たしたことを理解しなさい。 

14 試練に際して私が助け、私の慈悲が無傷で乗り越えさせてくれると感じた時、あなたたちは力を合わせて私に従い
ますが、その後、あなたたちの恩知らずのために再び忘れてしまうのです。 

15 あなたがたの中にも、私を愛する者がいる。彼らはただ、自分の忠実さと強さを証明するために、訪問と迫害のと
きを待っているのだ。自然の力によって荒廃した土地に赴き、困窮している人々 に慈悲深い援助を与える人たちです。私は
彼らに（任務を）果たすために行くべき正しい時を認識させ、旅のために二束のわらじを履いてはいけないというメッセー
ジを彼らの心に感じさせ、わが天の力を信頼するようにさせよう。 
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16 他の働き手は、他の国々 でわが業を語るために遣わされ、そこで愛の業と祈りによって戦争に抵抗するのである。
そして、その成就の時が来たとき、彼らは自分のものと財産を捨てなければならないので、私の使命に反対することはない
だろう。金持ちの守銭奴を手本にしてはいけないのだ。 

17 私に従うために自分の所有物を捨てなければならないと嘆く者は、自分の道を憂い、自分の十字架を困難にする。
一方、降伏と信頼をもってわが配慮にすべてを委ねる者は、戦いに平和と力を得、帰還したときには、すべてを去ったとき
と同じように見つけることができるだろう。 

18 あなたがたの持つ霊的な賜物とその使い方を明らかにしたのであって、決してそれを使ってわが律法の範囲外の働
きをしないように。 

19 あなたの不完全な行動のために、あなたの親族までもがあなたを誤解し、あなたと別れる原因を作ってはならない
のです。あなたが私を理解したとき、彼らはあなたを理解するようになるでしょう。 

20 私の弟子たちには、苦しむ者の呼びかけに応じ、真の慈悲で癒す用意を常にしておいてほしいのです。 

21 あなたの周りに病人がどれだけいるか見てみましょう。病気のない家はないことを思い出してください。見よ、誰
からも慈悲を受けない多くの憑依者がいる。 

霊的な贈り物を持ち、光をもたらし、鎖から解放するのです。ただし、目に見えない存在に対しても、愛と慈悲をもって接
し、彼らを光へと導くことを忘れてはなりません。 

22 私があなたを平和と幸福で満たしているのに、なぜあなたはだるくなるのですか？あなたの心が私を思い出し、あ
なたの精神が目覚め続けるために、いつも痛みが伴うことが必要なのでしょうか？ 

23 起きて、もう罪を犯すな。地上の快楽の中で自分を弱めてはならない。あなたの肉体と同様に、あなたの魂のため
にも、私に答えなければならないのだ。あなたの求めるものが、たとえあなたの叫びが天に向かって上がったとしても、あ
なたに与えられることはない時が来るだろう。一度目、二度目、三度目の時はあなたに与えられたが、あなたは知識にもか
かわらず、私が何よりも愛であると認識していたので、それを使わないままにした。しかし、私の正義は執拗であることを
忘れてはならない。 

24 見ていなさい。やがて、わたしは裁判官としてすべての宗派、宗教団体にやってきて、すべての宗教指導者、すべ
ての牧師、聖職者に、自分に託された魂をどうしたかを問うであろう。わが律法とわが教義とに何をしたかを尋ね、すべて
の雑草は滅ぼされる。 

25 また、私の定めたこの国の平和のために立ち、私の言葉を聞き、その中で勉強するように。戦争、貪欲、権力欲、
誤った教えがあなたの仲間を待ち構えているのです。しかし、あなたがたを自分の家臣にしようとするファラオの手からあ
なたがたを解放する。 

26 しかし、もしあなたが新たに奴隷制を望むなら、それはあなたに与えられるでしょう。しかし、世界の平和のため
に祈り、戦争が両親の腕から子供をさらわないようにする運命にあることを忘れてはいけません。あなたの祈りによって、
闇が払拭されるように祈ってください。 

27 母親たちよ、人類のために祈れ!少女たちよ、祈りと徳のうちにとどまりなさいあなた方は、わが真理を証言する
明日の世代を生み出す源なのだ。 

28 人々 よ、わが心の部屋を開いたのは、あなたが祈りの中で語った言葉ではなく、あなたの霊の声と心の鼓動であっ
たのだ。私が愛する人々 の中に、悲しみや困窮を感じさせたくないので、私があなたに渡すものをすべて受け入れてくださ
い。私があなたがたを包む平和の衣を失わないように。 

29 霊的な祭壇は、あなたの物質的な目には見えませんが、いつでもあなたの供物をそこに置くようにと招いているの
であり、それはまた霊的なものでなければなりません。 

30 私の言葉を聞きなさい、それはあなたが蒔くべき種であり、その最も奥深い本質は愛である。見返りのない価値を
与えてしまう。それは、この時のために、あなたのためにとっておいた贈り物なのです。私は、わが子たちに愛を注ぐこと
に疲れず、彼らが良い道に戻るのを待つことに疲れない。しかし、人類は憎しみ、暴力、利己主義をまき散らし続けること
に必ずや疲れを覚えるだろう。彼らが蒔いた憎しみの種はすべて、彼らの軍隊が収穫を得るのに十分でないほど増殖するの
だ。この人智を超えた不測の事態が、彼女の息を呑むような狂気の道を止めることになる。その後、私はすべての心に奇跡
を起こし、利己主義しかなかったところに隣人愛が（そこに）生まれるようにするのだ。人々 は再び、すべての完璧さ、全
知全能、最高の正義を私に帰することでしょう。彼らは、イエスが「父の御心なくして木の葉は動かない」と言われたこと
を思い出すでしょう。今日--世の中の意見によれば--木の葉も生物も星も偶然に動いているのだから。 

31 本当にあなたに言う、私の愛の棒であなたに触れ、「岩」から水を湧き出させる。何世紀にもわたって人類を苦し
めてきた罪悪感が赦され、魂に平和が訪れるでしょう。「病める者、霊の盲なる者よ、私の癒しのバームは、あなた方一人
一人に注がれる用意がある。かつて領主でありながら、今は窮乏と屈辱と惨めさに耐えている者、かつて華やかな衣と栄誉
を知っていた者、今は寝室の奥深くに涙を隠している者、私のもとに来なさい。妻や子から泣き声を隠している者よ、命を
前にして失意に陥らないように、私に近づけ。あなたの心を私に開き、あなたの悲しみをすべて私に話してください。あな
たの苦悩が喜びに変わるように、鍵とパンとコインをあげよう」。- 
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今日、あなたは何も持っていません。あなたが住んでいる家も、あなたの子供たちが生まれた場所も、あなたのものではあ
りません。あなたたちは鳥のようなもので、どうやって生きているのかわからない。 

32 それは、審判と訪問の時です。すべてを手に入れた満足な時代は終わった。試練に功徳を積めば、私は義と光と魂
の安らぎを与え、地上で必要なものはその上に与えるだろう。 

33 あなたの世界には、どれほどの苦しみがあるのでしょう。子供も苦汁の杯を知り、早くから心を固める。花は若く
して枯れ、早や髪は銀白色に輝き始める。私はあなたの涙を贈り物のように受け取り、私の慈悲の扉をどきどきさせ、私は
それを開いてあなたを希望と平和で満たします。 

34 生き返ったという実感はないのですか？- 

あなたがたの嘆きと罪の告白は、わたしの前に置かれ、わたしが復活と命であるために、あなたがたに聞かれ、慰められる
ことを知っているのです。 

35 今日、あなたは私の約束の雲の下に来て日陰を見つけ、私の教えが与える輝きによってあなたの魂は照らされるの
だ。 

36 あなた方は、過去の預言者や先見者が予言した時代に生きており、その霊は今、神の言葉の成就を目にしている。 

37 もしあなたが霊的に準備されていたなら、あなたの視線の前に巨大な白雲のような多数の霊的存在を無限に見るこ
とができ、使者や使節がそこから自分を切り離すと、光の火花のようにあなたに向かってくるのが見えることでしょう。 

38 あなたの霊的な視力はまだ浸透していませんから、私はあの世について、あなたがまだ見ることのできないすべて
について話さなければなりません。しかし、私はあなたに言います、あなた方全員が先見者となり、今は自分から遠く離れ
ていると感じている、しかし実際はあなたの近くで振動し、あなたを取り囲んで啓発し、あなたを鼓舞し、絶え間なくあな
たの扉をノックしているその驚くべき生命を楽しむ時が来るのです。 

39 この教えは、あなたの存在の中に眠っているすべての繊維を感応させ、この世界から人が待っている王国の光をす
でに少し垣間見ることができるようにするためのものである。 

40 何世紀もの物質主義が人類に重くのしかかっていますが、これは人類の運命ではありません。人間は、高次の生命
を知らずに永遠に生きることを宣告されているのではない。もし彼がまだ多くの創造の栄光を知らないとすれば、それは神
がそれを隠したからではなく、彼の世を愛する心が霊の目を曇らせたからである。しかし、今、彼はそれらを光に向かって
開き、そして、彼の父が『真の生命の書』の内容を明らかにするために常に彼を求めていたことを悟るだろう。 

41 光の王国に住む兄弟と団結すれば、人はどんなに強くなれるか。しかし、その時が来るために、人類はまだ多くの
苦汁を飲まなければならない。 

42 その苦しみは、人間に感受性、気高さ、純粋さ、精神性を取り戻す苦悩の聖杯となるのです。しかし、まことにあ
なたがたに言うが、その杯を渡すのはあなたがたの父ではなく、それを満たしたあなたがた自身であり、あなたがたのすべ
ての働きの実りの味を知るために、それを飲み干さなければならないのだ。しかし、その判断の後、あなたは良心の光に道
を照らされた真の人生へと昇華することができるのです。 

43 愛する労働者たちよ、あなたがたは、私に果物を捧げる前に、良心の吟味をしたことがありますか。 

44 なぜ、あなたがたの間に泣き声が見えるのか。なぜ、目に涙を浮かべているのか...。自分のしたことに納得がいか
ないから。 

45 弟子たちよ、恐れるな。私は、あなたの愛の貢ぎ物も、あなたのあらゆる慈悲の業も、あなたが流したこの涙さえ
も、受け入れる。あなたの頭を私にもたせかけ、私の恵み深い御言葉を聞きながら休めば、あなたのすべての傷から回復す
るでしょう。 

46 私があなたがたに託した仕事は困難であり、あなたがたは私の声を聞いたとたん、ますます理解を深めて、私の教
えの完全さとあなたがたの仕事の少なさを比べ、それが小さく、私にふさわしくないことに気づくのである。しかし、あな
たがたに言っておくが、あなたがたの働きが誠実であるかないかを判断できるのは、あなたがたの父だけである。 

47 あなたは、癒しや助言、光や慰めを求めて日々 あなたを求める人々 と向き合い、時には私があなたに託したものを
彼らに与えないことを恐れます。 

48 私はあなたの恐怖心と義務に対する熱意が好きだ。なぜなら、これによってあなたは自分の成長を遂げ、私があな
たに与えたすべての才能を開花させ、使うことができるからだ。 

49 自分自身を完璧にすることに憧れるか？そして、私の教えに耳を傾けてください。私のような愛と知恵と優しさを
もって、あなたを矯正できる人は誰もいません。 

50 汚れを洗い流したいですか？そして、わが慈悲深い愛が、その賢明で完全な正義をもって、あなたを苦しめること
を許しなさい。 

51 私は兄弟の前であなたを叱らず、また彼らの前であなたを暴露しない。私は、私の光をすべての魂に届ける方法を
知っている。 
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52 わが言葉がより厳しく現れる日が来るだろう。わが教えを聞き、わが戒めを受ける時間が長ければ長いほど、あな
た方の責任は大きくなるからだ。もしあなた方が、マスターに厳しい口調で話しかけられるのを望まないのであれば、あな
た方の従順さによって、私の命令に従うことによって、この祝福された顕現をあなた方の日常的な習慣としないことによっ
て、そして慈悲と光と平和のたゆみない種まき人となることによって、それを避けることができるのである。 

53 私の言葉があなたを汚れや不純物から解放することを許し、痛みがあなたを浄化するのを待たないでください。こ
こに、わが言葉の底に、わが教義を実践する完璧な方法を理解し、贖罪の成就のための信仰を持つために必要なすべてを見
出すことができるのだ。 

54 あなたが精神化の道へ決定的な一歩を踏み出すとき、あなたの後に、さらに大きな進歩を遂げるべき世代が来るこ
とを忘れないでください。あなた方は強固な土台として残り、兄弟たちがその上に信仰心豊かに立ち上がることができるよ
うにするのです。 

55 あなた方は、私の仕事の中で新しい使徒職を形成することになる。第二の時代、私に従った人々 の高い模範によっ
て、あなた方は駆り立てられるのです。しかし、彼らの中には、弱さゆえに欠けてしまう瞬間があったことに気づいたら、
その間違いに陥らないように気をつけましょう。ペテロのように私を否定しないように恐れてはならない、地上の栄光や偉
大な夢を育んではならない、イスカリオテのユダのように惨めな金のために私の仕事を裏切ってはならない、トマスのよう
に私の存在を疑ってはならない、苦しい自責の念を感じてはならないのである。 

56 しかし、私の弟子にふさわしくないような欠点や頑固な態度をやめさせるために、私があなたがたを厳しく扱うこ
ともあることを忘れてはならない。- わが良き弟子となるために、あなたがたに何が足りないのか。- 

全部持っているんですね。十字架を抱き、愛をもって背負いなさい。十字架によって、あなたの使命が終わったとき、あな
たの魂を待っている光に立ち上がることができるからです。 

57 わが愛が、わがことばを与えるための新たな理解器官を用意するのを見るとき、あなたがたの喜びは非常に大きい
、砂漠でマナを欠くことはないと理解するからだ。このみことばは、約束の地の門に到達するための力を与えてくれる糧と
なる。 

58 祈るのだ、人々 よ、私の声はあなた方を世間から取り除き、あなた方が内面的に立ち上がるのを助けるのだ。今ま
で祈ることができなかったので、私の光線が降りてくる瞬間を何度待っていたことでしょう。あなたの魂が自らを浄化しな
がら、どのように私の存在を近くに感じるかに注意を払いなさい。すでに、あなたが私を遠くに感じ、私を王と思い、自分
たちが価値のない惨めな者だと思い、あなたのところに降りてくることができないでいた時が過ぎました。それゆえ、私は
自らを人間に完全に認識させるために、3回にわたってやってきたのです。 

59 今日、私はあなたがたに言う。あなたがたは、わが愛を感じ、わが身を理解することができるように、内面的に準
備しなさい。自分を霊化する方法を知っている人は、いたるところに私の痕跡を発見し、どんなときでも自分の中に私の存
在を感じるのです。 

60 私の声を聞くために、たゆまず来なさい。私は、あなたの道を阻む障害や悪い影響を克服するために、必要な武器
を与えます。世に打ち勝ち、己に打ち勝てば、我に到る。戦ってください。私はあなたの闘いを見捨てたりはしません。 

61 今、あなたが私の話を聞くためにここに来たのは、偶然ではありません。多くの人々 の中からあなたを選んだのは
、私の父の愛であり、霊的にあなたを長子として認めたからです。わが律法とわが義は、はるか昔にあなたがたの上に下っ
た。あなたとともに、預言者の律法と小羊の血もあった。今、あなたがたの上に、わが聖霊の光があり、あなたがたに神秘
を説明する。 

過去の時代、私はあなた方の魂から民を形成した。この時代に転生し、人の中に隠れている民を。今日、人種、血、名
前、部族はあなた方を結ばない。一方は他方がどこにいるのかさえ知らない。しかし、あなた方は御霊によって結ばれるの
だ。私の鋭いまなざしだけが、あなたを発見することができるが、地上の支配者のまなざしではない。誰があなたを見つけ
て、あなたを束縛の中に、牢獄の中に連れ去ることができるでしょうか。 

62 たとえ私があなたを長男と呼んだとしても、誰もあなたの前にひれ伏すことを期待してはならないし、誰にも屈服
させてはならない。この道では誰が「最初」で誰が「最後」なのかは、私だけが知っています。しかし、私があなたがたを
相続人にしたように、あなたがたの兄弟を相続人にしなさい。精神で、想像で、思考で、団結せよ。そうすれば、あなた方
は強くなり、もう誰もあなた方を辱めることはできないでしょう。ファラオ、王、シーザー、そして処刑人は、過去の時代
、わが民の弱さの瞬間に、あなた方の上にいた。もしあなたが弱くならないなら、この時代、誰があなたを抑圧するのでし
ょう。わが掟を全うするために、誰に対しても尊敬の念を否定する必要はない。いかなる宗派や宗教の学者や聖職者をも否
定してはならない。あなたの仕事は、私があなたにもたらした啓示を知らせることに限定される。 

私がこのようにあなたに話すのは、あなたを創造したとき、あなたの存在の中に私の完全性の種を置いたからである。
私は、あなた方が作品を通して私のようになることを望んでいます。精神、知性、良心、その他の資質を持つことによって
、わが神性のようになることに満足してはならない。これらすべてはわが仕事である。 

63 私は、あなたがたに果物を差し出して、「これを食べれば、神々 のようになる」と言うことはしない。"このパン
を食べれば、私の恵みの中で生きることができる 
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"と、私はあなた方に言ったのです。しかし、なぜ人はその業によって、師のようになることができなかったのか......？な
ぜなら、物質主義の中で、彼は精神的にも道徳的にも自分を醜くし、地上の栄光への憧れがある限り、約束の地を所有する
ことはできないからだ。 

64 私は、金持ちの守銭奴が天国に行くくらいなら、ラクダが針の穴を通る方がましだと言ったのです。しかし、もし
誰かが、金持ちだった者は、わが王国の至福を味わうことができないのか、と私に尋ねるならば、私は彼にこう言う：この
心が貪欲、利己主義、物質化から解放されさえすれば、彼はもはや金持ちの守銭奴ではなく、わが王国に入ることができる
のだ。私の正義は、誰も断罪しないし、もちろん永遠に断罪しない。聖書があなたがたに語っている火とは、あらゆる汚れ
を魂から取り除くまで、火のように燃え続ける容赦ない良心のことであり、その火は罪の痕跡がなくなるとすぐに終わりま
す。あなた方を裁くのは、私ではなく、あなた方自身であることを理解しなさい。 

65 今、あなたが入ろうとしている時代は、わが父の愛がすべての人間に与えた宝を、地上の誰も教えてくれなかった
宝を、あなたが発見する時代なのです。むしろ、これらの教えは、あなたがたが自分自身を認識することを恐れて、人びと
があなたがたに隠しておいたものである。しかし、私は今来た。そして、魂と精神の発展の道において、誰も迷うことがな
いことを知っている。私は、あなた方が自分の存在を探求し、研究し、認識し続けることを勧める--

これは、私を見つけ、認識するための始まりなのだ。自分の内面を見つめることを、誰が阻むことができるだろうか。あな
たが私と霊的に交わる瞬間を、誰が体験できるだろう。誰が真実の光に目をつぶることができようか。 

66 あなた方は自分自身を発見し、御霊を通して霊的生命の啓示を受けるのです。その光に目覚め、思索にふけった者
のうち、誰が自分の精神に逆らうことができるだろうか。ビヨンドが何であるかを直感した後で、誰が自分の肉体の存在を
あえて奪おうとするだろうか。あなたをこの世に送り出したのは、偶然ではないことを知りなさい。私の意志がなければ何
も起こらない。私はあなた方を平和の守護者とするためにここに派遣した。あなた方は祈り、言葉、思考によって、私の神
性と霊から霊へと交わり、兄弟たちと平和を分かち合うのである。 

67 戦争、飢饉、疫病、死は、国から国へと移動し、悲しみ、悲惨さ、破壊をまき散らす陰惨な葬列であると考えよう
。戦争と戦え、あなたには愛と慈悲という武器がある。あなた方は、互いに愛し合うなら、すでにこの世で私の平和の国の
臣民となることができるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 72 
1 聖霊の目をもって敬虔に謙虚に神の啓示に入る者は幸いである、聖霊としてのわが顕現についての彼らの証言は真

実となる。人々 のもとへ行き、乾燥した畑にもわが愛の種を蒔き、わが愛の水で水を与えてください。 

2 この時、霊的なものを見る者は多いが、彼らがみな私を愛しているとは思わないでほしい。以前にもお話ししまし
たが、私に「お父さん、お父さん」と言う者が皆、私を愛しているのではなく、黙って兄弟に憐れみを示し、謙虚に私と交
わる者が私を愛しているのです。 

3 霊的な視覚の能力は、聖霊の賜物である。しかし、ある者は謙虚に、ビジョンに喜びと恐れに震え、ある者は自分
の持つ才能を自慢するのです。 

4 私の食卓では誰も贔屓にしないのに、なぜ一位を目指す弟子がいるのだろう。主人である私は、わが子たちの愛に
囲まれた食卓で名誉ある地位を占めるべき者であるが、彼ら一人ひとりの心に入り込んでみると、ある者はわが言葉とわが
業を裁く法廷を、ある者はわが鞭打ちとあざけりを受ける暗い地下牢を、さらにある者には新しい犠牲のために備えられた
十字架を見つけたのだ。 

5 わが子たちの中には、わが命令や指令にいつも従わない人々 の無理解を目の当たりにして、苦しむ者もいる。 

6 それでも、多くの利己主義にもかかわらず、独房の囚人や収容所の病人を見舞い、病院に駆けつけ、そこで忘れら
れて苦しんでいる人々 に一筋の光をもたらす人もいます。このような方法で活動する人は、隣人において私を愛し、その業
を通して私を尊びます。 

7 心を安らかにして、あなたがこの顕現に立ち会った時間はすでに短いのだと考えてください。1950年がもう間近
に迫っているのに、あなたはまだ深い無気力状態に陥っているように見えます。なぜなら、あなたは私の言葉を、あなたの
ような罪深い体を通して聞いているので、あなたにとって、その言葉にふさわしい信頼性を持っていないからです。しかし
、わが預言の言葉が成就する日が来る。そのとき、あなたがたは自分の無理解を悔い改めるだろう。 

8 これは、私が人類に語りかけるために告げた時間であり、この後にあなた方の時間が来る。しかし、もしあなたが
唇を閉じて、わが教えを知らせないならば、石は語り、自然の力はあなたを目覚めさせるでしょう。 

9 人、重くのしかかる痛みから解放してあげたい。この仕事で私を支えてください：あなたにはこの仕事をする意志
がありますか？そして、私に学び、私の指示に耳を傾け、あなたにとってすぐに過ぎ去るこの時間を活用しなさい。 

10 もし、食堂が空っぽのままで、テーブルが閑散としていたら、その理由は、弟子たちが風に散り、良い知らせを広
めたからであって、私に背を向け、私の呼びかけに耳を傾けなかったからではないはずです。 

11 私の旅立ちの後、あなた方が世界に散らばる前に、私は霊となってやってきて、私の教えであなた方に知らせたこ
とをすべて理解させる光を与え、あなた方の任務を遂行するのに必要な力を与えることを約束します。この瞬間、聖霊の光
がすべての心に宿り、ある者は私を見、ある者は私の声を聞き、すべての者は私の存在を霊的に感じるだろう。 

12 この恵みにふさわしい者となれ。わが言葉がおまえの心から消えることはない、おまえは禁じられた道に落ちるの
だから。 

13 今、学びなさい。あなたの精神を私の光で満たしなさい。あなたが旅立ち、任務を遂行する衝動を感じる瞬間が来
るでしょう。しかし、何も学んでいない者が何を教えることができようか。盲人が盲人を導けるか？ 

14 あなたがたは、真の信仰をもって、私があなたがたの間にいることを感じているが、兄弟のために大きな働きをす
ることができないと感じている。しかし、まことにあなたがたに告げます、あなたがたの冷淡さにもかかわらず、この時代
には、あなたがたの中に、すべてを投げ出してわが道を行く弟子たちが現れるでしょう、ちょうど、罪深い女たちが、わが
言葉によって、新しい生活を始め、もう罪を犯さず、兄弟姉妹の模範となるようにです。 

15 

第六の封印の光があなたの霊を照らすことを知りなさい。本は開かれ、第一から第六までの封印が解かれるからである。私
は今、私のサインを持つべき者たちを集め、非常に困難な仕事を託しているのだ。この期間の終わりには、それを果たした
者を迎え入れ、わが指示に従わなかった者、あるいはそれを偽った者には、厳しく咎め、わが言葉はその者に向かって厳し
く証明される。 

16 皆さん、もう些細なこと、不必要な富の獲得、新しい世界の冒険で時間を浪費してはいけないということを理解し
てください。私があなたに与えるすべての瞬間は、あなたの精神にとって光と進歩であることを理解してください。 

17 私の現存は、私を受け入れる準備ができていないこの人類を驚かせます。この第三の時代における私の霊における
顕現は、科学における最大の唯物論がピークに達したときと重なります。私は、人々 がわが教えと戦うために準備している
武器が、彼らの科学、哲学、唯物論、自己愛、野心、傲慢であることを見ている。しかし、私は剣を持っている。それは真
実であり、その輝きは誰も抗うことができない。その光はこの時代の人類を照らし、すべての偽りを暴き、闇を払拭してく
れることでしょう。わが光がすべての道を照らし、真理がすべての魂に宿るとき、誰がまだ偽りに帰依することができよう
か？誰が彼の兄弟を欺くことができるだろうか？ 
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18 人間の心は硬くなり、ついにはその最も奥深い存在であり原点である霊的なものに対して鈍感になってしまったの
です。私はあなたに言います。わが父の愛があなたの心をノックしても答えが返ってこない間、人間より下の生き物やすべ
ての被造物は創造主の存在を感じているのです。私が山に語りかけると、山は私に答え、私が鳥に語りかけると、鳥は喜び
をもって私に答え、私が野を祝福すると、野は花のじゅうたんを敷き詰めます。一方、もし私が人に向かって話すなら、私
は聞いてもらうために、彼らの目の前で人として死ななければならない。しかし、私は新たにやって来た。彼らの精神が私
の教えの光に立ち上がり、真の道へと戻ることを知っているからだ。 

19 愛する人々 よ、わたしはあなたがたにイスラエルの名を授ける。わたしの律法をもう一度与え、神の完全な礼拝を
教えたからである。あなた方は、古代人のように自然の力や星を崇拝していたわけではありませんが、この頃、新たな偶像
崇拝に陥っているのを私は発見しました。私のことばは、あなたがたの誤りと戦わなければなりませんでした。そして、今
でも多くの心の中に、かつての習慣、信仰、伝統の根が残っています。 

20 昔の人が作った金銀の偶像や、人の想像で作った神々 はどこにあるのでしょうか。不完全に建てられた祭壇から、
次々 と石が落ちていく。 

21 今日、私は、世間では実現不可能と思われていることでも、ひとたび理解すれば、最も簡単に実現できる教えを携
えて、あなた方に会いに来ました。私は、あなたの生活、あなたの作品、そして霊的な祈りを通して、神への愛のカルトを
教えます。それは特定の場所で唇から発せられるものではなく、またカルト的な行為やイメージを必要とするものではあり
ません。 

22 あなたがたが暗闇の中で生き続けることは、私の意志ではない。だから、私はあなた方に私の光を送り、霊から霊
へとあなた方の神と交わるように招いたのだ。 

23 私の教えは、人類の多くが認識しているような遠い神としてではなく、愛に満ちた父として私を近くに見ることを
教えている。また、最も純粋で、最も簡単で、最も安全な方法で、私の前に現れることができるのです。 

24 人、完璧な指示を出しています。己を高め、山を登り、己を清め、魂が煩悩から解放され、無限の世界に住まう幸
福を体験することを求めよ。あなたの魂は、わが力、わが愛の精神、わが普遍の輝きの振動が支配する領域で、わが愛によ
って養われることを渇望していることを理解しなさい。 

25 もし、あなた方が数歩前進することができたとしても、自分たちが地球上で最初の人間であり、真理の所有者であ
ると思って、うぬぼれていてはならないのです。謙虚さがなければ、すべての仕事は偽りになってしまうことを忘れてはな
らない。 

26 あなた方には、積極的な慈善活動、精神化、美徳によって自らを際立たせてほしい。そうすれば、あなた方は「イ
スラエル」、神の民であり、その懐に私の言葉がすべての魂を招き入れるよう人類に最高の証しを与えることができるので
す。 

27 今日、あなた方はなぜイスラエルなのかを説明したいのに論拠がなく、なぜ霊能者なのかを説明したいのに言葉が
足りません。自分の霊的才能が何であるかを説明しようとすると、説得力のある説明をするための証拠と霊的成長が欠けて
いる。しかし、あなたの上向きの進化が真実になったとき、必要な言葉が飛んでくるでしょう。あなたは、自分が誰で、誰
に教えられ、どこへ行こうとしているのかを愛の業で示すことになるからです。 

28 人類にとって、驚きと予期せぬ出来事に満ちた時代が近づいています。私はこの人々 に、それらの出来事について
正しい解釈をする方法を知ってもらいたい。 

29 あなた方は、試練と準備のために、わが仕事の神聖な坩堝の中にいるのです。しかし、痛みに絶望してはいけない
。磨かれることが必要なのだ。苦難の杯を忍耐をもって空けることを学びなさい。そうすれば、苦しむ者を慰める権利が生
じ、あなたは苦痛を呪うことがないのです。あなた方が自分の中でそれを感じるとき、あなた方は兄弟のそれをよりよく理
解することができるようになるのです。 

30 私は、あなた方が早く魂と肉体の医者になるように訓練しているのです。しかし、私の前では、肉体の痛みだけを
癒す者よりも、魂を癒す者の方が重要であることを知りなさい。 

31 わが言葉を聞く男たち、女たち、子供たちよ、私は言う、「それを心に留め、良心の光に照らされてわが教義と戒
めを思い起こせ。明日、それらは教えを広め、愛と救いの十字架となるものを知らせるために役立つ武器となるであろうか
ら。あなたがたは祝福されよ。多くの者が長いために迷い込んだ、真の聖霊の道をますます認識するようになるからだ。主
よ、私たちはあなたに従うことができません。 

32 私の言うことを聞く者は多いが、私に従う者は少ない。これらの者を用いて、狭い道から外れた者を励まし、盲人
を見、聾唖者を聞き、足の不自由な者を歩かせ、「死者」を蘇らせるのである。私のしもべたちを通して、私は人々 の間に
深い眠りから目覚めさせる奇跡を行い、今も行い続けている。 

33 第二の時代には、私が胆汁と酢の杯を飲んだとき、あなたは私を十字架上に放置し、カルバリーで私の血だけが流
された。しかし、今、あなた方は十字架を背負って私に同行し、あなたの主を助っ人とするのです。ちょうど、私が十字架
を運ぶのを手伝ってくれた痛みの道の人がいたようにです。あなたの人生は苦難の道であり、あなたは一歩ずつ落ち、また
上って、山の頂上に到達し、あなたの父に言うことができるのです。「主よ、あなたの御手に私の霊を委ねます。 
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34 誇ることなく、最後まで私に従う者はだれか。あなたは知らない。- 

どのようなものが届くのでしょうか？すべて、最初は何人かで、次に何人かで、とマスターは言う。ある者は苦痛を少なく
し、ある者は大きな犠牲を払って、それぞれが選んだ道とその歩き方によって。 

35 まっすぐな道は最短であり、それは光と愛と美徳によって舗装されている。それは、法の道である。 

36 曲がった道は発展の道を長くしますが、最終的には皆さんは私に辿り着くのです。 

37 あなた方は「山の高さ」に到達した魂が到達する安らぎの場所を知らないが、約束の地の存在を信じるからこそ、
あらためて言うのである。見ずに信じた者は幸いである。 

38 古くから予言では、この時代にはすべての目が私を見るようになると告げていた-

罪人の目も敬虔な者の目も。私のプレゼンスは、あなたの信仰と愛と霊的高揚の目で見ることになるでしょう。 

39 私の声があなたの心の奥底に響き、私があなたとともに生きていることを感じることでしょう。しかし、あなたは
心の部屋を清めなければならない。そうすれば、その部屋が汚れていても、私を受け入れることを恥じることはない。霊的
な兄弟に助けを求めれば、準備のために助けてくれるでしょう。 

40 あなたはすでに霊的進化への道を歩き始めているのです。私はあなたに課した試練の中で、あなたを励ましてきま
した。奈落の底に落ちた者を、一体どんな人間の力で引き出せたのだろうか。あなた方の人生に起こった不可能を可能にし
たのは誰でしょう？あなたの魂を包む誘惑の罠を、誰が破壊することができたでしょうか？ 

41 私は、報酬を要求することなく、あなた方の間でこれらの仕事をすることができる唯一の人間なのです。私の恩恵
を列挙するのは、私があなたに与えるものを自慢するためではなく、私の教えが気づかれずに過ぎ、あなたの精神がそれを
理解することを望むからです。あなたの心が優しくなるように、魂が善い行いをするのを助け、愛と慈悲で兄弟の道を蒔く
ようにしたいのです。 

42 あなたがたは、わが言葉を聞くこれらの謙虚な集会所に、後に自分の人生の道で実践することを学ぶための学校に
来るのである。指示を聞いただけでは、まだ自分の仕事を果たしたことにはならないことを理解してください。私は、あな
たが私の教えの種を世界に広げることができるように、世界をあなたに委ねます。家を預け、活躍の場を示し、道を示す。
刑務所、病院、孤児院、悪徳と堕落が支配する場所は、あなたの祈りと慈悲の働きに適した活動場です。 

43 己に勝てば、道は拓ける。そうすれば、わが使徒ヨハネが黙示録の中で見た獣を倒すことができるようになる。 

44 あなたは何度も私に従うことを誓おうとしたが、私はあなたの唇を封じて、誓いを口にさせないようにした。あな
たがたの中のある者は、常に私を愛するという誓いを書き記そうとしたが、私はあなたがたの筆を止めた。なぜなら、あな
たがたの精神から、私に従うという取り返しのつかない決意が湧き出るようにしたいからである。 

45 もし、あなたが自分の精神を一瞬でも見ることができたら、自分が何者であるかを知り、その光に驚き、自分に対
する尊敬の念を抱くことだろう。しかし、肉体の目で見ることはできないが、その現れによって信仰を持てば、もはや肉体
はその上昇のための地下牢や障害物ではなくなるのだ。あなたの霊は、創造主に似た存在として、それに命を与えた神にふ
さわしい働きをするように運命づけられていることを考えなさい。 

46 多くの人が苦しみ、悲しみ、涙を残してきた魂の成熟のために、今こそ力を合わせなければなりません。しかし、
今、あなたは罪の都を離れ、一歩一歩、愛情をもってあなたを待っている新しい土地に近づいている--

顔を背けず、ゴールを目指して進んでください。 

47 キリスト教を名乗る大きな宗教団体が、わが教えそのものよりも儀式や外的なものを重要視しているために、誤っ
た方向に進んでいると考えてください。愛の業と十字架上の血で封印したあの命の言葉は、もはや人の心の中には生きず、
古くて埃っぽい本の中に閉じこめられて無言になっています。そして、キリストを理解することも、キリストに従う方法も
知らない「クリスチャン」な人類が存在するのです。 

48 だから、この時代、私にはわずかな弟子しかいないのです。苦しんでいる兄弟を愛し、痛みを和らげる者、徳に生
き、その模範によってそれを説く者です。これが、キリストの弟子たちです。 

49 わが教えを知っていながら、それを隠したり、口先だけで心で知らせたりする者は、わが弟子ではない。 

50 私はこの時代、石の神殿を探し求め、その中で自分を知らしめるために来たのではない。私が求めるのは魂、心で
あって、物質的な祭りの衣ではありません。 

51 科学の道に迷い、私の存在を否定する人々 を、私は憐れんで見ている。人の心の中で私を滅ぼそうとする者でさえ
、私は敵と見なさず、彼らを愛し、赦す。 

52 しかし、敬意をもってそれを行い、あなたの主だけが知りうることを知ろうとしないように。しかし、あなたには
神として完全で賢明で公正な存在がいることを知る無限の喜びを感じてください。 

53 愛する人々 よ、この抑圧され病んだ人類を見よ。この人類が生きている時代にも、人々 の間に私がいることにも気
づいていない。 

54 目覚めよ、人々 よ、私はこの人類に光と信仰と救済のメッセージを与えているのだ。無気力から解放され、この地
上に与えられた使命について考えてみてください。 
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55 私は、あなた方がこの人類の救世主や救済者になるとは言いません。しかし、あなた方には、地方や国々 に良い知
らせを運ぶようにと知らせているのです。あなた方の使命は、わが教義を繰り返すことにとどまらず、それを説き明かし、
慈悲のわざで常に補強し、兄弟に愛を蒔くことである。 

56 あなたがたは、同胞を驚かせ、納得させるような仕事をする権威を疑ってはならない。 

あなたがたが単純で無学であることは、私があなたがたに託した使命を果たすための障害にはならないのである。あなたの
中には光の精があり、その精はあなたの信念さえあれば姿を現すことができるのです。 

57 これらの貧しく恵まれない大勢の人々 の中から、助言者、魂の博士、わが仕事の通訳者、平和の使者、預言者とな
る人々 を私は啓発するだろう。 

58 ある者は他の民族の元へ去り、残りの者はあなた方が外国人と呼ぶ、平和、光、兄弟愛、もてなしを求める見知ら
ぬ人々 の到来を待つことになるでしょう。 

59 私は、この国が現在、わが意志によって定められた時間に、地球上の人々 の間で平和と霊性化の旗印として立ち上
がるための準備が進められていることを、あなた方に伝えました。それは、痛みに屈してやってきた人たちを庇い、避難所
となり、保護するものです。この民の運命は大きい。それゆえ、私は彼らを試し、わが正義を感じさせよう。 

60 平和を求めてやってくる難民列車を見たら、あなたの心は喜びでいっぱいになるのではないでしょうか？飢えてい
る人に自分のパンを分け与えることを喜ばないのか？ 

61 あなたがたは、わが言葉が実現する日や時間を知らないのだから、心を整え、感性を豊かにしなさい。私があなた
がたを霊的に豊かにした癒しの賜物を発展させなさい。ホームレスには病気の人も多いし、疲労で落ち込んでいる人もいる
からです。しかし、私は、霊的なものであれ、肉体的なものであれ、すべての病気に効く一つの癒しの薬をあなたがたに与
える。そのバームが奇跡を起こすためには、祈りを基本とした真の慈愛が必要なのです。 

62 祝福された国よ、言葉となったわが光線を入れさせ、わが民を登場させる。宗教的狂信を破壊し、無知から自らを
解放し、二度と奴隷になることはないのだ! 

63 私はこの国々 に、その日が来れば慈悲のマナを降らせ、真理を求める大群衆がそれを食することができるように、
恵みを与えた。 

64 あなたがたは、人類に霊化を教える運命にあります。 

65 私があなた方に託した任務や使命は、決してあなた方にとっての軛や重荷ではありません。あなたは自分の不完全
さという重荷に耐え、屈辱と隷属の鎖を引きずってこなかったから、私はあなたに新しいくびきを提供することができるの
だ。私があなた方に託した任務は確かに困難であり、非常に大きな責任を伴うものですが、その遂行によってあなた方の平
安と幸福と救いが保証されるのです。 

66 自分の仕事をうまくやることができれば、重い十字架や痛む重荷になるどころか、精神に言いようのない喜びを与
え、心に計り知れない満足を与えてくれます。 

67 これは、聖霊によってあなたがたのところに来たエリヤの時代であり、すべての道を滑らかにし、障壁を壊し、暗
闇に光をもたらし、無知の鎖を断ち切り、すべての魂に道を示すのである。 

68 モーセがイスラエルをエジプトのくびきから解放し、カナンの地に導いたように、エリヤはこの時、あなたをこの
世の闇から解放し、新しい約束の地である霊の王国の光に導いてくれるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 73 
1 渇きを抱えた群衆がわが前に現れ、わが言葉を滝のような清らかな水のように受け取り、その汚れを洗い流してく

れたのだ。感謝することで、多くの人の心が花の萼のように愛に開かれていくのです。 

2 この時、私はあなたの元に戻ることを申し出たのです。あなたがたが私のもとに来るためには、あなたがたの痛み
が非常に大きいことが必要であったが、すべては太古の昔から準備されており、すべては預言されていたのだ。あなたは見
もせず、祈りもしなかったので、道から外れてしまったのです。しかし、まことにあなたがたに告げますが、今日の「地」
を覆う多くの「いばらと石」、そこに存在する多くの落とし穴、断崖絶壁にもかかわらず、主の道は、その中を歩くことを
選ぶ者には、常に認識できるものなのです。私は、あなたが約束の地の素晴らしさを見ることができるように、あなたの道
から雑草や障害物を取り除くために来たのだ。明日の人々 は、この時間を「光の時間」と呼ぶだろう。 

3 人類は短期間に大きな変貌を遂げるだろう。社会組織、原理、信条、教義、慣習、法律、そして人間生活のあらゆ
る秩序が、その根底から揺さぶられることになるのだ。 

4 そう、今が光の時代なのです。光は力であり、誠であり、真理であることをお伝えします。だから、この誠意と真
理は、人のすべての道とすべての業に輝くものでなければならない。- 

多くの人が言うだろう、「主よ、あなたはどれほど長い間、私たちの目から隠れておられたことでしょう。しかし、わたし
は彼らに答える。わたしが自分を隠したのではなく、あなたがたの目に厚いベールをかぶせて、わたしを見させなかったの
だ。 

5 人類は私の畑であり、私はその耕作者である。しかし、その道には数え切れないほどの災いが降りかかり、そのた
めにあなたの救済は非常に困難なものとなっていますね。物質主義、戦争、罪は、主の畑を絶え間なく苦しめる災いであっ
た。しかし、それらを根絶する力は私にある。やがて、それらが永遠に取り除かれる時が来るだろう。そうすれば、畑は栄
え、心には平和が訪れ、家には豊かなパンがもたらされる。人間の生活は、"互いに愛し合う 

"という戒めを果たすとき、私に向かって立ち上がる礼拝のようになる。 

6 私の教えを聞いて種をまく者になろうとする者は、それを自分の魂に刻み、種と農具と水を用いて、自分の愛で実
らせる不毛の地へ出発しなさい。 

7 主の祝福された畑で主に仕えたということ以上に、兄弟に残せる大きな遺産があるだろうか。あなたの記憶はいつ
か祝福され、あなたの模範は模倣されるでしょう。 

8 今こそ、自分の働きによって自分を贖うべき時であることを理解せよ。人類の第三の時代、功労者は私一人ではあ
りません。 

9 あなたを助けるために、私は新たにやってきて、この深い闇の中で私の光で善の道を示し、あなたの心が求めてい
る平和の国に、たとえそれを知らなくても、すぐに到達できるようにしたのです。 

10 道の最終目的地はわからないが、そこに到達するための信念はある。あなたは父を完全に知っているわけではあり
ませんが、父の声はあなたの心に無条件の信仰と不滅の希望を呼び覚まします。このように信じている人たちに、もう一度
言います。「見ずに信じる人は幸いである」と。 

11 もう、地上に縛られ、心の住処を用意することなく、刻々 と父に降臨を迫るような人間にはならないでください。
今こそ、創造主のもとに立ち上がることができる者であれ。霊から霊への対話のために、自分自身を価値あるものにするの
です。 

12 もし、あなたが人生の道において、わが真理の証明を受けたならば、それを証しとして、あなたの日々 の仕事にお
ける動機付けとしなさい。しかし、肉があなたの霊が受け取る真実に目を閉ざしてはなりません。肉は盲目で弱く、恩知ら
ずであり、その不屈の精神はあなたの発展の道を阻むかもしれません。 

13 私はあなたに任務を遂行するのに必要な力を与えたし、これまで私が話したことをもってすれば、あなたは全人類
を救うことができるだろう。しかし、あなた方は弱い。この顕現が終わる示された時が来るまで、私はわが民にわが教えを
与え続けるだろう。 

14 我が民を二つのグループに分けることができた。私を理解した者と、私の真理を理解していない者がいる。両者と
も同じ教えを受けたが、われを理解しなかった者は嘆き、困り果て、失敗したと思う。ある時は自分が迫害されていると思
い、またある時は自分が縛られて誘惑と戦えないと思っている。彼女は一歩一歩歩くたびにアザミに足を刺されるのを感じ
、毎日苦痛の涙を流す。道の茨の上には、私が彼女を飾った恵みの衣のかけらが残されている。- 

もう一つのグループは、日々 の仕事を終えて勝利の歌を歌う人、私を祝福するために戦いに立ち上がる方法を知っている人
、嘆かず、懇願せず、叱らずの人です。主よ、私はあなたの父なる愛を私のうちに体験し、私の霊を完成させる試練のうち
に、あなたがご自分を明らかにしてくださったので、限りなくあなたに感謝します」と言うのです。その試練の中で、私は
あなたの平安と糧を得ることができますから、あなたに感謝します。" 

15 私を理解した人は、こうして私を讃えるのです。彼らにとっては、一日、一日の夜明けが新しい希望の光であり、
進化の道への新しい一歩なのです。しかし、私はあなた方を分断したいのではなく、むしろあなた方を初心者と弟子の区別
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のない一つの家族に融合させたいのです。高次の存在が低次の存在の隣にいるのは嫌だ。私はすべての人に同じように力を
与えているのだから、みなさんも同じように力を認めてほしい。 

16 文句ばかり言っているあなた、私の言うことを聞きなさい。人間の体に隠れていたあなたが私の前に現れたとき、
あなたは疲れ果て、病み、衰えた彼を私の前に連れてきました。しかし、私は彼を癒し、彼の力を回復させ、あなたの心を
喜びと希望で満たした。私は、働くための門を開ける鍵をあなたの手に渡し、パンを与えた。私はあなたの大切な人を祝福
し、浄化し、あなたの行く手を阻むものを取り除きました。私はあなたの精神を深い眠りから覚まし、創造からすべてを所
有しているだけに、それ以上の贈り物を与えなかった。しかし、私は魂を疲労から、病気から解放し、良心を通してその瞬
間に判断しなければなりませんでした。肉体と魂が強化された後、私はそれらを一つの存在に、一つの意志に融合させ、そ
れによってわが掟を実現させたのだ。これ以上何を求めるんだ？この掟を果たせば、この世は平和になり、その後、あなた
の霊魂は天の御国に行くことになる、と言っているのです。- 

こうして私はあなた方を目覚めさせ、あなた方が何者であるかを知り、それによってあなた方の運命と使命の崇高さを理解
することを学んだのです。 

17 私の話を聞くだけではだめだ、行動しなければならない。試練の中で強くなり、学ぶ!聞くだけで、何も考えなけ
れば、何も学んだことにはならないし、何も行動に移せません。この出会いの場を、師が教える学校と考え、世界を、学ん
だことを生かす広大な仕事の場と考えよう。 

18 この世界は、仕事をするのに適したフィールドなのです。そこには、痛み、病気、あらゆる形の罪、悪徳、不和、
道を踏み外した若者、尊厳のない老い、悪のために悪用される科学、憎しみ、戦争、嘘がある。 

19 これらは、あなたが働き、種をまくべき畑である。しかし、もしあなたがたが、人間の間で待ち受けている闘争が
巨大なものに見えるなら、本当に、あなたがたに言っておくが、それは偉大ではあるが、あなたがた自身が始めなければな
らない闘争とは比較にならない。すなわち、肉の情念、自己愛、利己主義、物質化に対する魂の、理性と良心の闘争である
。そして、あなたがたが自分自身を克服していない限り、どうして兄弟に対して、愛、従順、謙遜、精神化について心から
語ることができるでしょうか。 

20 自分の中に最強の敵がいることを自覚する。 

あなたが彼を倒したとき、使徒ヨハネがあなたに語った七つの頭を持つ竜が、あなたの足の下にいるのが見えるでしょう。
そうしてこそ、"私は主に向かって、主よ、あなたに従いますと顔を上げることができます 

"と、真実に言えるようになるのです。そうすれば、唇だけでなく、精神もそれを言うようになるからです。 

21 もし、肉体の目が一瞬でも自分の精神を見ることができたなら、自分が誰で、どのような存在であるかを知り、目
がくらむことでしょう。自分自身に敬意と慈悲を持ち、その光をどこに持っていったのか、深い痛みを感じることでしょう
。 

22 今日、私はあなた方が何者であるかを教えるために来たのだ。あなた方は自分自身を知らないのだから。あなた方
は、その意味もわからず、少なくとも霊があるという信仰も持たずに、霊があると言い続けているのです。それを知らずし
て、どうやって開発するのか？ 

もう、自分の心の地下牢や死刑執行人であってはならないのです。肉体を所有者や主人にしてはならない。自らを解放
し、肉の世俗的な衝動を拒絶し、曲がり角で待ち伏せしている狼を追い払うように。 

23 内心で私を理解したと感じ、自分の使命を果たしていると信じている者は、後に続く者を助けるであろう。しかし
、まだあなたの果実を私に捧げてはならない。あなたが創造した仕事は-この時代だけでなく、すべての時代において-

まだ私にふさわしくないのだから。 

24 このことを恥じることなく、心を鬼にすることなく。もし私が、あなたはすでに完成の域に達しており、あなたの
作品には何の欠点もないと言ったら、あなたは自分の精神的成熟の道を歩み続ける努力をするだろうか？ 

25 これ以上立ち止まらないで、過去に目を向けないでください。あなたが残したものは、痛みと涙と罪でした。あな
たがたはソドムの町を後にしたのだから、もうそれに顔を向けてはならない。そこは罪の街だった。清らかな水が湧き、肥
沃な畑が広がる新しい土地に向かって、あなたの存在を素敵で幸せなものにしてください。 

26 見よ、人類の精神の前には、多くの道が開かれている。しかし、私の教義に基づいて設立されたものがあったとし
ても、この世界には完全な宗教団体は一つもないと、私はあなたに告げます。私は、第二の時代にあなた方に与えた御言葉
に反して来たのではない、私は自分自身を否定することはできないのだ。しかし、私はあなたに尋ねます。その言葉、その
教えはどこにあるのでしょうか。人の心の中に求めても見つからない。古く埃をかぶった書物の中に保管され、人間の中に
もあえて改竄する者がいるほどだ。ですから、私はあなたがたの中に完全な宗教団体を見いだすことはできないと言います
。愛と慈悲、謙虚さと正義の代わりに、私は儀式と伝統と虚栄、多くの苦しみと無知を見つけるだけだからです。しかし、
これらは私に届かない誤りである。愛と柔和と正義と忍耐だけが、わたしに届く。 

27 愛する者は、私の教えを生きる。同胞の痛みを感じ、そのために苦しみ、慰めをもたらす者こそ、わが弟子である
。自分の生活によって、業によって徳を教える者は、師である。真実に自分の兄弟を愛する者は、わがふさわしい子である
。 
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28 わが律法を知りながらそれを隠す者は、わが弟子とは呼べない。わが真理を唇だけで伝え、心で伝えない者は、わ
が身を模範としない。愛を語りながら、その反対を作品で証明する者は、私の教えに対する裏切り者である。 

29 マリアの純潔と完全性を否定する者は愚かであり、その無知のゆえに、神に挑み、神の力を否定するのです。第三
の時代のわが真理を認めず、魂の不滅を否定する者は、まだ眠っており、人類がこの時代に目撃している啓示を告げた過去
の時代の予言に耳を傾けないのです。 

30 これが、わが第三の啓示の理由である。私は会堂や教会の懐に姿を現さなかった。これらは私の家ではないからだ
。人の手によって建てられた石の神殿は、わが神殿とはなりえず、人の心そのものであり、そこには人の愛の祭壇、人の信
仰の光、人の功徳の供物がある。 

31 私は心を求め、魂を求め、その中に私自身を現す。 

32 もし、あなたの中に真実が生きていることを望むなら、愛を実践し、言葉、作品、思考で光を広め、魂と肉体が病
んでいる人を癒しなさい。 

33 私の敵として立ち上がる者がいても、私は彼らをそのように見ず、ただ困窮している者として見る。自分を学者と
思い込んで、私の存在を否定する者を、私は哀れんで見ている。人の心の中でわたしを滅ぼそうとする者を、わたしは無知
と見なす。なぜなら、彼らは生命の創造主である主を滅ぼす力と武器を持っていると信じているからである。 

34 私と戦えるのは、私のように全能であろう存在だけだ。しかし、もし私から神が出てきたら、私に反すると思うの
か？それとも、無から発生することがあるとお考えですか？- 無から有は生まれない。- 

私はオールであり、決して生まれない。私はすべての創造物の始まりであり終わり、アルファでありオメガである。 

35 私によって創造された存在の一人が、神に手を伸ばすことができると想像できますか？すべての被造物には限界が
あり、神であるためには限界がないことが必要である。そのような権力や偉業の夢を大切にしてきた人たちが、自らのプラ
イドの闇に陥ってしまったのです。 

36 私の中に利己主義は存在し得ない。それゆえ、私は神性において偉大であるので、あなた方も偉大であることが私
の意志であったのです。あなたが小さい限り、あなたは弱く、私に従い、私を理解し、私を愛することができないことを、
私は知っています。だから、私はあなたを探して教え、精神と理解においてあなたを偉大にするのです。あなたを愛し、あ
なたを身近に感じたい。父親というものは、自分の子供が不在で、しかも苦しんでいることを知っている限り、決して幸せ
にはなれないのです。 

37 私の父の家はあなた方のために用意されている。来れば、真に受けて楽しむことができる。自分の子供が自分の家
の門前で乞食のようになっていると知っていながら、どうして父親が王室の寝室に住み、おいしい食事を楽しむことができ
るでしょうか。 

38 わが子たちよ、あなたたちはわが律法を犯すことによって、自分たちのために裁きを用意した。あなたがたは、わ
たしがあなたがたを懲らしめたと信じて道につまずき、わたしを無慈悲と呼んだが、あなたがたの無慈悲と呼ぶ方が、あな
たがたの天の父であることを忘れているのだ。 

39 第一時代の厳しい審判の中に、父なる神の愛を認めなかったのか。そして、第二時代の愛すべきマスターの中に父
を発見したのではありませんか？私が「御子を知る者は父を知る」と言ったことを思い出してください。 

40 今日、わが聖霊があなたがたに語りかけるように、実に父の知恵と子の愛があなたがたに語りかけるのである。 

41 わたしは、わたしの偉大さによってあなたがたを辱めようとは思わないし、それを自慢しようとも思わないが、そ
れでも、わたしの意志の及ぶ限り、あなたがたにそれを示す。 

42 あなたは決して私の力の終わりを経験することはなく、あなたの精神の発達が高まれば高まるほど、あなたは私を
よりよく認識できるようになるという思いを喜びとしてください。自分が主の偉大さに達することは決してないと知って、
納得できない人がいるだろうか。地上の父親と比較して年齢が若くなることに、地上で同意しなかったのですか？あなたは
進んで彼に経験と権威を与えなかったのですか？自分よりも強い男、つまり誇り高く、勇敢で、徳に満ちた男を父に持った
ことを喜ばなかったのか？ 

43 弟子たちよ、私があなた方の中に置いたこの光を、決して悪のために使ってはならない。私がこのことを指摘する
のは、このような私の顕現の形がまもなく終わるからである。私があなた方の間に注いだ恵みはあまりに大きいので、私が
去るのを見ると、ある者は理不尽のうちに自由に自分の権威と霊的賜物を利用して、人の前に自分を高ぶらせるだけだと思
うようになるのだ。 

44 災いなるかな、お世辞と虚栄と金銭を求める者たちのために。痛みと試練のために、兄弟たちは彼らの前にひれ伏
し、一滴の癒しのバームを求めてくるからです。しかし、災いなるかな、自分を神と思う者たちは、その権威が災いに変わ
り、その光が闇に変わったことに気づかないのである。災いなるかな、わが良き弟子たちよ、彼らのために苦難を強いられ
、混乱が生じるであろう。 

45 自分の歩んでいる道が上昇進化の道かどうかを知りたいときは、いつでも良心に相談し、その中に平和があり、兄
弟に対する慈愛と善意が心に宿っていれば、自分の光がまだ輝き、自分の言葉が慰めと癒しになることを確信できるだろう
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。しかし、もしあなたの心に貪欲、悪意、物質主義、肉欲が根付いていることを発見したら、あなたの光は闇、欺瞞になっ
ていることを確信できます。あなたは、父に呼び出されたとき、金の麦ではなく、不純な収穫物を見せたいのですか？ 

46 この言葉は、あなたの心の奥底に刻み込んでください。あなたの生活の中で、柔和に（秩序を）全うしなさい。そ
うすれば、平和を得ることができる。パンがあなたの口に甘く、あなたの家がもろい舟にならないように、あなたがたが心
を一つにして、このみことばを信じない者があなたのところに来ても、彼らのことばと悪意の嵐風があなたの信仰を押し流
すことがないようにしたい。 

47 第二の時代、イエスの中にいる私の存在が家族の間に分裂を引き起こしたため、多くの人が狼狽しました。一つの
家に住んでいた五人のうち、三人は二人に、二人は三人に反対し、三人は私に従ったが、二人は私を拒絶した。この時も同
様です。父親が私を認め、連れ合いと子供たちが反旗を翻した家庭がある。また、一家の母親である奥さんが私のところに
来て、涙ながらに「ご主人様、私はあなたに従っています、私のもあなたに従って欲しいのです」と言ったこともありまし
た。しかし、彼らは、私の実の子供たちは、私を誤解しています。 

48 皆が私の指示に完璧に調和して従う家庭は、なんと稀なことだろう。 

49 このように、この民は親類や隣人の無理解に耐え、パンを与えられず、目の前でドアを閉められ、待ち伏せされ、
中傷と偽証を浴びせられます。恐れるな、強くなれ、あなたを最も誤解している者は、悔恨の念に駆られて、あなたの辿る
道を求めに来る者たちだ。 

50 私はあなたを愛し、いつもあなたを救う。あなたが人生の旅路で受けるのは私の慈しみであり、それによって、あ
なたの心に平和があり、食卓にパンがあり、あなたの霊に力があるのを見て、不信心な者でさえ驚くことになる。 

51 弟子たちよ、あなたがたを助けるために、わたしの優しい愛撫を送る。私の神聖な光線が私のもとに戻るとき、私
の平和はあなたの中にとどまるでしょう。しかし、今日、師はあなた方に言います。「目を覚ませ、人々 よ。寝ている場合
ではないのです。一瞬一瞬、嵐に襲われながら、強く生きていかなければならない。疫病、飢饉、戦争、死など、目に見え
るもの、見えないもの、あらゆる苦難や災いが解き放たれる、審判と反省の時である。黙って祈り、黙々 と作業する。あな
たのランプを消したり、あなたが持っている贈り物を隠したりしないでください。そうすれば、私のたとえ話に出てくる忠
実な処女たち、つまり、ランプを灯しながら貞節な配偶者を待っていた人たちを手本にすることができるでしょう。 

52 あなたのスピリチュアリティは、あなたが助けたいと願うすべての人々 の思考に影響を与えるでしょう。こうして
あなたは、地上であなたを統治する兄弟の道を照らすことができるようになるのです。彼らは心の扉を開いて見知らぬ人を
迎え入れ、私が与える平和のメッセージをその人に伝えるのです。 

53 この国は、地球上の他の国々 の中で、難しい使命を果たすことになるのです。しかし、そのためには、まず雑草を
根こそぎ引き抜かなければならない。私は、人々 が偽善の仮面を捨て、誠意と兄弟愛と光で彼らの心を満たすようにします
。精神的な面でも、この国は模範を示さなければならない。しかし、神への崇拝を精神化し、宗教的狂信と偶像崇拝を根絶
することが必要である。 

54 私の教えは、他の人々 が信じることができるように、あなた方が生きなければなりません。しかし、この人々 が霊
的に立ち上がるとき、私の教えを広めるために、地球のすべての地域に悟りを開いた人々 が現れるでしょう。そのとき、彼
らは孤独を感じず、すべての人が恵みの賜物を持っていることを悟り、私に感謝することでしょう。なぜなら、彼らは地上
に来る前に、使命を果たすという誓約のために、わが父の優しさからそれを受け取ったからである。 

55 あなた方が洗礼者と呼ぶ預言者ヨハネのように、良心の内なる声にのみ導かれて、自分の霊的才能を開花させる者
は幸いである。他に誰が、砂漠で彼を教え、彼に語りかけることができるだろうか。 

56 人々 よ、新しい生命に立ち上がりなさい、破滅に陥らないように。私は、あなた方を「光の子」と呼んできたこと
を忘れないでください。毎日、あなたの精神に少なくとも光の輝きを与えてください。"どうしてこんなことが起こるの？"

とあなたの心が私に問いかけます。それに対して私は、人類は困っている人でいっぱいだから、あなたが持っているものを
精神的な豊かさとして彼らに与えることができる、と答えています。そして、今回、あなたがたの額に印をつけたのは、あ
なたがたの存在の最初から、わたしから受けた運命と霊的な賜物の確認にほかならない。平和、力、永遠の光、混乱した魂
に対する権威、癒しの賜物、（内なる）言葉、霊的な祈り、あなたの精神を飾る多くの賜物は、あなたがこの国の平和を創
造するための武器であり、それは預言者、使者、マスター、善の使徒にとって肥沃な土地となることでしょう。 

57 これらの予言がすべて成就し、人々 が聖典の中にその告知を探せば、あなたの目がこの時代に見たこと、そして来
るべき（時代）に見ることのすべてが、あらゆる場面で明確に示されていることに驚くことでしょう。その時、人類は言う
だろう。「本当にこれは、第三の時、主の再臨である。 

58 ある人々 には、この人々 が特権を享受しているように見えるでしょう。しかし、その後、全世界の人々 は、主の霊
が、主の普遍的な家族のすべてに、好意なく注がれていることを認識するようになるでしょう。 

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 74 
1 それは、あなた方の精神的な高揚のために、私が人々 の間に私の姿を現す恵みの時である。私の声を聞くと、あな

た方は世間から離れ、霊的に自らを集めようとする。 

2 あなたがたが私の食卓につき、私がパンを配り、ぶどう酒を与えるのを待っていることを本当に感じてください。
あなたがたは、私があなたがたに比喩的に語りかけ、第二時代のわが言葉を思い起こさせることを知っている。パンはわが
言葉であり、ワインはその言葉の中にある神聖な本質だからだ。 

3 パンとワイン、体と血、マナと水、これらはすべて言葉と愛と命の象徴であり、あなたの精神の永遠の糧となって
きました。 

4 砂漠のマナと岩の水は、当時、パンと聖霊のぶどう酒を象徴していました。これは、最後の晩餐で、弟子たちに囲
まれて、私が彼らに「食べなさい、飲みなさい、これは私の体であり、私の血である」と言ったときに用いたのと同じ象徴
なのです。この教えによって、私は人類の新しい時代、愛の時代を開いたのです。 

5 今日、新しい弟子たちが私の周りに集まり、大勢の人々 が再び私の足跡をたどっています。しかし、私が神の教え
をあなた方に理解させる手段は、もはや単なる寓話やたとえ話ではなく、霊によってのみ感知できる神の本質をあなた方の
心に語りかける紛れもない御言葉なのです。 

6 弟子たちよ、これらの教えをよく考えてみると、やがてアレゴリーやシンボルの時代は終わりを告げ、あなた方の
精神的な発達と精神の開放によって、よりよく真実を理解することができるようになることを理解するだろう。 

7 たとえ手で触れることができなくても、人間の目で見ることができなくても、私はあなた方の中にいるのです。私
は霊となってあなたに語りかけ、あなたの祈りの中でどのように私を求めるかを教えるために来たのだ。 

8 私は、第二の時代にあなた方の間に住んでいながら何も残さなかったように、私の新たな顕現について物質的な痕
跡を残さないだろう。人間は偶像崇拝をする傾向があり、物質的なものを神聖視し、崇拝の対象とすることがある。もし、
私の体や殉教の十字架、あるいは弟子たちとの最後の晩餐の聖杯を保存することができたとしたら、人類は何をしただろう
？しかし、私の神聖な本質だけが人類の精神の中に残るように、すべてが抹消されたのです。 

9 昔のこととはいえ、私はシンボルとしての物も、言葉を伝えるメッセンジャーも、人の目から消したのだ。1回目
は、モーセが山の上にいたとき、モーセを偶像化した民衆の前から姿を消した。火の預言者エリヤは、「雲」に乗って地上
から姿を消した。二人とも、イエスと同じように、自分の仕事の痕跡を霊的なエッセンスとして魂に残すだけであった。 

10 今、私はここで、わが約束の一つを果たし、すべての世代を一つの民族に、異なる人種の人々 を一つの使徒職に統
合する。 

11 私は、光と明晰さに満ちたもうひとつの証を人類に遺す。わが子たちの中には宗教的狂信が最高潮に達している者
もいれば、物質主義と信仰の欠如が彼らの魂を餌食にしている者もいることをご覧ください。その時、両者を待ち受けてい
るのは、偉大で血なまぐさい戦いである。それは、人々 の間に再び光が差し込み、ある者が他の者を愛することによって生
まれる真の平和を感じるようになるまでのことだ。 

12 情熱と世界観の真の混沌に直面し、人々 は私の新しい教えの証人、担い手として表に出てこなければならないでし
ょう。信仰を見出すためには、謙虚さ、従順さ、霊性、強さ、慈悲を備え、身にまとうことが必要であろう。 

13 愛する弟子たちよ、嵐を恐れるな。わたしは舟の中であなた方とともにいる。あなたがたがわが言葉を受け取る祝
福を受けているように、あなたの兄弟たちもみなそれを知るに値することを考え、信仰に満ちて戦うがよい、すでに多くの
人々 がそれを待っているのだから。 

14 私の教えは実践するのが難しいとか、苦労が多いとか言ってはいけません。愛を持って私に従う者は、十字架の重
荷を感じることはない。 

15 これはわが言葉である、それをあなたの霊に印象づけよ、すぐにあなたはそれに依存するようになる。 

16 鈴の音は、あなたを目覚めさせ、その音はあなたの精神に響き、そして、あなたは、今日があなたのためにマスタ
ーが現れる恵みの日であることを思い出したのです。あなたの霊魂の命であり、あなたの心を確信で満たしてくれるこの神
聖な言葉を聞きたいと願い、あなたは素早く立ち上がりました。 

17 まことに、わが言葉は、人生の嵐があなたに隠していた道を明らかにする。私は、すべての人と同じようにあなた
の近くにいることを理解してください。- 

この時、多くの魂が光の道に従い、もはや迷うことはないでしょう。あなたは驚くだろうが、心の荒んだ人や首の固い人が
、最も早く私の跡を追うのである。しかし、私はすべての人に、精神生活の光に目覚めるために必要な時間を与えたからで
す。 

18 この時代、罪の意識にさいなまれながら、わが言葉を聞きに来た人々 が、私の説法が終わらないうちに、涙ながら
に「先生、あなたです」と言ったことがどれほどあったことか。これは、わが純粋な、親切な、説得力のあるみことばが、
その人々 の心に語りかけたからである。そして、一度私の存在を感じた者は、偽りの口実で自分を欺くことはできないと、
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私はあなたに告げます。- 

この時代にわたしの話を聞いた者たちは、わたしのあかしをする方法を知るために、自分自身を整えなさい。 

19 あなたの人生の旅路に、あなたに良い知らせをもたらしてくれた友人がいたように、労苦の世界に甘んじている全
人類も同様に、主がおられるというヒントを得て、私に耳を傾けることになるのです。 

20 もし、わたしの慈悲で、あなたがたの苦難の日を短くしなかったとしたら、あなたがたはどうなるのだろう。あな
た方はすでに滅んでいることでしょう。この時、私は罪人たちを探し、彼らに私の神聖な仕事における仕事を与え、私の愛
が彼らを決して排除していないことを伝えているのだ。慈愛の実践によって霊的な上昇を遂げたとき、その魂にはいつかど
んな満足と喜びが訪れることでしょう。- 

無限大に存在する父なる神の愛は、あなたの救いとあなたが永遠の平和を得ること以外には望みません。 

21 1866年以来、私は再びわが愛の泉を開き、慰めと啓示としてあなたがたに注いでいる。私の教えを実践し始めな
さいというのは、私の旅立ちの日を待たずに、あなたがそれを聞いた最初の瞬間から、私はあなたに言いました：「慈悲を
行使し、病人に慰めを与え、私の新しい啓示を語り、困っている人や迷える人を連れて来なさい」。それは、あなた方が、
わが業をすばらしく語る理論的な弟子となり、腕を伸ばして病人に触れ、その痛みを和らげることができないようでは困る
と思ったからだ。あなたの世話と祈りによって末期の病人が生き返り、その唇があなたを祝福するのを聞いたとき、あなた
の心は喜びで満たされませんでしたか？ 

22 これらの私の子供たちが、もはやあなた方に私の言葉を伝えることができなくなる時は、非常に近いのです。私は
去り、マスターはもうこの指示を出すことはないだろう。その頃には、皆さんの心の中にある積極的な慈善活動の欲求が浄
化され、精神化が進んでいることを望みます。あなた方の霊的な羊飼いであるエリアスは、私があなた方に来ることを告げ
、また、私の旅立ちの日を予言したのである。 

23 私の言葉は、その形は単純で謙遜であるが、その内容は深遠であり、それは最後の日まで変わらない。あなたの霊
は私の教えを理解するために、言葉を必要としないからです。 

24 私は、私の教えを私の意志に従って実践する者と、自分の存在の核心から逸脱する者を知っている。わが知恵に隠
されたものは何もない。本当にあなたがたに言おう、もしあなたがたは私に到達したいのなら、愛と慈悲と正義と謙遜のは
しごを上って来なさい、と。 

25 この精神的な仕事を物質的な仕事に変えて、この地上でその実を見ようとするようなことはしないでください。わ
が教義の勝利を疑わず、信仰を持てば、平野を山に、砂漠を緑の牧草地に変えることができるだろう。第二の時代、イエス
様が十字架で死なれたとき、ヨハネ以外の弟子たちに見捨てられて、すべてが終わったと思ったことを思い出してください
。しかし、その後、神の種は心の中で発芽し始め、殉教者の血、つまり愛と信仰である血によって絶えず水を与えられてい
たため、枯れることはなかったのです。 

26 あなた方に告げます、この時代、わが神の種は慈悲の業、悔い改めと和解の涙で水を与えなければなりません。 

27 今回、私はあなた方を新たな束縛から解放した。誘惑、快楽、悪徳は、あなた方を鎖に繋いだ専制的で残酷なファ
ラオのようなものである。明日、人類はこの新しい解放を祝います。お祭りでも伝統でもなく、一方が他方を愛する精神的
な愛によってです。 

28 あなたがエホバの祭壇に捧げた動物のいけにえは，エホバに受け入れられました。しかし、それは主に向かって魂
を高めるための最良の形ではなかった。そして、「互いに愛し合いなさい」という神の戒めを教えるために、私はイエスと
してあなたがたのところに来たのです。さて、私が第二の時代にイエスの作品を通してあなた方に与えた教えは、時に変更
され、時に悪い解釈をされることがあることをお伝えします。だから、あなたがたに予告したように、わが真理を照らし出
すために来たのです。そして、私の犠牲によって多くの動物の犠牲が避けられ、より完全な神への礼拝をあなた方に教えた
のです。この時の私の新しい啓示は、人類に、礼拝の象徴的な形式を、まずその意味を確かめずに使ってはならない、なぜ
ならそれらは私の教えを寓意的に表現したものに過ぎないからだ、と理解させるだろう。 

29 私が心に感じる前に、エリヤが現れて、主が近づいているから罪を悔い改めなさいと言う。第二の時代にも同じよ
うに、バプティストを通して、天の国が近づいているから悔い改めて清めなさいと命じた。 

30 私の父なる愛は、今この瞬間、私の声を聞く多くの人々 の心と体に届いています。これは、真理の霊が人に下りる
時に発表されるものである。無限の中で主の声を聞き、見えないものの中で主を認識し、心の中で主を感じてください。私
の愛と私のインスピレーションは、あなたのスピリットが上昇し、私の教えを受け取るのを助けます。 

31 人々 はわが律法を誤って解釈し、わが教えを歪曲した。だから今この時、私はすべての精神に、すべての心に、私
の光を注いでいるのだ。私が人生を通じて与えた教訓を理解できるようになるために。不完全な存在、贖罪の魂の住処であ
ったこの世界は、光と霊化の場となるのです。今日、わが正義は畑を清め、雑草を根こそぎ引き抜き、贖罪と愛の火によっ
て滅ぼします。 

32 古来より喧伝されてきた徒党を組んでの戦争は、日々 あなたを震え上がらせている。その報告に心を乱され、その
結果、涙を流すことになる。権力への欲望と憎しみによって戦争を引き起こすこれらの人々 は、祭壇で私を求め、幕屋で私
を崇拝する私の子供たちであり、彼らは愛の贈り物の代わりに生贄の血を私に差し出していることに気づいていないのであ
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る。ああ、盲目の者たちよ、傲慢のあまり、自分が無制限に支配していると思い、わが神性に比べれば非常に小さいという
ことを忘れている。- 

人間の虚栄心は限界に達しており、彼らに私の存在と力を感じさせることが必要だ。私の偉大さを証明するために、私の全
知全能を使う必要はないのです。愚かでうぬぼれの強い人間には、自然の力をかすかに押し、軽く触れるだけで、その小さ
さを証明することができるのだ。 

33 当時、金の子牛が廃止されたように、この時代には富の崇拝がなくなります。商人たちが神殿から追い出されたよ
うに、今度は弱さと無知につけこんで、同胞の苦痛から利益を得る者たちが苦しめられるのです。 

34 人々 は主との戦いを始めたが、どこを向いても、私が彼らの悪行の道を塞いでいるのが見える。しかし、この戦い
で良心の声に耳を傾けない者は、死と裁き、そして贖罪を知ることになるのです。 

35 我を聞く弟子たちよ、第六の封印の啓示を探るのだ。そこで、今日、あなたが見聞きし、体験しているすべてのこ
とを発見することができます。しかし、もしあなたがたがわが言葉を信じているならば、それを計り、あなたがたの心に留
めておきなさい。1950年はもう間近に迫っており、その終わりには、もはやこのような形で私の声を聞くことはできない
からです。 

36 旋風がこの人類を包み込む。しかし、まことにあなたがたに告げよう、わが言葉はあなたがたの混乱を増大させる
ことはない。それは、あなたのスピリットを方向づけ、あなたの識別力を照らし、あなたのスピリチュアルな進化を支援す
る光です。 

37 私はあらためてあなた方と共にあり、人類間の愛という使命を思い起こさせる。一方、エリヤは迷える羊たちを肩
に乗せて、創造主の愛を見つけるためにあちこちに出かけていく。 

38 私は忘れた人を誘う道であることを忘れないでください。わたしはあなたがたの間にわがことばを広め、明日、あ
なたがたの愛のわざによって、そのあかしをするためである。多くの人が、私が姿を現した簡素な家を探し出し、「声の運
び手」を通じて私があなたたちに話しかけた時のことを思い出し、私が姿を現した方法と、あなたたちの間で行った愛の業
と奇跡を説明することができるようになるでしょう。この屋根の下には記憶だけが残る。わが言葉とその響きは、あなた方
の心の中に保存されるからだ。- 

私は現在、私の言葉を聞かず、愛に満ちた助けを必要としてやってくる人々 を後から受け入れるために、若者たちを準備し
ています。わたしの声を聞かなかったために、どれほど多くの者が泣くことだろう。しかし、わたしはまた、あなたがたに
告げる。わたしの言葉を聞いた者のうち、どれほどの者が、自分たちの準備をしなかったために泣くだろう。わたしの言葉
がもはや現れないことを知ったとき、彼らは、父の神聖な教義、無限の慈悲と愛の教えを学ぶために、父の愛の贈り物を使
わなかったことを悟るだろう。彼らは、言葉を伝える人が座って神の言葉を伝えた場所を見て、ただ空虚なものを見るでし
ょう。 

39 年月は早く過ぎ、それは瞬間のようなものだ。すぐにあなたは私の声を聞くことができなくなる。だから私はあな
たに言うのだ。私があなたを癒し、あなたを撫で、あなたを慰め、あなたに私の指示を与えるように、と。私はあなた方に
装備を残すために来たが、もしあなた方の信仰と意志が弱ければ、あなた方は病気になり、いったい誰が私のようにあなた
方に話しかけ、指導し、癒すことができるだろうか？ 

40 もし私が、あなたの心の中で私の声を聞かせることによって、あなたのスピリットと直接つながりたいといつも思
っていると言っても、あなたは私を信じないでしょう。しかし、ただあなたがたの土俗性とあなたがたの疑いとが、主がそ
の愛によって用意されたある種の理解器官を通して御自分を知らせた理由であり、あなたがたはこのようにして私の声を聞
き、私の教えを学ぶことによって、私の慈悲の偉大さを理解できるようになったのである。 

41 もし私が、あなたの肉体が眠っている間に、あなたの魂は自らを切り離し、あの世の敷居に近づいて私を求めるこ
とがある、と言ったら、あなたは疑うでしょう。しかし、あなた方はその瞬間を霊的に利用する装置と信仰を欠いていたの
で、私はあなた方を助けるために先見者と預言者を起こし、朝を語り、あなた方を揺り起こし、起きて祈るように戒める必
要があったのだ。 

42 わが民よ、私が自分を知らせるこの人が、あなたがたに言葉を与える人であることを信じるか。いいえ、私の子供
たち、それはあなたのマスターです。- 

あなたは、神の霊が、言葉を語るときに、その担い手の中におられることを信じますか？これも事実ではありません。- 

私の光は、彼の心の器官を照らし、鼓舞するのに十分であり、不信心者への証明として重要な教えに満ちた無尽蔵の言葉を
彼の唇に置くと、私はあなたに言った。この間、私に耳を傾けて、来るべき試練の時に備えて強くなりなさい。 

43 あなた方は私の霊的プレゼンスを受け取る前に、心の中に私のための聖域を準備するのを助けてくれるよう、天の
母に祈ったのだ。このために、わたしの弟子であるあなたがたを祝福する。わが言葉を聞け、それは完全なるもの、永遠な
るものへと導く道である。 

44 あなたは私に尋ねます：完全な存在の神聖な家、生活はどのようなものですか？あなたがたに言うが、今、理解で
きないことを尋ねてはならない。わが法則に従って行動しなさい。この行動は、あなたを完璧へのはしごを一歩ずつ高くし
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ていき、そこから、父が子らの幸せのためにどれほど多くのことを用意しているかを見て、賞賛し、認識することができる
ようになる。 

45 あなたの霊は霊界の住人でありながら、その生活についてほとんど何も見ておらず、何も知らないのです。ここか
ら、あなたが至福とか天国と呼ぶものの敷居をどう考えるか。 

46 あなたの肉体の目はせいぜい一番近い星を見ることができただけで、あなたの科学はそれ以上には進んでいません
。あなたの精神は、自分の中に、そして自分の周りにある精神的知識を離れて感じながら、距離を廃止して見えないものを
人間に明らかにできるのに、世界の物質主義に流されることを許し、肉体と融合し、上昇する代わりに自分を卑下し、賞賛
する代わりに疑っているのです。 

47 あなたは時々 、被造物の驚異に驚嘆しながら、「主よ、あなたの力はなんと偉大なことでしょう！」と圧倒され、
あなたを取り巻くすべてのものが、「永遠の命」のかすかな反映に過ぎないことに気づかないまま、叫び声をあげることが
あります。 

48 私の言葉によって、あなた方の霊的生活への関心を呼び起こしたいと思っているのは事実ですが、私が言っている
ことを理解してください。知性、心、感情、あらゆる能力が霊と一体とならなければ、父の栄光を見ることができるように
なるために必要な高い発達を遂げることができます。しかし、精神が心の能力に自らを託し、それに身をゆだねるならば、
人間のすべてがそうであるように、その知識の能力は制限されることになるのです。 

49 天国は宇宙の中の特定の場所ではなく、わが栄光は霊的にも物質的にもあらゆるところにあるのです。神は天にも
地にも、あらゆるところにおられると言わないのか。では、あなたがたの言うことを理解しなさい。そうすれば、神のいる
ところには神の栄光もあるに違いないと理解することができるだろう。 

50 そうすれば、宇宙のどこにいても神の至福を感じ、永遠の生命を楽しみ、創造主の存在を経験することができます
。この山の高さは、私を手本とし、愛を道とした者だけが到達できるのです。 

51 この教えを理解する者は、この世が、根本的な教えを明らかにするために霊を一時的に留めておく小さな住処に過
ぎないことを悟らなければならない。太古の昔から、信仰の松明はその精神的な光で人の道を照らすために燃えています。
しかし、それに賛同する人がいかに少ないことか。そして、死が立ち止まる岐路に立ったとき、霊の真の故郷である霊界の
道も法律も義務も知らずに、まるでよそ者のように霊の前に現れなければならなかった人が、どれほどいたことでしょう。
あなた方はなんと不公平なことをしているのでしょう。 

52 今日、私の教えを説明するのは、あなた方が悔い改めて、自分が追い求めている目標を自覚し、真の生命への道を
歩むためである。そして、死が訪れて肉から解放されたとき、魂は死よりも悪いものである混乱に打ち勝つことなく、上昇
して霊界に到達することができるのである。このことを知った時、あなた方はこの地上でのはかない者、この学校を通らね
ばならなかった小さな子供に過ぎないという確信のもとに生きることができるようになるのです。また、誘惑と深淵に満ち
た欺瞞の楽園とみなしてきたこの世の生活を耐え忍ぶことを嫌悪してはならない。この地上での生活の手段として持ってい
るこの肉は、その弱点、情念、苦難を克服して、精神化の種だけを心の中に発芽させることができれば、あなたの精神的向
上や徳の高い生き方の障害にはならないからである。そうすると、この地球と人間を取り巻く自然は、新たな教訓と、未来
の世代が知るべき秘密を持っていることになります。 

53 もはや、師の痛みが人を癒すことも、国の傲慢を悩ます戦争も、人の心を浄化する不幸もない。その他にも、今ま
で知られていなかった教訓が当時の人々 に与えられ、今日、私はそれを皆さんにお知らせします。 

54 あなたの痛みを祝福し、あなたの涙を怒りで拭い去らず、あなたのパンを祝福し、それが微々 たるものであっても
。地上での苦難がどんなに長く感じられても、ひとたび霊的生活に入れば、それがまるで一分のことであったかのように感
じられ、それが自分にもたらしたすべての恩恵に気づくことでしょう。 

55 天国は完全な状態である。私は、計り知れないほど大きく、まばゆいばかりの白い都市を、あなた方の勇気と信仰
と確固たる意志によって手に入れるよう、あなた方に描いてきたのだ。この大義のために兵士になれ!この高い目標をすで
に持っているあなた方全員が団結し、不屈の精神で前進し、人生の戦いに勝利し、その都市を愛で征服した人々 に降伏させ
ることに成功するのです。その都市はあなたの家であり、その家は創造主がその子供たちと共に住まう、終わりのない宇宙
です。 

56 わが言葉を胸に刻み、孤独な寝室で、あるいは自然の安らぎの中で、それを思い起こし、深く理解しなさい。わが
良き弟子となれ。 

57 このような形で私の言葉を聞くことができたあなた方に、私は言います：私の言葉を守り、それを学び、あなた方
の生活の中で実践しなさい、もうすぐそれが聞こえなくなるからです。そのようなとき、あなた方には、混乱した弟子や孤
児と感じる子供ではなく、私の教えにしっかりと根ざした主人としていてほしいのです。 

58 今日、あなたはまだ人々 を召喚して私の顕現を聞かせることができます。明日、1950年が終わると、彼らは私の
弟子と証人の声だけを聞くことになるでしょう。 

59 どんなに頑固で狂信的な宗教家でも、人を疑ってはいけない。すべての魂は発展段階にあり、それぞれに啓示を受
けるべき時が来ているのです。 
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60 弟子たちよ、自分の任務を理解し、イエスがその運命を受け入れたように、愛と従順さをもってそれを受け入れな
さい。祈り、見守り、忍耐をもって苦しみの杯を飲み、愛を持って自分の十字架を背負う。内面的にすべてを祝福し、あな
たを傷つけた人を心から、そして行いによって赦しなさい。 

61 涙ながらに言う者は幸いである。「先生、私の痛みをあなたの手にゆだねます、あなたの御心が私に成されますよ
うに」。私の意志は、あなた方が私の平和を持つこと、忍耐強く貧しい人々 よ、しかし、少しの間でもあなた方の苦しみを
忘れ、世界のために祈りなさい、国々 のために祈りなさいということです。互いに愛し合いましょう 

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 75 
1 今こそ、わが弟子となる好機であることを悟るのだ。あなたは、この道が、あなたの知らない、しかし、あなたが

存在し、あなたを待っていることを知っている、完全な家にあなたを導くことを理解しています。あなたの精神だけが見る
ことができるものを、あなたの肉体の目は決して見ることができないのです。しかし、無限の不思議が彼らのために残って
おり、それらを賞賛しながら、"主よ、あなたの力はなんと偉大なのでしょう、あなたの創造はなんと素晴らしいのでしょ
う、あなたの愛はなんと計り知れないのでしょう "と叫ぶのである。- 

本当にあなたがたに言う。人間の目で見ることのできる範囲にとどまってはいけない。 

2 神の父の家がどのようなものであるかを想像しようとしないでください。あなたの精神がそれを知るようになるの
は、自分の実力で昇天してそれに到達するときまで待ちましょう。なぜなら、それは神の子への褒美として保存されている
神のサプライズだからです。 

3 この地上の生活ははかないもので、あなた方が上昇するためのステップであり、真の生命に到達するための坩堝と
して役立つものです。私が明かす教えは、あなた方がこの人生を通じて光と平和を手に入れ、この世に服従する物質的な束
縛から自由になるための道を示してくれる。すでにここにいる者は、兄弟への愛の業によって、その移行に向けて自分の霊
を準備し、霊界に入ると、自分が真の家、真の祖国にいることを感じ、そこではよそ者ではありません。しかし、何の準備
もなくこの無限の領域に入った者は、自分が外国の中の外国人であることを感じるだろう。 

が感じているはずです。- 

ある者はその命を信じず、ある者はその命を信じながらも恐れ、またある者は数え切れないほどの苦しみのためにその命を
切に願う。このような人たちには、次のように言います。耐え忍び、痛みに耐え、祈り、瞑想すれば、私とあなたを隔てて
いる距離は縮まる。この世でのあなたの泣き声は永遠ではない、私はあなたに重い苦悩を押し付けるためにあなたを作った
のではないのだ。すべての痛みには原因があり、その原因は自分の不完全さにあることを理解することです。だから、多く
の教えを明らかにするこの杯の中身を飲みなさい。私の声があなたをあの世に呼び出す前に、これらのことをよく考えてみ
てください。 

4 こうして私は全人類に語りかける。しかし、私の弟子たちに私は言う。あなた方は私の勇敢な兵士となり、愛の跡
を残し、平和、兄弟愛、親善を旗印とする者たちとなるのだ。今日の世界に存在する多くの理論や教えに惑わされないよう
に、私の教えを理解しなさい。しかし、もし、最後に脱線する人がいるとすれば、それは私の言葉を理解していない証拠で
ある。だから、私はあなたがたに言う。わが言葉を批判的に研究するのは勝手だが、風に流されないように。それを心に留
め、孤独の中で思い出し、野外の平和の中で繰り返せば、わが存在、わが愛、わが慈愛をあらためて感じることができるだ
ろう。 

5 どのような者が私の教えの師となるのだろうか。- 

あなたがたは、みことばだけでなく、行いをもって教えなければならないことを理解しなさい。人類は言葉に疲れているの
です。それは、あなたの主が教えた律法を実現するための生け贄なのか。その時、私はあなた方に言った。"私があなた方
を愛したように、互いに愛し合いなさい 

"と。そして、エリヤは今、あなたがたに、「あなたの隣人を愛し、また兄弟を愛せよ、そうすれば、あなたがたはわたし
を受けるであろう。 

栄光の父よ" 

6 あなた方は、私が今も昔も自分自身を明らかにしている民衆、いや、むしろ霊的存在の共同体を形成しているのだ
。 

7 預言者たちが予告し、家父長たちが望んだメシア、御言葉と命を世に与え、再臨を約束された主は、今日、この民
の卑しい姿に現れ、物質の目には見えないが、あなたの霊の前に栄光と威厳に満ちている方である。私は、あなたがかつて
私にした仕打ちを非難することによって、あなたを傷つけるために来たのではありません。神は人となられた時に、ご自分
を待ち受ける運命を予見することはできなかったのでしょうか。あなたがたに言うが、父はあなたがたへの愛のために、進
んでその犠牲をおろされたのである。彼は来る前から、十字架が待ち受けていることを知っていました。また、彼の犠牲が
、最も純粋な愛の完璧なレッスンをあなたに与え、あなたの罪の赦しを得るための方法を示すことも知っていました。 

8 私は、正しい者も罪人も、すべての人を見守る忠実な番人であることを理解しなさい。眠っている人を驚かそうと
夜を待つ泥棒のように、私はあなたの心に入り込みます。そこから私は痛みだけを連れて行き、私の存在の証である私の平
和をあなた方に残します。あなたの物質的な人生の出来事の中に、私を感じることを学んでください。パンを食べるために
食卓を囲むとき、私を感じてください。本当に、その瞬間、私は存在しているのです。平和のうちに食べなさい。そうすれ
ば、私があなたがたのパン、すなわち和合と平和と祝福のパンを配るのである。 

9 家族の不和、悪意、慈愛の欠如を発見されたとき、神の御霊はどんなにお怒りになることでしょう。あなたが愛の
道に戻るとき、あなたはすぐに「私のプレゼンス」の平和を感じるでしょう。 
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10 私の教えは非常に細かいので、ある程度は吸収していただけると思います。あなたがたが外国人と呼ぶ人たちがこ
の国にやってきて、この啓示を知ると、彼らは不思議そうに私に尋ねるでしょう。"主よ、あなたはなぜこの国を愛し、あ
なたの教えによってこの国を好んでいるのですか？"と。それに対して私は、「私もあなたや全人類と同じように、この映
画を愛しています」と答えます。しかし、彼らのすべてが、わたしが自分を知らせた形でわたしを理解したわけではないだ
ろう。あなたがたは彼らを外国人とは考えず、あなたがたの食卓に座らせて話をするべきだ。その心の中には、わが言葉を
他の民衆に伝える者がいるのだから。彼らはその道に蒔き、良き兵士として戦わなければならない。しかし、ひとたび戦い
が終わり、大空に神の虹のような平和が現れると、地球のさまざまな地点にいながら、祈りと戦いの中で団結したすべての
わが子たちから、賛美の霊歌がほとばしり出ることでしょう。この賛美歌は、「いと高き神に栄光を、善意の人々 に地上の
平和を」と書かれているものである。 

11 今日もあなた方は、父の愛を必要とする子供のようなものです。だから、わたしはあなたがたに愛撫を注ぐ。私は
あなたの心を貫き、あなたがその中に抱くすべてを知っている。わたしはあなたがたの中に住んでいるのだから、だれもわ
たしに秘密を持つことはできない。 

12 このみことばをやっと聞き始めたころ、あなたの信仰の炎はおぼろげで、その光は小さかった。しかし、あなた方
が次第に私の教えを理解するにつれて、あなた方の信仰の光は燃え盛る松明となったのです。 

13 まことに、あなたがたに告げます。信仰と、わが律法を全うしようとする揺るぎない願いがあってこそ、第一時代
の強いイスラエルのように、この砂漠を越えることができるのです。 

14 人生の試練から退くことなく、私の教えを風に流すことなく、あなたの魂を形作っていくのです。 

15 強い者は、わが顕現とわが真理に最高の証人を立てる者となる。弱者は、自分の使命を果たしているように装う方
法を探すが、実際には、わが教えの愛と慈悲をその働きで証ししているわけではない。 

16 あなた方がこれらの教えを聞き続けることができるのはまだ何年か残っているので、私の（話した）言葉が終わっ
た後に私の教えを伝えるための準備をきちんと整えておくことができる。 

17 創造主は、そのすべての被造物に対する完全な愛のゆえに、誰一人として特権を与えることはないのです。明日、
あなた方が兄弟たちに、私がこの時代にもたらした教義を披露することになるので、私はあなた方が後に続く者たちに、優
れた存在であると思われたくないし、私の言葉を聞いたのはあなた方だけであると、功績によって思われたくないから、こ
の話をするのだ。 

18 あなた方は、理解力があり、謙虚で、素朴で、気高く、慈悲深い兄弟であるべきです。 

19 弱者を貶めることのないよう、強いが僭越であってはならない。もし、あなたが私の教えについて大きな知識を持
っているならば、あなたの兄弟があなたの隣で劣等感を抱かないように、決して自分の知識を自慢してはなりません。 

20 あなた方の心に蓄積されたものは、あなた方がため込むために与えられたのではなく、私の真理をあなた方の兄弟
に知らせるために与えられたものであり、その兄弟には、私によってそれぞれの働き手が割り当てられていることを、あな
た方は認識すべきです。 

21 なぜ、事あるごとに「どんな良いことをしても、それは自分の魂のためになる」と繰り返すのでしょうか。 

22 自分の救いと報酬だけを考えて、利己的な欲望を抱いてはならない。霊界に入ったとき、実際には報酬を得ていな
いことを知るので、失望は非常に痛い。 

23 私があなた方に言いたいことをよりよく理解してもらうために、次のような例を挙げます。兄弟姉妹の間で慈善活
動をすることを仕事にしていた男女が、今も昔もいますが、彼らが私のところに来たとき、彼らの精神的幸福のために私に
何のメリットも示すことができなかったのです。その理由は何だったのでしょうか。彼らが父親の不当な行為の犠牲になっ
ていたことを想像できますか？弟子たちよ、答えは簡単だ。彼らの行いが誠実でなかったから、自分たちのために良いもの
を刈り取ることができなかったのだ。彼らは手を差し伸べて何かを与えるとき、苦しんでいる人に対する真の憐れみからで
はなく、自分のこと、自分の救い、自分の報酬を考えてそれを行ったからです。ある者は利己心で、ある者は虚栄心で動か
され、これは真の慈悲とは言えない、感情も無私もないのだから。誠意と愛のない者は、真理を蒔くこともなく、報いを受
けることもないと、あなたがたは言うのである。 

24 見かけだけの慈愛は、地上で多くの満足を与えることができる。それは、あなたが引き起こす賞賛とあなたが受け
取るお世辞から来るものだ。そこでは、わずかな汚点や不正も隠せず、みんな行ってしまうのです。なぜなら、神の前に姿
を現す前に、あなた方は華やかなマント、冠、記章、肩書き、その他この世に属するすべてのものを捨て、自分に託された
仕事を創造主の前で説明する単純な魂として最高の審判者の前に姿を現すからです。 

25 あなた方は、第一時代から迷い続けている人々 であることを理解してください。今、あなた方の意志をひとつにす
れば、わが奇跡を体験し、言うことができるようになる。神は私たちを赦し、主はその愛で私たちを溢れさせているのです
。 

26 ある者は子供の姿で、ある者は青年や処女の姿で、またある者は老人の姿で、この地上にやってくるのです。これ
らの体には、私の視線だけがあなたを発見することができます。 
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私だけが、一人ひとりの重荷と、彼が果たす贖罪を知っている。あなたの足に食い込んだアザミは、私だけが見ている
。そして、私の愛がそれを取り除き、あなたの傷を癒す。 

27 1950年まで受け取る私の言葉は、あなた方を団結させ、それが苦痛でないことを望んでいます。しかし、「その
ようなところでは、届けられるものは真理ではない」と言う限り、心の中に分裂と不和の種を大切にすることになる。あな
たの傲慢さと虚栄心は、あなたを他の者（兄弟）よりも優越し、最初に感じさせます。しかし、このようにあなたは、神の
マスターをあなたのモデルとしていません。父と一体であるみことばは、罪人への愛から人となられましたが、あなたがた
は、私が教えたように兄弟を愛するために、自分の傲慢さや間違った自己意識を拒否することができないのです。 

28 この民衆に自分を知ってもらうために、私は心も体も清くない人間の声帯を使って、物質的に自分の声を聞かせな
ければならなかったのです。兄弟の行動を判断し、不完全だと思えば拒絶し、距離を置くのです。しかし、私はあなたに尋
ねます。これが私が与えた教えなのだろうか。新しいラザロについて、私はこの民に言った、「起きて歩け！」。しかし、
私が与えた命は、隣人への愛と奉仕に捧げるためのものである。しかし、あなたがたは小羊の柔和さを生きようとせず、首
が堅く、心が固いので、あなたがたの中に争いや分裂があり、戦争をしている国々 のようになっています。私があなたに言
ったことを忘れないでください。兄弟を裁いてはならない。あなたがたの神、主は、やがてあなたがたを裁きに来られる。
男の悪い例を真似しないで、あなたのマスターのように行動してください。あなたには、父の愛が待つ約束の都に向かう発
展の道を教えてくれる、完璧な模範がいます。 

29 あなたがたは、第一時代の預言者たちがあなたがたの間に現れ、街路や広場で災いの叫びをあげて警告し、あなた
がたの罪を悔い改めさせてくれることを望むのか。あなたがたに言うが，あなたがたはかれらを気違いだと思い，信じよう
としないであろう。しかし、ある者は立ち上がり、人々 が私に礼拝をささげるために集まる教会や礼拝所の門前で群衆に向
かって語り、偶像の偽りを暴き、神がご自分の子供たちに望まれる礼拝を宣べ伝えるだろう。 

30 ここ、あなた方の間では、声を伝える人、霊的な道具、予知能力者は皆、預言者であったのです。彼らの声は一つ
になって、祈り、慈悲を発揮し、兄弟への愛の業によって神を礼拝することによって、この民に（救いの）道を教えるため
に立ち上がったのである。神の愛の血で示された道であるにもかかわらず、どうして時々 道を踏み外すのでしょうか。もし
かして、男同士の殺し合いの血で塗られた道と混同しているのか？ 

31 私がこのように話す理由がどれほどあるか、あなたの良心は知っています。しかし、あなたの心は抵抗し、私があ
なたに過度の辛辣な言葉をかけていると信じています。そして、あなたは後悔と涙で私に尋ねるのですか、この道を汚した
まま去る者、兄弟の心を痛みで満たす者に属するのですかと。あなたがたに言っておくが、あなたがたは決して迷うことは
ない。私の道は明瞭で明るく、目を開いて求める者はすぐにそれを見いだすことができるからだ。 

32 私は私の言葉を完成させる。後に、人々 が遠い国からやってきて、神があなたのところに来て、マスターとしてあ
なたに話したことは本当かと尋ねるだろう。その時、あなたは何と答え、何を証言するのでしょうか？ 

33 長い間、わたしはあなたの心の扉をたたいていた。だから、わたしはあなたの近くにいると言ったのだ。私は外に
出て、根気よくノックを続けています。 

34 最も深刻な性格上の欠陥の1つは、偽善である。同胞の中に私を愛することができないうちは、愛を声高に語って
はならない。ユダのキスを非難した人々 のうち、どれだけの人が、見せかけの兄弟愛のキスを弟に与え、その背後で裏切っ
たことに気づこうとしないのでしょうか！？困っている人に仕えると言う人の中に、お金と引き換えに光や真実、慈善をも
たらす人を何人見かけただろうか。- 

なぜ、誰かが質問してあなたを威嚇したとき、あなたは弱さの瞬間にペテロのように、私を否定し、私を知りもしないと断
言する行動をとったのでしょうか。なぜ、マインを恐れず、「人間の正義」を恐れるのか？しかし、本当に言いますが、神
の正義とあなたの罪の間には、あなたのためにいつもとりなしてくれる天の母、マリアのとりなしがあるのです。 

35 私はあなたたちに群衆を導くことを教えるが、彼らが疲弊することなく導く方法は、すでに第二の時代に示した。
すなわち、わが言葉の優しさによって彼らを蘇らせ、砂漠で彼らを養い、奇跡を行い、彼らの心に信仰を呼び起こすことに
よってである。 

36 私は、1950年（昭和25年）をもって、声の主である心の器官を通して行ってきた私の宣教が終わることを告げま
した。しかし、同様に、私がそれを終わらせる前に、不純物と霊性の欠如のために、示された時間の前に私が心を閉ざす声
の主がいることを、あなたがたに告げます。しかし、これは、わが真理を含まない教えで誰かを混乱させないようにするた
めである。 

37 私の光は照らすものであって、目をつぶしたり、混乱させたりするものではありません。私は真実です。このみこ
とばとこの啓示を理解し、それが真のいのちを教えているかどうか、あなたの良心は教えてくれるでしょう。 

38 この人類がこれまで生きてきた時代には、2つの時代があることを忘れてはならない。第一は、神の法則の知識の
光によって啓発されたものであり、第二は、私がイエスにおいてあなた方に与えた神の愛の教えによって強化されたもので
あります。すでに新しい時代が人の上に広がり始めているのに、まだ悪の種をまき、刈り取り、互いに破壊し合い、傷つけ
合い、兄弟と兄弟を死ぬまで戦わせています。 
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39 何世紀も何世紀も経ったのに、人はこれほど多くの悪を蒔き、刈り取ることに飽き足らず、これほど多くの涙を流
すことに飽き足らず、人の血で大地を潤すことに飽き足らず、である。苦痛の聖杯をどの程度まで空けるのか、それによっ
て、どうしようもない進路を止め、真の道へ戻すことができるのか。あなたの父は、その聖杯の底に残っている酵母をあな
たが飲むことを望んでいません。しかし、あなた方は誇りと憎しみをもって、これを目指しているのです。 

40 愛する人々 よ、人々 が平和を待ち望んでいることを忘れないでください。あなたがたはなぜ、愛のわざで彼らに福
音を伝え、彼らを信仰に導き、まことのいのちに導く準備をしないのですか。寛大で誠実な友愛の手を差し伸べて、反省と
祈りを呼びかけてはどうでしょう。 

41 自分たちはすべてを知り、支配していると信じ、無限の秘密を発見したと信じている科学者の傲慢さに、あなたは
必ず遭遇するでしょう。しかし、私はなんという知恵と正義をもって彼らを苦しめよう。すでにわが教義を証言する方法を
知っているこの民が、霊について、永遠の命について、神との霊的交わりの知識について語るときとなるのである。その声
は地の国々 に届き、そのあかしは肥沃な地に落ちた発芽した種のようになる。 

42 人は光に対して霊的な目を開くようになる。しかし、あなたがたに言うが、そうなる前に、彼らはまだ多くの自然
からの訪問を受けなければならず、それによって人類は狼狽し、揺さぶられるであろう。 

43 このすべてが行われたとき、神の容赦ない正義が現れ、これほど大きな冒涜と過度の誇りを終わらせるだろう。 

44 厳しい試練が終わったとき、私を忘れていた多くの人々 が祈りに立ち返り、自然の秘密を発見し知るためには、神
に対するあらゆる霊的信仰と敬意を放棄することが不可欠であると信じていた多くの人々 が、その間違いに気がつくだろう
。私の光は彼らに溢れ、彼らの貧しい知性が決して発見できなかったものを与えるだろう。 

45 科学者たちは非常に恩知らずです。なぜなら、今日彼らが誇りにしているすべてのものを創造した方を忘れ、自分
たちが発見したと思い込んでいるからです。 

46 なぜなら、彼らはプライドと優越感に満たされ、創造の知識を表面的にしか知らないにもかかわらず、それを突き
詰めたと思い込んでいるからです。 

47 神がその内容を子供たちに明らかにすることを良しとしない限り、誰も神の秘密の協議に入り込むことはできない
のです。このことから、主が知恵の隠し場所で守っておられることを知りたいと願う者は、謙遜と愛と霊化の道によってそ
れを求めなければならないことが理解できるはずです。 

48 最高の知識は、高度に発達した頭脳の持ち主にのみ許されるものではなく、高い精神的成熟度の持ち主にのみ許さ
れるものなのです。 

49 このみことばの証人であり聞き手であるあなた方が、人が考えもしなかったこの教えを知らせれば十分であり、直
ちに霊に啓発され、あなた方のことばでわが真理を占うことでしょう。 

50 私の使者として、国境を越え、国を越え、この神聖なメッセージの知識を広めるために、善意の人々 、勇気ある忠
実な人々 、外国の痛みに敏感で、わが律法の遂行に熱心な人々 が必要です。 

51 この民から、わが新しい言葉の先駆者、預言者、この愛と霊化の教えの労働者、種をまく者が出てくるであろうが
、そのためにあなた方の間で浄化と裁きが行われなければならない。 

52 第二の時代に私が約束したそのわが霊の啓示は、あなた方が現在目撃しているものである、人々 よ。その終わりは
すでに近いことを忘れないでください。私の教えの一つ一つを使いなさい、1950年以降はこの形ではもう聞くことができ
ないのだから。時は定められ、わが意志は覆すことのできないものである。もし私が約束を守らないなら、私はもはやあな
たがたの父ではなく、今日は自分の意思を強くして、明日は自分を裏切るような人々 のレベルにまで落ち込むだろう。 

53 神は未来を知っているのだから、誤ることはないのだ。 

54 神は最初からすべてを予見し、最高の正義と完璧さを備えている。 

55 私の言うことをよく理解し、あなたがたの主人が教えてくれたように、あなたがたも自分の仕事を絶やさないよう
にしなさい。 

56 私は、第二の時代のわが弟子たちがベタニアで見た、そして先見者たちが今見ている、輝く光の雲についてあなた
がたに話すのです。あなたがたに言うが、われが雲間に分け入るのを見た者でさえ、その意味を理解していなかったのであ
る。また、あの時、私が霊で降臨したのを見た人たちは、わが言葉がすべてを説明し、わが霊の使者がその詳細で明確な言
葉であなたたちに理解させるまで、あの「雲」の意味を理解しませんでした。- 

第二の時代の弟子たちも、師が昇天するのを理解できないで見ていたとき、霊的な存在がいて、彼らが雲の間に浮かんでい
るのを見たこのイエスが、新しい時代に同じように、つまり霊で降臨するのを世界が見ることになると説明したのである。 

57 このたびの顕現は、その約束の成就である、人々 よ。もし、わが子たちの誰かが、私がやってきたことがあまりに
印象的でないように思えるなら、それは、わが霊が新しい時代を照らす輝く光を見るために、霊的に上昇することができな
かったからであろう。 
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58 また、第二の時代には、約束のメシアの到来を夢見た多くの人々 が、キリストの単純な外見を見て失望し、そのた
め、私を否定したのです。彼らは、イエスの外貧を通して、天の国、光と真実の国の存在を発見することができなかったの
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 76 
1 あなたにとって恵みの日です。あなたの心を愛で溢れさせる私の愛に満ちた御言葉を聞きに来るのです。あなた方

は、やがて地上にやってくるわが弟子たちの先達であることを思い、歓喜に震えるのだ。そして、私の前で、自分は不器用
で弱くて、私にふさわしい仕事を遂行することができないと告白するのです。あなたが疑うのは、私を理解していないから
です。しかし、今のような弱った君を見ていたら、そんな難しい任務につかせるわけにはいかない。私の教えは、日々 あな
た方に降り注ぎ、あなた方を教え、強くし、あなた方の信仰が強くなれば、すぐに戦場に送り出すことができるのです。 

2 まことに、あなたがたに告げます。もし、罪人を私が救うに値しないと考える者があれば、その者は私を知らない
のです。私の子供たちの誰一人として死を望まず、彼らを救い、真のいのちへと導くために、今一度犠牲を払う覚悟である
。特定の目的のために創られた存在で、創造主の意志を変化させることは不可能であることを理解しなさい。これこそ、人
が々物質主義によって失った道であり、私がわが愛によって新たに示すものである。 

3 私はこの人類を、イスラエルの民のように、束縛の鎖を断ち切り、約束の地への道を示す私の声を聞くことができ
る山のふもとへと旅立たせるのだ。 

4 私は、この第三の時代において、全人類にわが言葉を聞く恵みを与えたのではなく、この形で私を感じ、私を信じ
ることができる人々 だけに与えたのだ。この顕現、この言葉は、後に全人類が私の存在を一つの形、すなわち霊的なものと
して感じるための準備として機能するものである。 

5 人々 は恐れるな、この運命の時にあなた方は一人ではないことを確信せよ。自然は語り、自然の力は私の予言を目
撃し成就する。 

6 ちょうど、主の天使がエジプトにやって来て、わが裁きを執行し、その中で、子羊の血で戸口に印をつけた者だけ
が助かったように、わが正義はすべての生き物の上に及び、すべての人間に触れる。 

7 まことにあなたがたに告げます、この時代には、あなたがたに祈ることを教え、あなたがたの贖罪の任務を完全な
愛で果たすために自らを犠牲にした救い主、神の子羊の言葉と約束を見守り信仰する者はみな救われるでしょう、私の血が
愛のマントのようにあなたを保護するのですから。しかし、見ない者、信じない者、神を冒涜する者は、その無気力から目
覚めるために苦しみを受けるのです。 

8 1950年が近づき、まもなく私が話す審判の時、光と闇の戦いの時がやってきます。心の準備をしなさい、人々 よ
、見守り、祈りなさい、兄弟の痛みを感じなさい。肉体と魂がますます病んでいくのを目の当たりにし、待ち受ける危険に
恐怖を感じながら、自分を照らす灯火とその病を癒す薬を求めている。私はあなた方が迷える羊の羊飼いとなり、私のもと
に連れてきて、魂を清め、体を癒し、道を開き、愛と正義を植え付け、新しい人生を始めることができるよう準備したのだ
。 

9 私の光はこの地上に現れ、あらゆる場所に広がっている。それは、あらゆる人種と信条の私の子供たちを私の周り
に集めている。今、私の言葉を聞いているあなたたちは、霊的な賜物を取り戻し、癒され、力に満ち溢れている。人類がこ
れらの出来事を経験すれば、あなた方を「恵まれた者」と呼ぶようになるでしょう。彼らは、私があなたに啓示したこの真
理を少しでも教えてほしいと願い、あなたの言葉に熱心に耳を傾けることでしょう。すでにこの本を読んでいるはずなのに
、来るのを遅らせている人たちが大勢いる。しかし、その時のために、あなたがたは備え、私があなたがたに教えたように
、愛をもって彼らを教えなければならない。 

10 あなたの兄弟が住んでいる闇も、「らい病」も、彼らの舌の剣も恐れてはならない。ある者は嫌々 ながら、またあ
る者は理解しながら、あなたに近づいてくることでしょう。私は愛を持ってあなた方に語りかけ、私の言葉はすべてのわが
子たちへの愛撫と慰めとなってきた。私は大勢の人間の前に出てきた。ある者は私の言葉を信じ、ある者はそれを否定する
ことを気にしない。贔屓目なしに人の心を育んできました。この私の愛による水やりで実を結び、短時間で人の生活は一変
する。私の言葉が終わった後も、あなたたちは私の弟子としてそこにいて、私の足跡をたどり、私の教えの真理をあなたた
ちの業で証しするのだ。 

11 私はあなた方を強い人間にしたい、障害を克服して任務のゴールに到達し、私が約束した高い報酬を勝ち取る戦士
にしたいのです。私があなたがたに油を注いだとき、あなたがたは自分の霊的な賜物を知り、大いなる日の働きのために備
えられたのである。これらの霊的な賜物を試練にかけることなく、むしろ信じて、信仰を犯さないことです。私を試さない
ように、もし試したら、私はいつも私が誰であるかを示すだろうでも、試練を与えたら弱くなるじゃないですか。 

12 もし、病気を治したいと思うなら、わたしの名によって行い、謙虚に任務を遂行しなさい。私があなた方の兄弟姉
妹の命の終わりを明らかにするとき、あなた方は私にその存在を延長するよう求めてはならない。あの世に呼び出され、あ
なたの慈悲に委ねる魂たちの導き手となってください。しかし、もしあなたの仕事が、体の健康を取り戻し、兄弟の痛みを
感じ、あなたの霊的な賜物を使い、助言し、励ますことであるなら、あなたの愛は奇跡を起こすことでしょう。 

13 あなたは、鈍感なために私の教えを受け入れなかった心を私に託すのです。忍耐をもって武装しなさい。あなた方
がわが言葉を信じるならば、この種をすべての心に蒔き、あなた方に託された人々 が納得するために必要な証拠を、私は与
えようのだ。 
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14 私の教えをいつも思い出してほしい。私は虚空に語るために来たのではなく、あなたの心と体に私の光を入れるた
めに来たのだから。思い出してください、もしあなたがたが私の教えを使わないなら、長い間私を待っていた多くの飢えた
者たちは、私がすべての誤りを正しに来ることを知っているので、空しく去っていくことでしょう。 

15 わが選ばれし者は、賢明にあらゆる国に散らばっている。彼らは皆、私から果たすべき使命をもっているのだ。あ
る者は仕事を求め、ある者は休息を求めて、明らかに物質的な理由でこの国にやってくる。その時までに、すでに私の弟子
として準備しておいてほしいのです。このようにしてのみ、わが言葉は信仰を得ることができる--

人々 が兄弟に与えることのできる模範と信仰を通してである。 

16 私は神の執事であり、やがて種を撒くためにあなたを送り出すであろう。しかし、私の弟子たちから次のような言
葉を聞きたくはない。"主よ、あなたは地面を整え清めたと言われましたが、私はいばらと石を見つけてつまずきました" 

しかし、私はあなたに答えます。私は、花やかな道を提供したのではなく、それは第二の時代のイエスが通った道であり、
イエスに続くすべての弟子たちが通った道であることをお伝えしたのです。 

17 あなた方は皆、純粋だから私に従うことができるのです。私があなたがたを引き寄せる前に、あなたがたを清めた
のだ。それゆえ、あなた方は兄弟の心に私の種を蒔くのにふさわしいのです。エリヤの霊はこの時代、鐘の音のように、眠
っていたすべての人を目覚めさせたからである。私の声を聞くように、あなたを目覚めさせ、砂漠で主人が孤独に語ること
のないようにしてくださるのです。私の言葉を聞いてリフレッシュしている皆さんは、その霊的な羊飼いの恵みによって目
覚めているのです。まことにあなたがたに告げます。あなたがたが集まってわたしの話を聞くのを見るとき、わたしの喜び
があり、あなたがたが木に近づいてその実を食べようとしないとき、あなたがたの父の悲しみがあるのです。 

18 私は、長い間世界に散らばっていた人々 とあなた方を結びつけるために来たのだ。私は、12部族を統合し、彼ら
を1つにして、平和の使命をもって人類の間に送り出したいと思っているのだ。しかし、この子どもたちの恩知らずな姿を
見ると、ただただ痛ましい、悲しいとしか言いようがありません。 

19 私はあなたに永遠の命の木を託します。その輝かしい甘い果実は健康、喜び、平和です。私は人に様々 な木を植え
させ、その実の大半は苦く、その実を栽培者が人間に食べさせたことを見てきた。 

20 私の言葉は、あなたのエゴイズムと出会ったのです。だから、私があなたに伝えたことは、あなたの兄弟に知らせ
るようにと言ったのです。しかし、あなた方は、他人に対する義務を負わずに、わが顕現で自分をリフレッシュさせたいだ
けなのです。しかし、主人は無駄な教えを教えるためにあなたを呼んだのではなく、この神聖な教えを学び、後に隣人に適
用して使えるようにしなさいというのです。私は今この瞬間、あなたの魂が、苦しみや必要や要求を持ってあなたのところ
にやってくる誰に対しても、古い借りを返していることを明らかにしているのです。私がどのような愛情をもって彼らをあ
なたの人生の道筋に配置したかを考えてみてください。 

21 私は長い間、この民の懐に新しい使徒の一団を形成するために、あなた方に語りかけてきたのだ。世代を超えてわ
が言葉を聞き、なお、その堅固さによってわが神殿の柱となる者を見いだすことはない。 

22 1950年は、あなた方にとって驚くほど早くやってきますが、その時、もしあなた方が私の言葉を聞かなくなった
ら、あなた方は孤児のように感じるでしょう。 

23 私の正義は、あなた方が団結し、調和と兄弟愛に満ちた国民を形成しなければならないことを理解するまで、あな
た方を苦しめなければならないのです。その時が近づいている。まだ心の準備ができる時間があるので、私は愛情を込めて
言う。 

24 あなたにとって（異なる共同体の）結合は困難であり、地球のすべての民族との和解と兄弟愛を不可能にするよう
に思われます。しかし、本当にあなたがたに言いますが、人は最後には互いに認め合い、愛し合うようになるのです。 

25 人は自分の自由意志を良心に委ね、神の意志と調和して働くと、人生の重荷が軽くなり、身体も魂も何も疲れない
と感じるようになるのです。 

26 父なる神は、あなた方すべてが、非難されるのではなく、私に対して子どものように感じることを、どんなに切望
しておられることでしょう。あなた方が地上を去り、自分の人生の使命を果たすために私の前に姿を現すとき、いつもあな
た方の良心の呵責に重くのしかかるのです。しかし、今こそ、あの世に到着して勝利と喜びの歌を歌う時です。なぜなら、
あなたは父に言うことができるからです。"主よ、全ては成就しました!" 

27 もし、道が広ければ、全人類はすでに山の頂上に到達していたはずだ。しかし、その道は試練に満ちており、門は
狭いので、進むためには功徳を積むことが必要であった。 

28 私の王国、天国、栄光が何であるか、どのようなものであるか、この世界ですでに考えを持つことは不可能である
。今のところ理解も想像もできない霊の驚異的な生命を体験し、感じ、理解する魂の完全な状態であることを知り、満足し
ていただきたいのです。 

29 あなたより高い次元に住む魂でさえ、その生命の現実を知らないのだと言っているのです。あなたは「父の懐に抱
かれて」生きるということがどういうことか知っていますか？住んでみて、初めてわかることがある。ただ、その謎の漠然
とした予感、かすかな気配が、あなたの成長の道しるべとして心に響くのです。 
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30 慈悲であり、許しであり、謙遜である愛の狭い道を通って父のもとに来なさい、そうすればあなたは父からその悲
しみを取り去ることができるのです。 

31 人々 よ、私はあなた方が世界のために泣いているのを見てきました。祝福されよあなたの心は、異質な痛みを感じ
始める。私は、あなたが夜の静寂の中で、私に思いを寄せ、私に人類の平和と癒しを求めるのを見たことがあります。あな
たがたの祈りによって、どれほどのものが世界に与えられているか、あなたがたは知らないのです。 

32 この世で、あなたの知らない人のために、あなたの願いや涙の結果を経験しなくても、心配しないでください。痛
みというノミはあなたの心を滑らかにし、わが言葉はどんな時でもあなたを慈しみに動かす。今日、皆さんは思考力、そし
て今まで培ってこなかった他の能力によって、自分が持っている力を理解することができました。あなたの中には、まだ見
ぬ生命が存在しています。 

33 霊が霊の谷に帰ってきて、この世で自分の使命を果たせず、肉に自分の能力と資質を明らかにできなかったことに
気づいたときの霊の苦痛を想像できますか？この時代、私はあなた方に新たに私の教えを与えている。しかし、私はすでに
第二の時代にあなた方に与えた教えの中でそれらを与えているが、あなた方はその時それを理解することができなかった。
理解できないものはすべて謎とし、その上にベールをかぶせたのです。このベールを私の光で裂き、神秘があなた方にその
真の姿を見せるようにするのです。 

34 だから、あなたは思考の力を認識していないと言ったのです。今日、私は、思考は声であり、聴覚であり、武器で
あり、盾であることを伝えます。作るだけでなく、壊す。思考は、遠く離れた者同士の距離を縮め、道を見失った者を見つ
け出す。戦いが始まる前に、自分の武器を知る。心構えを知る者は、強く、無敵になる。殺傷力のある武器は必要ないでし
ょう。あなたの剣は純粋で大きな思想であり、あなたの盾は信仰と慈愛でなければならない。沈黙の中でも、あなたの声は
平和のメッセージとして響くでしょう。 

35 カルバリーで流された血が一滴も無駄にならなかったように、私の言葉も決して失われることはない。私は、あな
た方の物質的な生活のために与えられた時間のうち、ほんのわずかな時間を使いますが、それによってあなた方は永遠の命
を手に入れることができます。この瞬間はプライスレスです。 

36 あなたがここに辿り着いた時、私はあなたに私を信じろとさえ言いませんでした。あなた方に先立って、体の病気
を癒したり、霊に平安を与えたり、あるいは、あなた方が実現不可能だと思っていたことを、証拠にしたのは私である。そ
の後、あなた方が私を信じ、わが律法の実現に忠実に身を捧げたとき、私は各人にその任務を示し、彼が道を踏み外さない
ように、また、私があなた方にしたように、自分に課せられたものだけを自分のものとし、兄弟に慈悲と愛を与えるように
した。 

37 教える人がすべて師匠だと思っているのか？自らを神の僕と呼ぶ者はすべてわが使者であり、彼らの行う任務は私
が与えたとでもいうのだろうか。世の中を支配し、統治し、指揮する者はみな、この仕事を遂行するのに必要な能力を持っ
ていると思いますか？いや、みんな！？自分に託された使命を真実に遂行する者は、何と少ないことか。ある者は自分のも
のでない地位を占め、ある者はその地位を占めるべき者が屈辱を受け、劣化していくのを見る。- 

あなた方の神である私は、あなた方に霊的な交わりを提供し、あなた方の王である私は、あなた方を統治し、あなた方の魂
を進化の道へと進めるために来なければならなかったのだ。 

38 かつてのあなたは、誰も教えてくれない、理解も解釈もできない、ただただ混乱するだけの言葉を積み重ねてきた
のです。あなたがたのうち、種のようなわが言葉を受け、すべてを説明するわが光の実りある露を受けた後、地獄の永遠の
炎をまだ信じている者がいるだろうか。- 

なし。今日、あなたは、わが律法に従わせるのは、罰を恐れることではなく、あなたの心の奥底から生まれる愛であること
を知るのです。恐ろしくてどうしようもない神の正義の前に、あなたの魂が震えた時代は終わった。私が過去に比喩的に明
らかにしたことが、誤って解釈されたのだ。知っておいてほしいのは、このことです。罪人の良心が物質への執着から魂を
転向させることに成功し、その欠点をすべて示すとき、その忘恩の理解によって悔い改めに至り、その受ける恥辱は、それ
に比べると、魂の浄化要素としての物質の火という誤った考え方が弱いと思えるほど強くなるであろう。 

39 良心は神の光であり、この光はすべての不純物を焼き尽くす愛の火である。見よ、これこそ魂が溶解し、光に満ち
てよみがえるための「火」である。 

40 また、良心に物質的な火ではないあの火があるように、魂にもこの世にあるようなものでも、想像するようなもの
でもない闇や捨身が存在することも伝えているのです。 

41 裁きの日に死者の体がよみがえり、魂と一体となって神の国に入ることをどうして信じられるだろうか？他の時に
教わったことを、どうしてこのように解釈するのでしょうか。 

42 肉はこの世のもので、その中にとどまっています。一方、霊は自由に立ち上がり、元の生命に戻ります。"肉から
生まれたものは肉であり、わが霊から生まれたものは霊である"肉の復活」とは、魂の再実体化である。もし、ある者がこ
れを人間の理論だと信じ、あなた方のある者がこれを新しい啓示だと信じるなら、まことに私はあなた方に言う、私は人類
の初めからこの啓示を世界に知らしめるために始めたのであるその証拠は、わが働きの証である聖書の本文に見出すことが
できる。 
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43 しかし、今回は、この啓示は、あなたの精神がより高い発達段階にあるときにもたらされたもので、まもなく、創
造主の最も公正で愛に満ちた法則の一つとして、正当に受け入れられるでしょう。なぜなら、「審判の日」はあなた方の一
日ではなく、ある期間だからです。「世界の終わり」とは、あなた方が住んでいる惑星のことではなく、あなた方がその惑
星で作り出した利己的な生活の終わりなのです。 

44 本当にあなたがたに言う。の日に、あなたはすでに生きているのです。 

主よ」、あなたはすでに主の裁きを受けているのです。生者も死者も今、裁かれている。過去と現在の行いが、この（裁き
の）秤で量られているのだ。目を開いて、神の正義がいたるところで実現されていることを目撃することができるように。 

45 今、あなたは強くなければなりません。嵐は解き放たれ、誘惑はあらゆる場面であなたを待ち構えています。ソド
ムとゴモラ（罪深い都市）を離れ、顔を背けてはならない。彼らはあなたがたを（滞在するよう）誘い、あなたがたは既に
自由になったのだから、再び彼らの懐に沈んではならない。その後、あなたがたにはもはや彼らから離れる力がなくなるか
もしれない。安らぎの都に向かって、とどまることなく進みなさい、その都は時が来れば、あなたの心に落ち着くでしょう
。 

46 判定はいつまで続くのでしょうか？- 

あなた方は知らないだろうが、本当に言っておくが、わが神の慈悲によって浄化の時間は短縮されるのだ。- 

あなたの心が、地上ではもはやわが法則の勝利を経験することはないだろうと告げるので、深く悲しんでいる古い者たちよ
、私は真実に即して言う。そのとき、あなたたちがこの世に戻ってわが王国の到来を目撃し、進化の道をまた一歩進むこと
はないと、誰が確信を持って言えるだろうか？帰らない者には、あの世からわが正義の勝利を見させ、その声と存在を地上
に感じさせると言うのだ。 

47 私はあなた方に新しい教えを授けました。これによって、あなた方が以前の教えを地上の物質的な方法で解釈して
いたために、誤った考えを破壊したのです。私はさまざまな形であなたに語りかけていることに気づいてください。私の言
葉を理解しない者がいなくなるように、同じ教えをさまざまな方法で示しているのだ。私の話を聞く者はみな、精神も心も
同じ程度に発達していないことを忘れてはならない。それゆえ、わが子たち一人ひとりに理解できるようになるまで、わが
言葉を人間的にし、制限しているのだ。 

48 わたしは、あなたがたにわたしの指示を与えた後、あなたがたはそこから正しい結論を導き出し、あなたがたの解
釈が正しいものとなるように、わたしの霊の使者、すなわちわたしの言葉の使者と通訳をあなたがたに送り、彼らがあなた
がたの研究を助け、あなたがたはわたしの啓示の意味を見出すようにするのだ。 

49 私は、わが言葉を研究し、理解することの重要性を理解してほしい。すべての発言には、あなたの霊に対する啓示
や預言、裁きや指示が含まれているからだ。 

50 この第三の時代において、わが仕事を重要視し、わが言葉の研究に没頭する者は、自分の存在の中に隠されていた
多くの才能が開花し展開するのを見るだろう。主の声によって目覚める者は幸いである。彼らは自分の仕事を成し遂げるた
めに出発するとき、自分が信じていたようなのけ者でも、惨めな者でもないことを悟り、さらに、自分が父から決して忘れ
られていなかったことを知るのである。 

51 愚かにも、不信心にも、物質主義にもとらわれて、この時期に霊的な賜物と能力を開発しない者は、この期間に起
こるべくして起こる大きな出来事と訪問によって、ことごとく圧倒されることになるでしょう。だから、私はあなたがたに
言う。覚悟を決めろ、見よ、祈れ、人類を覚醒させよ! 

52 自分の霊的な目覚めを観察したことがありますか？本当に眠れたと確信しているのでしょうか？そして、わが言葉
があなた方にしたように、あなた方の兄弟にもしてあげれば、霊から霊への対話を開始することができるでしょう。 

53 あなた方が私について話し、証しをするときは、誰も混乱させないように、はっきりと話しなさい。私は、秘密に
包まれ、闇に包まれて来たのだろうか。 

しかし、霊とは神秘や闇を意味するのではなく、偏見を持たずに観察し、善意で調べる方法を知っている人にとっては、光
、真実、明瞭さを意味するのです。 

54 人間の知性という器官を通してわが顕現を目撃したこの民に、私は知らしめる。この学問に費やした時間と、人の
間で揺るぎない地位を保つために行った闘いが、明日、このみことばが声なきものとなったとき、その功績にふさわしい実
を結ぶことができるように、みことばのすべてをその心に蓄積し、この真実を証しすることができるようにしなければなら
ないのです。 

55 私の民は心の中でこう言います。「先生、私たちは長年、あなたの教えの核心に迫ることなく、あなたの神聖な言
葉を聞いてきました。私たちがまだあなたの声を聞くことができる数年の間に、どのようにして、あなたが私たちに要求し
ている装備を身につけることができるでしょうか。しかし、あなた方に言っておくが、もしあなた方が私の啓示を理解する
までに至らなかったとすれば、それはあなた方がこれまで私が与えてきた教えをよりよく理解するための内なる収集と思索
を欠いていたからに他ならないのだ。 

56 私がみことばで与えたすべての知恵を自分のものにできるような恵みを与えたいのです。しかし、この恵みがあな
た方との滞在を延長することだと考えてはいけません。ダメだ！すべてを話して記録に残したのに、これ以上滞在する意味



U 76 

111 

があるのだろうか？私があなた方に語るその恵みは、わが言葉が1950年に鳴り止んだ後、直ちにあなた方に授けられるだ
ろう。そして、私が与えた無数の教えを読むことに没頭する時間を与えよう。あなたは深い思索と研究に専念することで、
御言葉がその宣教において人々 に注いだすべての霊的内容を発見することができます。 

57 この学習を通して、あなた方は徐々 に霊性を高め、知識を増やし、装備を整えることができるようになります。そ
して、「主よ、祝福あれ。あなたが私たちにもたらした、私たちの心からすでに消えてしまったあの豊かな光を使う機会を
与えてくださったのですから」と、喜びの声を上げることでしょう。 

58 これは、唯一の神の第三の証であり、神は三つの異なる啓示の形で、三つの異なる時代に、人類に御自身を知られ
た。 

59 私の正義も存在したが、私の顕現の間、私の恵みの賜物があなた方と共にあったことを否定することはできない。
これらのことから、まさに神の啓示であり、人類に新しい時代が到来したことは確かであると理解されたことでしょう。 

60 祝福された国々 よ、あなたたちはわが現存の近さを感じておらず、光と正義の新時代に入ったことも認識していな
いが、私はあなたたちにわが愛と赦しと祝福を与える。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 77 
1 ようこそ、愛する労働者たちよ、闘争と仕事においてわが仲間に変身した者たちよ。 

2 愛を持ってこの十字架を受け入れた者たちは、喜び勇んでその労苦の実を私に捧げ、あなたの父に仕えていること
を知るからです。彼らは、異端者、裏切り者、あるいは魔術師が道で呼ばれているのを聞いたとき、恐怖と恥にとらわれ、
それ以来、仲間の視線から身を隠し、ようやく私の仕事について話すとき、恐怖と不安を抱きながら、簡潔に話すのである
。この教えの弟子であることを知ることで、これらの恐れる心はどんな実を結ぶことができ、どんな平安をもたらすことが
できるのでしょうか。 

3 私の弟子たちが、あらゆる場面で自分たちの主人であると感じ、顔を上げ、心に平安を保ちながら、愛の業を通し
て兄弟の前で私の教えの真理を証しすることを望む。このすべてが、彼らが身を捧げた真理の確固たる確信の証拠となり、
兄弟の間での信仰と価値の証しとなる。 

4 弱く、恐い者には、落ち込んだ魂を高揚させ、信仰を燃え立たせるような言葉で語りかけます。私が今明らかにし
た教え以上に完璧で霊的な教えを提示できる者はこの世にいないことを説得するのです。 

5 この確信が彼らの心に浸透したとき、彼らはもはや兄弟の視線から隠れず、恥じることもなく、沈黙を続けること
でしょう。彼らは顔を上げ、私の教えが放つ光を行動に移し、良心に安らぎを覚えるので、誰の裁きも恐れないでしょう。 

6 私はあなたに教えを与え、すぐに実践できるように、わかりやすい言葉で説明しました。私はあなた方に原則を教
えたが、それはあなた方の心に深く刻まれているので、あなた方は人生のあらゆる瞬間に心に留めておくことができ、人々
があなた方に証拠を要求するときに、怯むことなく、恐れることなく、わが真理の証人となることができるのである。 

7 私があなたがたに提供したのは、王位や王冠やこの世の宝ではなく、霊の能力の知識である。しかし、まことにあ
なたがたに告げます。これらの霊の賜物の一つ一つは、地のすべての王国にまさる価値があります。 

8 しかし、あなたがたに言っておく。私があなたがたに与えたものは無限の価値があると知っていても、そのために
むなしくなってはならない。あなたがたの王であり、すべての被造物の所有者である私は、謙遜に、自慢することなく、あ
なたがたのところに来たのだということを自覚しなさい。 

9 私の王国を知り、そこに住み、その富を所有したいと思う者は、愛と謙遜によってそれを勝ち取らなければならな
い。 

10 わが霊は、この地の住民だけでなく、あらゆる国の民をわが王国に招き入れる。私の種は世界中に散らばっている
。小羊の血で印をつけられた者たちが、人類の間にやってきて、これからもやってきて、良い知らせを伝え、人々 を無気力
から目覚めさせ、道を切り開いていくのである。彼らは多くの人々 を目覚めさせ、霊化への道を示してくれるでしょう。そ
れは、第二の時代にマギを導き、救い主の誕生の場所を示したあの星のように、国々 に先駆けて現れるでしょう。 

11 私が印をつけた者たちを通して自らを現すことは運命づけられており、私の現れは光と力と慰めに満ちたものであ
る。彼らは私の道案内人、私の預言者、私の霊感を受けた者、霊化の使徒、医師、ガイド、カウンセラーとなるのだ。私が
あなたがたに話すことは、すべてすでに書かれ、予見されていたことである。 

12 ここには、第三の時代の使者がいて、その口を通してエリヤが語り、新しい時代を準備し、その仲介によってわが
言葉が響き渡る声の担い手がいた。 

他の地域では、さまざまな形でわがメッセージが伝えられますが、それは、この宣言があなた方にしてくれたように、霊的
な装備に奉仕するためです。 

13 そのメッセージは短いものですが、それを受け取った人は、そのメッセージに従って愛の行いをしなければならな
いのです。 

14 人類はこれらのメッセージを通してスピリチュアルに団結することになるでしょう。私の真実。 

15 我が啓示の意味を誰も歪めたり変えたりしないでください。そうすれば、あなた方の出会いの時が来ても、異なる
解釈に腹を立てることはないでしょう。 

16 御言葉となった私の一筋の光のように、明確で豊かな啓示を受けるあなた方は、この時代のこの仕事と人類に最も
責任を負っているのです。わが教えに忠実な弟子たちは幸いであり、わが言葉を熱心に求める者たちは幸いであり、彼らの
うちに知恵があるからである。 

17 ある者は習慣的にわが集会に参加し、わが言葉が彼らの心に語りかけても、彼らの心はさまざまな場所に迷い込み
、重い心配事や無駄な計画で頭がいっぱいになってしまうのです。私の教えの間、眠ってはならない。私が困難な使命を果
たすためにあなた方を呼ぶ時を、あなた方は知らないからだ。 

18 そして、その無知は、訓練されていない彼の心の中にあるのであって、すでに発達している彼の精神の中にはない
のだと、私はあなたに言う。- 

ある者は言う、「主よ、あなたの予言は何と正確に当たるのでしょう」ある者は嘆きながら言う、「私の使徒の中の裏切り
者のようになることを恐れている、地上での悩みや義務の重荷に強いられているのです」と。しかし、私はあなた方に言う
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。「私を見よ、私はすべての世界と宇宙を構成するすべての存在の必要性に気を配らなければならないのに、あなた方に光
や希望や癒しのバームの一滴をもたらすために降りてきたのだ。 

19 私はかつて人類に戻ると約束し、何世紀も経った今、その約束を果たすためにここにいます。あなたの霊は、平和
を求め、真理を渇望し、知識を渇望して、わたしの存在を切望していた。どうして人は、今まで通りの生活を続けたいと思
えるのだろう。精神的な停滞や、儀式や伝統の実践に精神的な惰性で留まり続けることは、もはや時代にそぐわないのであ
る。 

20 人々 はすでに自分たちの父をもっとよく知り、隣人の痛みを心で感じ、光のない存在、宇宙をさまよい、転生した
兄弟を痛みと闇で満たす存在を霊の目で見つめ、霊的上昇の道に祈りで彼らを導くことができるようにすべきです。 

21 あなたの右にも左にも、困っている人、恵みの命に死んだ人たちがいるのに、あなたは彼らをどうしていいかわか
らないから、通り過ぎてしまうのです。しかし、もしあなたが兄弟の一人についてどうしたらいいかわからないとしたら、
世界大戦が勃発し、痛みが増殖して溢れるのを見たとき、あなたはどうするのでしょう。苦しんでいる人をどうにかして助
けたいと思うのは、あまりにも取るに足らない、無力なことだと思うのです。 

22 私がこの苦しい時に来たのは、忘れてしまった教えを思い出させ、新しい教えを明らかにするために必要だったの
です。あなたが想像しているような奇跡を起こす必要はなくなるのです。本当に、私だけが知っている奇跡をよく起こしま
す。 

23 私はただ、あなた方の信仰が偉大であること、霊的な祈りを実践すること、そして、あなた方の目が偉大な奇跡の
目撃者となることをお願いするのみである。 

24 私は人類に、別の時に戻ってくると約束した。そして今、私はその約束を果たしている。私は、2つの時代にあな
た方に明らかにした教えを完成させるために再び来なければなりませんでしたが、その最後の部分は、この「第三の時」の
ためにとっておきました。 

25 わたしを待ち望んでいたのは、あなたがたの心ではなかった。なぜなら、あなたがたは、わが再臨の約束について
何も知らなかったからだ。第二の時代に関するわが言葉とわが予言は、ほとんど知られていないからだ。あなた方の霊が私
を受け入れたのは、私の約束を自らの内に守り、良心の目覚めを通して創造主の存在を感じ、あなた方の心の柔らかい糸に
触れたときに神の言葉の本質を理解することができたからだ。 

26 私はわが言葉を人間化し、ある限度まで地上の事柄に霊的世界を使用することを許可し、霊的視力の賜物によって
あなた方があの世と未来の何かを見ることを許可したので、わが意志に従って、あなた方が霊の存在を非常に近くに感じる
べき恵みの時であったのだ。 

27 このような霊的な顕現は、あなたの心を短期間盲目にし、あなたを混乱させたと思います。あなたがたは、わが言
葉を聞き、それが明確であるにもかかわらず、その意味を理解することができない。この教えは、人間の影響を一切受けず
に、私から降りてきたものであることを知っていながら、偶像崇拝者や狂信者に特有のカルトや儀式と混ぜてしまうのです
。この教えがスピリチュアルなものであることは十分承知しているはずなのに、それを目に見えるもの、つまり物質の目で
見えるものにしたいと思うのですね。 

28 あなたの精神に降り注ぐ光の洪水によって、あなたは盲目になってしまったのです。あなた方はまだこの啓示の本
質を発見することができないのです。しかし、本当に、私はあなたに言います、この混乱は一時的なものに過ぎず、あなた
がたがわが言葉の核心に入り込むにつれて、教義の解釈とその実践の両方において、真理と霊性の知識を得るようになるの
だ。 

29 あなた方のすべてが不完全で不純だったわけではなく、第三の時代のメッセージを感情的に把握することができる
何かが存在していたのであり、その何かがあなた方の霊に対する感受性であったからこそ、あなた方を地球人類の霊能者の
パイオニアと呼んだのです。 

30 このメッセージは、声の主を通してあなた方が受け取るもので、準備のための指示でした。この形式での私の宣教
はまもなく終わり、その後、あなた方は霊から霊へと私と共に団結し始め、第三の時代の幕開け、霊的時代の始まりを人類
に宣言する霊化のメッセージを伝えるために民族や国家へと出発しなければなりません。 

31 あなたがスピリチュアリズムの教義を理解しない限り、私はあなたが説教を始めることを許さない。 

32 心に光が差す前に、心の中に葛藤がある。しかし、この闘争が燃え上がることは必要であり、それによってあなた
方は、わが仕事を正確かつ明確に認識するまで、その真実と本質を発見するまで、わが仕事に内省し没頭することを強いら
れるのです。そして、この闘争が終わり、怒りが静まり、旋風が静まると、人々 は闇から光へと移り、平和の教義、神の道
徳の教義、そして、人が精神的に偉大で、賢く、強く、高められるようにするための最も思いがけない秘密を明らかにする
、深くて真実の知恵の前触れとなるのである。 

33 わが愛の教義を実践することによって、魂の不滅を求めよ。畑は私の種を蒔くのに適した状態になっている。人々
はどこから来たのか、どこへ行くのかわからない風のようなものです。私の光が人類の道に現れることが必要だったのです
。光はすでに明けている、私が送り出したのだ、人はただ目を開けばよいのだ。今、私は、あなたが兄弟たちに、神の光を
見ることができるように、目を無限に上げることを教えるために、あなたを準備しているのだ。 
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34 しかし、あなたがたに告げますが、あなたがたの心は、何時も何時もこの天の訓示を聞いているのに、何と硬く冷
たいのでしょうか、あなたの慈悲の門がまだ開いていないのです。私は、病人のベッドを訪ね、刑務所や病院を訪問し、こ
れらの贖罪の場に一筋の光を運ぶことを教えてきた。私はあなたに、賢明な助言、あるいは真の慰めの言葉を与えることを
教えました。私があなた方をあそこへ行かせたのは、何のためかわかるか？同胞の痛みを感じることができる人が慈愛を実
践できるように、また、冷淡な人がこれらの痛みのイメージに直面したとき、感動し、同情と慈悲の種が心の中で発芽し始
めるようにです。 

35 いつか私の前に出たとき、時間の使い方がわからず、実りのない人生だったと悔やんで告白することがないように
、地上での存在を実りあるものにしてください。 

36 それは、あなたの良心が語り、あなたが清く働いたかどうか、互いに調和して生きたかどうか、困っている人、病
気の人、貧しい人を愛と慈悲をもって迎えたかどうかを教えてくれる瞬間なのです。 

37 愛する弟子たちよ、良い霊感がいつもあなた方に伴い、明日誘惑に陥らないように祈りなさい。私は、あなた方が
私の仕事のために団結し、互いに愛し合い、兄弟に仕えるために生きていく姿を見たいのです。 

38 あなたが私に愛を捧げるすべての集まりは、枝のようなものであり、すべてが一体となって大樹となるのです。あ
る枝は大きく強く、他の枝はまだ小さく弱い。しかし、すべての枝は重要であり、その結合から新鮮さが生まれ、日陰がで
き、道行く人の避難所となる。各自、自分の枝を大切にしなさい。つむじ風が近づいてきて、木の葉を激しく揺り動かすか
らです。この試みは、枯葉や腐った果実が落ち、あなたのもとに避難する多くの人々 が、疲れた手足に有益な日陰を見つけ
、空腹を満たす熟した果実を見つけるために必要なのです。 

39 枯葉や悪い果実は、わが作品に属さないにもかかわらず、あなた方が制定した儀式行為や習慣のすべてであり、あ
なた方が毎日、毎年、執拗に実践してきたために、ついには、それが法そのものであるかのように見なしているのだ。 

40 あなた方が真理に目を開き、私の教えの純粋さに気づき、宗教的習慣に加えた余計なものを徐々 に取り除いていく
ことを望んでいるのです。 

41 嵐は近づいているが、それはあなたを滅ぼすために来るのではなく、あなたが慎重であり、その教えの使い方を知
っているならば、あなたに非常に大きな利益を残すために来るのだ。しかし、狂信的なまでに習慣にしがみつき、テストを
生かさなければ、いつまで続くかわからない深い停滞に陥ってしまう。その後、新たな、さらに強いつむじ風が来て、あな
たの眠り、誤り、不従順からあなたを引き離すでしょう。 

42 私の新たな顕現の目的をよく考えてみれば、私はあなたを世界の支配者、無知と狂信の鎖から解放するために来た
という結論に達するだろう。私はあなたの霊を自由にし、それが私のもとに立ち上がり、その霊的能力を駆使して隣人に仕
えるのを助けるために、それを使ったのだ。しかし、私がこの自由を与えた後、あなたは再び暗闇に、さらに悲しいくびき
の中に落ちたいのですか？新しい不従順がもたらす結果を測ることができるように、発達し指導された霊の成熟度をもって
、それを考えてみてください。 

43 私があなた方を呼んだのは、新しいシンボルを崇拝するためではなく、愛の教義を学ぶためであることを、いまさ
らながら確信するのです。このような暖かい場所で、いつも一緒にいることが私の意志でもないことを理解し、あなた方が
強くなったら、学んだことを実行に移すために出発しなさい。あなた方が、あなた方と一緒にマスターの話を聞いた人たち
と距離を置くことは、何の意味もないのです。 

44 科学者、神学者、哲学者があなたのところにやってきて質問すると言ったことを忘れないでください。あなたは、
ふさわしくない礼拝行為や混乱した言葉によって、私があなたの精神に灯した光の輝きを隠してはなりませんし、あなたに
託したような傷のない仕事の誠意を汚してはなりません、私があなたに持たせた知恵を質問者に示しなさいと。 

45 あなたの子供たち、明日の世代を考えてみてください。彼らは、あなたが聖霊の声楽家を通して聖霊の声を聞くと
いう、この上ない幸運に恵まれているため、あなたを特権的存在として見ており、あなたが私から受け継いだ美徳と純粋さ
、霊化と知恵を、あなたの作品の中に見たいと自然に思うことでしょう。こんなことを考えたことはありませんか？- 

それでも、もしあなたがたが自分自身を装備するならば、あなたがたはみな私に仕えることができ、あなたがたはみな善良
で、自分自身を私のもとに高めることができる。そうでなかったら、第三の時代にあなたを呼ぶことはなかったでしょう。 

46 今は人間だが、あなたたちを光の王国に住む天使にしよう。今日、あなた方は試練に立ち、この訪問の坩堝の中で
自らを清め、そこから純粋で力強い姿を現すのです。 

47 あなたの欠点を指摘し、それを直すように、あなたの良いところ、良い行いを祝福し、褒めます。あなたが病人の
ために祈っているのを私が見なかったとでも？あなたがたは、わが教義の知識を広めようとするあなたがたの努力を私が見
なかったとでも思っているのか、また、あなたがたの自己刷新の努力や、わが慈悲に値するための放棄や犠牲を私が気付か
なかったとでも思っているのか。その証拠に、あなたが良い仕事をするたびに、私はあなたに私の平安と、あなたが良い仕
事をしたことによる深い満足を感じさせているのである。 

48 父よ、戦争は人類の行く手にどれほどの痛みを残すのでしょうか。手の届くところにいる病人に「油をさす」こと
はできても、遠い国で苦しんでいる人たちに何ができるのか。"師は、兄弟のために泣くことができるすべての者に向かっ
て言う。あなたの手が届く人は訪問して「油注ぎ」を続け、遠く離れている人のために祈りなさい、あなたのできないこと
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は私がする。やがて、あなた方が世界中に散らばって、霊的自由と平和と救いのわがメッセージを国々 に伝えなければなら
ない時が来るでしょう。わが使者たちが、わが言葉のエッセンスに含まれるわが癒しのバームの穏やかさを人類に感じさせ
る時がやがて来るでしょう。 

49 今、あなた方すべて、わが言葉のパンを食べ、父の赦しを感じなさい、あなた方すべて食卓に着きなさい。パンを
取る前に手を洗った人と洗わなかった人を問うのではありません。私の言葉を聞くために心を準備する方法を知っている者
も、その準備なしに来た者も、神聖なパンを食べることを喜んでほしいのだ。木も泉も道も、すべての人のためにある。 

50 見よ、ここに20世紀の真理の霊が、第二の時代に語られ、あなた方が解釈できなかったことを説明しているのだ
。当時の使徒たちは、私の話を聞きながら混乱し、自分たちの間で「師は時に矛盾しているようだ」と議論した。しかし、
彼らが聖霊に満たされ、わが言葉の偉大さを悟る時が来て、人間の言葉は神聖なものを表現するにはあまりにも貧弱である
ことを理解し、それゆえ、師が教えるときに誤りを犯したと信じることもあった。 

51 彼らは私の救いの業を続け、愛と謙遜の業によって、主人の隣に自分の名前を書き、こうして私の真理を証しした
。 

52 見よ、あれ以来、キリストを信じると自称し、わが使徒たちを師の後継者と認めながら、その生命の本質と種をま
すますその心から取り去ってしまったこの人類に、どれほどの時間が流れたことだろう。 

53 地上にわが名を求めよ、そうすれば大多数の人間の唇にその名を見出すであろう。わが存在を求めよ、そうすれば
人間の手によって作られた像の中にのみその姿を見出すであろう。私の痕跡を探しても、人の心の中に見つけることはでき
ない。そこでは、私の痕跡は消えてしまったのだから。 

54 この民は、今の時代にわたしに耳を傾け、あなたがたに言ったあの啓示の文を聞いた。"あなたと（昔の）人たち
とは同じである。"というものだ。この言葉の意味を理解した人は、「どうして私は恩を仇で返し、わがままに自分を閉じ
込めることができるのだろう」と自分に言い聞かせます。しかし、この反省から彼は目を覚まし、使命を果たそうとする。 

55 汝らに告ぐ、人の魂は何度も地上に来ているが、我が律法の道を登って山の頂上に到達することをまだ理解してい
ないことを知ることが必要である。 

56 今世紀の半ばに、私はこの御言葉を完成させる。それは、今日のあなた方と明日のすべてのわが子たちの中に実り
ある種となるであろう。 

57 わが言葉を学び、その核心に生命の神髄を求めよ。そうすれば、主の畑に種をまくという至福の時を体験すること
ができる。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 78 
1 わが教えの明瞭さと簡潔さが、第三の時代の第一歩を踏み出す勇気を与え、すでにわが神聖な言葉を口ずさみ始め

ている。仲間の痛みを取り除き、愛と慈悲を示すことが心の清涼剤であることに気づき始めているのでしょう。 

2 もし、あなたがたに短期間の苦痛と試練が襲いかかったとしても、わたしを不当と呼ばないでください。あなた方
は、それらが魂を強くすること、さらに、この民は常に、それを通して人類に模範を示すために、わが意志の道具となって
きたことを知らなければならないのです。あなたの訪問の際に、愛とわが意志への従順の証拠を示すことができるように、
強くなりなさい。 

3 私が今与えているすべての教えを理解し、それを悪用しないようにしなさい。そうすれば、たとえ話の放蕩息子の
ように、破れた衣服と苦い心で帰ってくるでしょう。あなたの心を穀倉地帯とし、そこに神の種を蓄えてください。時が来
れば、私は人々 を呼び、平和と光と健康を求める外国人、ホームレスに門戸を開くこの国に来るように誘うだろう。そのと
き、あなたがたの心の扉は、雪の結晶よりもまばゆいばかりの白さで、主の子らを待ち望んで永遠に立ち続ける第二のエル
サレム、霊の都の扉のように開かれるであろう。 

4 この土地の住人の精神的使命は大きい。だから、人種や肌の色、外見に関係なく、近づいてくるすべての同胞を庇
護できるように心を整えなさい。 

5 あなたの霊は、この時受けた啓示の大きさをまだ理解できていませんが、あなたの心は、何か偉大なものがあなた
に降りてきていることを感じ取っています。あなたが私の言葉を聞いてから、昔のあなたの世界は消え去った。あなたの利
己主義が、この言葉によって暴かれたからだ。その世界は小さく、個人的な傾向や地上に所有しているもの、そして神の法
則とは何かという不完全な考えに限られていたからです。今、あなたの視野は無限大に広がり、そこには、あなたが精神的
な向上を通じて、やがて征服する未知の世界を感じます。今日、あなたはすべての人間の中に兄弟を、すべての人間の中に
わが神性の子を見るのです。今日、あなたは人間の生命を、創造主に向かって上昇する無限の梯子の一段と見なしています
。今日、あなたは、この涙の谷で苦しむ人々 が神に忘れられていないこと、すべての人が神の愛の光を受けていることを知
りました。 

6 弟子たちよ、わたしが与える平和にとどまりなさい。誘惑に満ちた世にそれを奪われてはならない、隣人のために
祈りなさい。しかし、もしあなたの心に平和がなければ、どうして彼らのことを考えることができるでしょうか。あなたの
人生の困難を克服し、乗り越えられないと考えないでください。人の中にある力は偉大です。信仰と良い行いに励みなさい
。そうすれば、山を動かすことができる。 

7 偉大な仕事をしなかったと思うとき、自分の人生が実を結んでいないと考えてはならない。もし、それが純粋なも
のであれば、あなたがたは良いことを成し遂げたことになる。この仕事を喜んで引き受けよう。 

8 私はある者の心の嘆きを受け、彼らの近親の中に道を踏み外した不信心な者がいることを私に訴える。彼らは私に
、彼らに多くを語りかけても何も成し遂げられなかったと言う。沈黙でもいいから、作品によって語ることを学べ、不器用
にならないように敏感であれと言うのです。そして、その心を "ノミ 

"で削り出すタイミングを逃さないようにするのです。あなたの勝利は、あなたが頑固で強いと思っていた人たちが、実は
弱かったことを教えてくれるでしょう。わが神聖な勧告を実践しなさい。そうすれば、あなたはやがてわが真理の証人とな
るであろう。私はこの恵みをあなたに与えるだろう。 

9 あなたの親族の中には、しばしば舌で私の作品を引き裂き、あなたの心を血で染めた者がいます。私の正義は完全
だから、あなたがたに報復はしない。しかし、やがて私は彼らを訪問する。「すべての目が私を見る」時が来たのだから。 

10 自問自答してください。もし痛みがなかったら、あなたはここにいて、私の言うことを聞くだろうか？私を冒涜し
、叱り、拒絶する者もいたが、痛みは彼らより強く、彼らを曲げた。そして、彼らはこの私の顕現の場にやってきて、悔恨
の涙を流した。今日、彼らはその痛みが私を来させたことを祝福しています。 

11 今日、私を否定する者のために祈るのは、あなたのためである。私はあなたの魂を求めてやってきていることを彼
らに理解させてください。私はあなたの問題に目を向けません、それは地球上に必要なものはすべて持っているからです。 

12 魂が成長するためには、肉体とこの世の生活が絶対に必要だと考えてはいけない。しかし、この世で受けた教訓は
、その完成に大きな利益をもたらします。 

13 そして、あなたは、このことが、人間を通してのわが神性の顕現において確認することができます。魂が霊的なも
のに運命づけられているだけでなく、物質の中の小さなものでさえも霊的な目的のために創造されていることを理解するこ
とです。 

14 あなたの魂が、直感の力を借りて、物質に支配されることなく、心や精神に光を与えることができるよう、考えさ
せられる衝動と訴えです。 

15 私のこの光は、あなたの魂に解放への道を示し、私のこの教義は、人間の生活の上に立ち、そのすべての働きの責
任者となり、感情の主人となり、卑しい情熱の奴隷とならず、また弱さと必要性の犠牲者となるための手段を提供します。 
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16 魂が地上で自分を取り巻くすべてのものの影響に支配されることを許すと、やがて自分の本質を忘れるほど肉体と
一体化し、霊的生命から遠く離れて異質なものとなり、肉体が死ぬと必ず混乱と動揺が生じるようになるのです。 

17 肉体はいとも簡単に死んでしまうが、心の準備を知らなかった魂が深い混乱から解放されるのは、なんと難しいこ
とだろう。 

18 ある者は混乱の中で死んだ肉体に縛られたまま、ある者は肉体の殻の印象を魂に残したまま、自分が人間であると
信じ続け、自分に対応する家に上がることができず、この世で愛したものに縛られたままである。 

19 この世にこれほど苦い杯はなく、混乱した魂ほど強い苦痛はない。障害、周囲で起こっていることを理解できない
こと、自責の念、去ったものへのホームシック、孤独、沈黙、昇天できないことなどは、彼らが光に到達するまで自らを浄
化しなければならない火を表しているのです。 

20 何百万人もの魂が混乱した状態でこの世を去っていると言ったら、大げさだと思いますか？それは、人々 が霊的な
思索と祈りの欠如による無知の結果である。 

21 第二時代の私の教えは人間に霊的生命を明らかにしましたが、彼らは私の教えを理解し、私の戒めを実行する代わ
りに、私の教えを中心とした宗教団体を作り、それは外見上の儀礼や式典を守ることに限定されており、彼らの魂にさらな
る光を与えることなく、霊的任務を果たす道から遠ざけてしまいました。 

22 ある人は私に、この世を去ると暗闇に落ちるのかと尋ねます。これに対して、私は彼らにこう言います。もし彼ら
がわが言葉を理解せず、実践もしなかったならば、わが光の教えに耳を傾けるこれらの群衆の中にいたとしても、何の益も
ないだろう。 

23 魂が大切にするものは、また刈り取る。これが法則であり、正義である。 

24 私、あなたの救い主は、いつでもあなたに真の道を示し、苦痛、混乱、暗闇を避ける手段を明らかにした。 

25 今日、私はこの任務を遂行するために、もう一度あなた方のところに来て、あなた方の不確かな道を照らし、あな
た方の無気力から揺り起こし、あなた方の魂が新しい家を待っていることを思い出させ、そこに住み、永遠に楽しむために
装備しなければならないのです。 

26 私は、あなたがたを目覚めさせ、あなたがたに問うために来たのだ。あなたがたのうち、自分の意志で弟子となっ
た者はいるか。誰でもない、あなたを呼んだのは私である。私の言葉を新たに聞くために、あなたは何度も地上に出てこな
ければならなかったのです。私は、ある体現と次の体現の間に、新しい地上生活のための内省と準備のための小休止を与え
たのです。 

27 魂は物質の中にいる限り、その疲労を分かち合うものであり、戦いの後の休息と、新たな戦いを始める前に従うべ
き計画を形成するための内省の時間が必要なのです。このような休息がなければ、あなたの道はほとんど進展しないでしょ
う。しかし、公正で純粋な教義がこれらの教訓を完全に明瞭に教えることが必要であり、そうすれば、この真理を確信した
あなたの心は、わが啓示なしには決して理解することができない多くの現象や出来事の原因についての知識を獲得すること
ができるのです。わが慈悲深い愛の中に、すべての者の時間、生命、運命がある、わが力を免れるものはない。 

28 あなた方はまず、あなた方の罪に対して容赦なく正義を貫く父として、私を知るようになったのです。この父は、
あなたに対して、最も親切で最も愛に満ちた主人に自分を変えたのです。しかし、あなた方は彼の教えを正しく解釈する方
法を理解していなかったので、彼を愛さない者は永遠の火で罰せられると信じていたのです。神の愛には限界がなく、この
愛と正義は、私が説明した再体現の法則によって表現されることを、今私はあなたに示します。この神の掟のおかげで、ど
んなに重大な違反であっても、魂の永遠の罰に値するようなことはないことがおわかりいただけるでしょう。しかし、私の
もとに来るには、まずこの罪を償わなければならない。 

29 もし私が実際に罰として永遠の炎を与えたとしたら、私はあなたたちと何を達成できるだろうか？不公平で残酷で
執念深いと判断する神を、どうして永遠に冒涜するのでしょう！？ 

30 父としての私の務めは、あらゆる場面で完璧を目指す機会を与え、完璧な教えによって正しい道を示すことです。
私は、あなたがたに敵を赦し、愛することを教えました。また、あなたがたに、私があなたがたにしたことを、あなたがた
の経験に従って、同胞にしなさいと言いました。私を愛さない者を永遠の天罰で罰することを経験したなら、私はその例を
挙げることができるだろうか。私を憎んでいた者たちに、私を愛させる力がないとでも思っているのか。私が永遠の罰を与
えるのは彼らではなく、彼らから光と再生と最後に愛がはじけるのに十分な時間を与える者たちである。ちょうど、大地が
肥えて、そこに種が発芽するのを待つように、私は、あなたがたに言う私の戒めを果たすのを待つ。 

"互いに愛し合う" 

31 この世界で誰があなたの精神を知ることができますか？宗教団体の聖職者ではなく、彼らは自分自身を知らないの
で、他人を知ることがさらにできないのです。ご両親は、どんなに共感しても、心の閾値を超えることはなかなかできませ
ん。人類はこの光を神秘で包んでいるため、霊についてほとんど、いや、非常にわずかしか知らない。しかし、そこには神
秘はなく、無知だけである。では、将来、誰が人の魂を光の道へと導くことができるのだろうか。誰がその大きな過ちから
解放してくれるのだろうか。ただ、私の教え、私があなたの霊に書き記すこの教えだけである。そこから、道を示す光、導
く声がはじける。しかし、愛に満ちた心の中で聞こえるこの声に注意を払わない人は、自分の創造物の起源を否定している
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ことを知るのです。私の霊から彼を生んだ瞬間、私は彼の中にこの神の閃光を点火した。それは良心であり、彼が私の子供
であることをその存在を通して彼に繰り返すようにした。 

32 あなたがたに言うが、罪と魂の混乱は、永遠と比べれば一時的なものでしかない。 

33 今、あなたは自分の魂について何をしてきたか、そして使ってこなかった教えの宝庫に気づいているのです。良心
の声がよりクリアに、より聞こえるようになり、過去や現在を語り、未来への準備をします。この声を聞き分けることを学
びなさい。この声の中で私はあなた方に語りかけるのだ。災いなるかな、もし疑うならば。この声は常にあなたを善に導き
ます。しかし、もしあなたを悪に誘惑する声が聞こえたら、それはあなたの良心の声ではなく、感覚の世界の影響があなた
に与えるあなたの情熱の声です。 

34 明日になれば、この教えを信じているからこそ、彼らはあなたと戦うことになるのです。あなたがたがこのみこと
ばを理解しようと急ぎ、努力するのと同じように、人々 もあなたがたに戦いを仕掛けるでしょう。彼らは、自分たちが真理
を持っていることを証明するために、人間の知識と技術で奇跡を起こします。一方、あなた方は、自慢することなく、兄弟
への愛の業によって、霊的な奇跡を起こすのです。 

35 先駆者であるエリヤは、主の霊的存在、すなわち再体現の謎を解明し明らかにする真理の霊の到来を人類に新たに
宣言する。 

36 私がこの知識を与えるのは、世間があなた方を囲んで、東にも西にも北にも南にも逃がさないからです。そして、
私が与えた権威を利用して、あなた方を抑圧している者から解放するのだ。 

37 恐れてはいけない。魂の解放を求めるのは、この世界であなた方だけではない。今、人々 は光を求め、真実を求め
、精神の上向きの進化を求めて立ち上がりつつあります。 

38 第一時代、真の神を証ししたエリヤを思い出そう。聞いてください。 

39 イスラエルの民は偶像崇拝に陥り、異教の神を拝んでいた。エリヤは、自分たちの誤りと神の無さを確信させるた
めに、山に集まった民の前で、偶像の祭司たちに語りかけた。「乾いた木で燔祭の祭壇を築き、その上に犠牲の動物を置き
なさい」。私は同じように、もう一つの焼燔の祭壇を用意する。そして、あなたがたの神々 の名を呼びなさい。私は私の主
の名を呼び、生贄を焼き尽くすために火を降らせる神を、真の神として認めなければならない。" 

40 偶像は、神官たちの訴えに耳を貸さないままである。エリヤは彼らに言った、「もっと大声で叫べば、あなたがた
の神に聞こえるであろう。偶像崇拝者たちが自分たちの努力を無駄にしていると考えたとき、預言者は祈りに専念し、主が
生ける真の神であることを示してくださるようお願いしたのです。エリヤが祈り終わらないうちに、天から一条の光が降り
注ぎ、燔祭を焼き尽くした。 

41 人々 はバアルの祭司たちの欺瞞を認識すると同時に，エリヤの神エホバが唯一無二の真の神であることを認識した
。 

42 このエリヤは、その時代に約束されたこの時代のために、もう一度あなたがたの間にいるのです。神主は第二の時
代にあなた方に約束し、その時が来ているのです。 

43 特に、試練にさらされたとき、エリヤがあなた方ひとりひとりの中にいてくれるように。しかし、エリヤは愛と信
仰と謙遜の人であることを思い出して、彼を見習えば、あなたの中で予言が実現するのです。 

44 現代には、さまざまな偶像崇拝が存在する。科学、戦争、金、権力、宗教的狂信、快楽など、人々 が喜んで服従す
る偶像は枚挙にいとまがない。 

45 あなた方が強くなるように、わたしのことばであなた方を養いなさい。私が教えたことと反対の言葉もたくさん聞
かなければならないことを心に留めておき、そのどれもがあなたを混乱させたり、疑わせたりしてはならない。 

46 本は開いている、その中で読みなさい。あなたの父が知恵の本であるように、あなたも兄弟のための指示と経験の
本となることができる。 

47 あなたを取り囲む生命は、神の本の非常に多くのページの一つです。だから、私は何度も言っているのです。「人
生が与えてくれる日々 の教訓を学べ」と。この際、あなた方は言葉で語り、また行動で語る良き相談相手とならなければな
らない。日陰の場所で兄弟に驚かされても、リニューアルを語れるか？もし、あなたの家に調和がないことがわかったら、
平和に暮らすことを教えることができますか？ 

48 この民の多くの心はまだ眠っていて、私がこの形でわが教えを与えるのを止める日がすでに近いことを理解しよう
としないのがわかる。しかし、本が閉じられたのを見たとき、彼らは自分の理解力のなさを嘆くだろう。 

49 なぜなら、彼らは新しい時代の到来に際して、いかにして私と思いを一つにするかを知り、「主よ、あなたの本は
まだ開かれています」と叫ぶだろうからだ。 

50 私は、私の言葉を、無限の愛であなたの心に蒔いた一粒の麦に例えました。あなたの心には感性が備わっているの
で、心が発芽する土壌となり、その感動は霊に伝わり、霊は真実にわが言葉を保存するのである。たとえ、心が父を忘れ、
命の鼓動がなくなっても、その種は精神の中に保存され、発芽する時が来る。その時は、創造主の愛に魂が目覚めるかどう
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かで、近いかもしれないし遠いかもしれません。しかし、魂の成長は永遠に属するものなので、父には焦りはないのです。
人間であれ、霊的な存在であれ、善を行うことで悲嘆に暮れることがないよう、足取りを急がなければならないのである。 

51 7つの封印で封印された「神の知恵の書」が子羊によって開かれたのです。神主の人類に対する愛が、神主の隠さ
れた助言の秘密を人類に明らかにさせたのであった。第六の封印は、このときその内容を明らかにし、深遠な真理を語り、
あなたの世界の未来を見させ、霊的な永遠への道を切り開くのです。 

52 知恵は祈りによって得られると教えたが、祈りを長引かせてはいけない。私はあなた方に5分間の祈りを要求しま
した。この意味は、あなた方はその瞬間、真に父に献身するために短く祈り、残りの時間は兄弟に対する精神的、物質的な
義務に充てるべきであるということです。 

53 そして、あなたが物質から離れ、魂が解放されたとき、償いの低地に降りるのではなく、光の精霊の間で蒔いたす
べての実を刈り取る、それらの世界へと上昇するのです。このようにふるまわなければ、自分の道に痛みを刈り取ることに
なる。このことで、私を責めることはできない。私は、あなたを取り巻くすべてのものを創造したが、痛みを創造したのは
私ではないからだ。痛みはあなたの創造物であり、あなたの不完全さの結果なのです。私があなたがたに苦しみの杯を空け
ることを許すのは、あなたがたの働きの結果を知ってはじめて、あなたがたは自分を完成させることができると知っている
からである。 

54 弟子たちよ、わが言葉から想起の書を作りなさい。それによって魂を清め、明日、この証と幸福とを兄弟たちにも
たらすことができるように。私の言葉は地の果てまで届き、すべての魂に触れ、人の人生を変えていかなければならない。
私の言葉は、この地上に平和が戻るという奇跡を起こします。 

55 自然の力が敵対的で暴力的なのは、自然の力と人間との間に調和がとれていないからだ。ひとたび人間が、他の被
造物が生きているのと同じように、わが法則に従順に生きるようになれば、この惑星の中に永遠の生命の姿を認めることに
なる。楽園は、自らを清め、キリストが絶えず指し示す愛の道を歩む者たちをその懐に匿う。 

56 現在、イスラエルの民は地上に新しい生命を興している。今日、それはまだ幽閉されて生きている。しかし、私の
光は今、それを解放している。道と神の約束が彼らの前に示され，サンダルを履き，杖をつき，エホバの前で祈り，神の声
と神の律法とその不思議を求めて荒野に退くよう招いているのです。 

57 すでに目覚めは始まっている。すでにあなたは、新しい解放者であるイライジャの声を聞いている。この第三の時
代、あなたがたの精神の前にそびえる新しいシオン山のふもとに連れてきて、人間の理解器官を通して主の生きた声を聞か
せるようにされたのです。 

58 しかし、その声は、あなたの魂を約束の地の門に導くために、あなたが始めた旅を続けるために、その出現が短い
ものであることをあなたに告げたのです。 

59 世界の他の地域でも、エリヤがドアを叩いているので、民衆は今、目覚めているのです。 

60 私があなた方をイスラエルと呼んだのは、あなた方が第三の時代の啓示の真髄を集め、わが言葉を霊的に正しく解
釈する者となるからであり、あなた方とともに、その民族の歴史が繰り返されるからである--

約束の地に至る試練、闘争、戦い、そしてついには理想の征服と所有からなる勝利が。 

61 あなたがたはイスラエルであることを知り、神の民であることを覚え、この理想を自分のものとし、長い巡礼の旅
に勇気をもって臨むが、自分たちはイスラエルの子であると宣言してはならない。新イスラエルは御霊によるイスラエルだ
と、誰が思うだろうか。 

62 あなたの父から啓示されたこの知識を、あなたの心に留めておいてください。しかし、斥候や無知な者があなたが
たのところに来て、「あなたがたはイスラエルの民か」と尋ねるとき、私がパリサイ人や無知な者に、私が神の子かと尋ね
たときに答えたように、彼らに答えなさい、「あなたがたがそう言った」のです。 

63 あなた方にこう言ったからには、まだやっと集まり始めたばかりのこの民が、他の共同体をその道に誘い、言葉に
よってではなく、模範によって誘い、後に続く者がその道を耕すことができるように、茨のない精神の道を切り開くことを
知るのだ。 

64 イスラエルの真の民が第一時代のものであると信じる者は誤りである。それは、やがて神の真の民となるべき人々
の姿にすぎず、その中にすべての人が融合し、人間の兄弟姉妹の中に父を愛するようになるのである。汝、心を尽くし、魂
を尽くして神を愛すべし。あなたは自分のようにあなたの隣人を愛さなければならない。"第二の時代、キリストは人類に
新しい戒めを教えられた。"互いに愛し合うこと 

"だ。これらの至高の戒めを果たす者に、エリヤはこの時、栄光のうちに父を見よと宣言したのである。 

65 そうすれば、すべての人が善を蒔き、光を広める手段を自分の中に持つことができます。当時も、各部族に任務が
与えられ、その霊的賜物が明らかにされ、一致したものが降伏と調和と信仰の実りを父に捧げることができるようになった
のです。 

66 愛する人々 よ、私はあなたがたに、放浪の旅に必要なものをすべて提供する。あなたの旅行鞄は私の祝福で溢れ、
それが尽きることを恐れることはない。しかし、もし、あなたがたの信仰を試すような不足が生じたとしても、イスラエル
が最初の日にモーセから、主に信頼する者は決して滅びないことを学んだことを忘れてはならない。 
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67 イスラエルよ、見よ、祈れ世界を通じて精神化の旗を掲げる運命にある人々 よ、心の中に幕屋を、精神の中に契約
の箱を、そして良心の中に律法を運ぶことを学べ。 

68 出て行って、兄弟たちに、自由の時が来たこと、そして、夜の静寂の中で聞こえる声は、世界の端から端まで急ぎ
、眠っている魂を目覚めさせるエリヤの声であることを宣べ伝えよ。兄弟たちのあざけりや軽蔑を恐れてはならない。もし
世があなたがたを憎むなら、あなたがたを憎む前に、私を憎んでいたことを知りなさい。 

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 79 
1 この時代に早くからわが言葉を聞いていた者もいれば、遅く来た者もいる。しかし、本当に言っておくが、霊的な

進歩と進歩を与えるのは、わが言葉を聞いた時間の長短ではなく、わが教えを受け入れる熱意と愛、そしてあなたの働きに
現れる慈悲なのである。 

2 疲れている人、悲しんでいる人、愛に飢えている人、人類がひどい扱いをした人、私のところに来なさい。病める
者よ、私のもとに来なさい。私の慈悲の甘い愛を感じさせてあげよう。私はあなたがたの悲しみを取り除き、平和と光と信
仰の子どもとする。- 

あなたは私に、なぜ私があなたのところに来たのか、と尋ねる。なぜなら、あなたが生まれた子宮に戻る道を忘れているの
を見たからだ。そして、私はそれを新たにあなたに示す。 

3 その道は我が律法であり、それに従うことで魂は不死を得るのである。私は、あの時、私の指示で示した道と同じ
ように狭い門をあなたに示す。 

4 ソロモンの神殿に見とれていた弟子たちに、「まことに、あなたがたに告げます。私が言いたかったのは、あらゆ
る外的な教団は、それがどんなに立派に見えても、人の心から消え去り、私はその代わりに、わが神性の真の霊的神殿を立
ち上げるということである。今が第三の時、すなわち第三の日であり、わたしがわが神殿の再建を完成させる時である。 

5 弟子たちよ、わが言葉があなたたちの心に注がれ、あなたたちがもうそれを聞くことができない時が来ても、あな
たたちの心には私を聞くための飢えも渇きもないのだ。 

6 すでにこの地上で互いに愛し合い、あなた方は皆、不離の霊的絆で結ばれており、必ずや霊界で結ばれる時が来る
ことを忘れないでください。その人生のために自責の念ばかりを起こさないように、また、自分が怒らせた人たちの前で恥
をかかなければならないときまで待たないようにしましょう。 

7 視覚の賜物を発達させた者は、わが現存を証することができる。しかし、それを発達させることができず、信仰に
欠ける者は言う：信じるために見たいのだ。 

8 あなたは私に私の傷を見せ、それを熟考し、それに指を沈めることを望んでいる。しかし、あなたがたに告げます
。トーマスはこの証明を求め、それが認められましたが、その後、自分の信仰のなさに涙し、わが教義を証するために命を
捧げました。もし私がこの恵みを与えたら、あの弟子がしたようにするのか？ 

9 私があなたがたに指示を与える日は恵みの日であり、わが霊の平和は全宇宙に注がれるからである。すべての被造
物の無限の主である私は、私の存在をすべてのものに感じさせ、すべての存在と被造物に、その任務の遂行を私に示すよう
要求する。最後に、私は人の心の中に私の神殿を求め、その中に住まわせる。 

10 わたしのことばを聞く人々 は、自分の作品をわたしの前に持ってきたとき、それがわたしに喜ばれるものかどうか
知らない。ああ、私の神聖な光線が降り注ぐとき、恐怖の代わりに喜びを感じることができたなら。しかし、あなた方の信
仰は小さく、あなた方の予感はまだ来る戦いを告げていない。だからこそ、あなた方に伝える必要がある。第六の封印が広
がる光の下で、地上のすべての信仰、宗教、宗派は一体となり、すべての者が求める唯一の神に対して一つの礼拝を捧げる
のである。 

11 この乾いた野原に、実を結ぶ痛みの雨が降り、やがて霊的な種を受け入れることができるようになるのです。私は
現在、日々 成長する人々 を形成しています。そして、その最初の仕事は、愛の業で大地に溝を作り、後にわが真理の種を蒔
くことであろう。 

12 あなたたちはまだ、どれほど私の教えを反省し、あなたたちの働きの愛と慈悲を通して、兄弟たちに真の証しと模
範を提供するために、心を整える必要があるのでしょう。 

13 これらの教えを活用しなさい。私の光が、声を発する者の心の器官に到達したとき、彼の唇に言葉となり、あなた
方全員が住むよう招かれている霊の王国についてあなた方に語りかける瞬間なのだから。 

14 私は、その存在が神の創造的源泉から生まれ、その霊に神の息吹を受け、父を理解し、父と霊的な交わりを持つこ
とができる人について話しているのです。 

15 私はあなたの父である。私の霊から、あなたを生かそうとする考えが生まれ、このひらめきが実現したのだ。私の
霊にはあなたを創造する意志があり、人間は作られた。私は、父と子の間でなければならないように、あなたが私に似てい
ることを望み、あなたに霊を与えた。この霊によって、あなたはすべての生き物の中で私に最も近い存在となる。 

16 私は霊に物質界における仕事を託しました。それは霊が物質界の中にその発展のための広い分野、すなわち脚立と
なり試金石となり償いの谷となるような経験と大小の試練の世界を見出すためです。 

17 人間の身体は、精神が自己を発展させるための最も効果的で完璧な手段をその中に見出すために、精神に託された
。精神がその知性を発揮するために脳を備えた身体、身体のあらゆる感覚を知覚するために敏感な神経を持つ身体。また、
心臓を身体に植え付けたのは、そこから発せられる愛やすべての良い感情を、人間が媒介するようにするためです。しかし
、私は、御父から多くの恵みを授かったこの被造物が、その中に受肉する魂の支えとなり、魂がその中で闘い、決して肉の
衝動に身を任せないように、弱いものであってほしかったのです。 



U 79 

122 

18 肉はその弱さゆえに、自己中心的で感覚的であり、卑しいものを愛するので、それを治めなければならないのです
。力、光、知性、意志を備えた魂以上に、この任務を遂行できるものはいないだろう。- 

魂の進歩と発展が神の前でも自分自身の前でも功徳を積めるように、魂には善悪の道を選ぶ自由意志が与えられており、自
分自身によって上昇したり下降したりする。 

19 こうして、人間の中に、魂と物質との戦いが生まれたのである。この戦いに勝利するのは誰なのか？- 

一方、世界と物質は、魂に打ち勝つための多くの武器と、魂に打ち勝つための多くの誘惑と、魂に打ち勝つための多くの罠
を持っていたのである。 

20 先見の明があり、慈悲深く、魂の勝利と救済を意図する御父は、魂の中に光を灯し、それは道しるべとしてずっと
役立ち、暗闇の中で魂を導くものでした。この光は、魂を通して人間の物質的な部分に到達するもので、良心であり、決し
て消えることのない神の閃光であり、決して買収されることのない裁判官であり、位置を変えることのない標識であり、道
を外れることのない案内人である。 

21 これは人間を構成する3つの部分、つまり神性、魂、物質という3つの性質が完全に結合して、魂が試練や情熱や
世の中の嵐に打ち勝ち、ついには霊の王国を手にすることができるようにするためのものです。 

22 罪、過ち、情念、あらゆる形態の悪が常に人間の間に蔓延していることを考えるとき、精神が戦いに敗れたとか、
良心の声が聞かれなかったと言えると思いますか。- 

しばらくの間、あなたはこれを受け入れることができます。なぜなら、これらは人が受けた試練は決して小さなものではな
く、それゆえ多くの人がそれを通過することができませんでした。彼らの転落の際には、苦しみの杯を空にし、長い間耳に
することができなかったその声に目を覚まして耳を傾けることが必要だったのです。 

23 今こそ良心の呵責、審判、最後の審判の時であり、第二の時は精神化の夜明け、第一の時は自然法の夜明けであっ
たように。 

24 私は人類に3つの異なる形で自らを現したが、この3つの形は1つの本質を表している。したがって、ある人々 は、
1つしかないものを3つの神として見ている。 

25 

私は一つであり、あなたがたが私に三位一体を認めるのは、私が最初の時に正義のうちに自らを現し、二度目の時に私の愛
をあなたがたに現し、そしてこの最後の時のために知恵をとっておいたことを理解した時だけである。 

26 叡智とは、今日、あなたの前に開かれ、無限の光、想像を絶する啓示、到達したことのない知識の内容を示す書物
である。そこで初めて、あなた方は自分たちの向こうに何があるのかを知り、現在と過去の時代の多くのわが教えの理由を
自分たちに説明できるようになる。 

27 あなたは、来世について何を知っていますか？人間は、この世の後に何が来るのか、何を知っているのだろう。な
ぜ生まれてくるのか、なぜ死ぬのか、何を知っているのでしょうか。 

28 あなた方が神の不公平と呼ぶもの、あるいは運命の皮肉と呼ぶべきものはすべて、あなた方が第三の時代に知恵の
書によって明らかにされた教訓を、良心を通して学ぶときに、明晰に自分自身に説明することができるのである。 

29 この時代、すべての目が私を見るようになると予言されていたのではありませんか？これで、皆さんには私の本当
の姿を知ってもらえると思い、お伝えしました。 

30 聖霊の光の中にいたにもかかわらず、どうしていつまでも暗闇の中にいると思い込んでいるのでしょうか。 

31 犯罪や欺瞞、裏切りから逃げることなく、互いに破壊しあい、憎みあい、権力を奪い合う人々 を見よ。仲間の犠牲
になって何百万人も死ぬ人もいれば、悪徳の影響を受けて滅びる人もいる。そこに光はあるのか？彼らの中に住んでいる精
神が語っているのでしょうか？そこにあるのは闇と苦しみです。自由意志の賜物を誤って使い、内なる声に耳を傾けなかっ
た結果であり、あなた方全員が自分の存在の中に抱えている神の閃光の光に目を向けなかったからであり、それはあなたが
良心と呼ぶ神の光の線なのです。 

32 人間は奈落の底に沈み、良心はそこに同行して、声がかかるタイミングを待っている。やがてこの声は、あなたが
まだ想像もつかないような力強さで、世界に響き渡ることでしょう。しかし、これによって人類は高慢と物質主義と罪の深
淵から立ち上がり、その悔恨の涙の川で自らを洗い、霊化の道を上方に進化させ始めるのである。私はすべての子供たちを
助ける。なぜなら、私は「死者」を墓からよみがえらせる復活であり、命だからだ。今日、私が人類に提供するこの人生に
おいて、人々 は私の意志を行い、愛ゆえに自由意志を放棄し、父の意志を行う者は、しもべでも奴隷でもなく、真の神の子
であると確信する。そうすれば、愛と知恵の結晶である真の幸福と完全な平和を知ることができます。 

33 人びとよ、あなたがたは、わが言葉があなたがたの魂を深く揺さぶったので、犯したすべての過ちについて、わが
許しを請うのだ。しかし、私はあなたに尋ねます。自分の作品に良心が咎めても、なぜ同じように反省しないのでしょうか
。この内なる声と、この声の担い手を通して現れる声は、それぞれ違うものなのでしょうか？あなた方が悔い改めるために
、いつもこのような形で私の声を聞いているわけではないことを考え、理解しなさい。自分自身を少しずつ霊化し、知恵と
愛の書として自分の中に存在する良心の声を日々 明瞭に聞くことが必要なのだ。 
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34 創造は完了したように見えるが、すべては進化し、変容し、完成していることを理解すること。あなたの魂は、こ
の神の掟から逃れられるのか？いいえ、私の子供たち。霊的なこと、科学的なこと、あるいは人生について、誰も最後の言
葉を言うことはできないのだ。 

35 わたしはあなたたちに、わたしがひとりひとりに定めた場所を立派に占めること、そして、わたしの父の愛があな
たたちに定めた道を、従順に、同時に堅固にたどることを教える。私の天の御言葉は、主人の立場にある者も、従者の役割
を果たす者も照らし、すべてを照らす太陽の光のようなものである。 

36 地上の人々 はまだ最大の仕事を成し遂げていない、それは私の父なる心を神聖に満足させるものである。人間から
見れば素晴らしい作品でも、作者が私の愛の法則で判断すれば、やはり小さなものであることがわかるのです。科学者の多
くが、精神的なことを気にしたがらないのはそのためだ。彼らは、すべてを知っている人、つまり、すべてを見、すべてを
裁く人の存在があることを知っているからだ。彼らは私の存在を否定することを好み、そうすることで良心の声を封じるこ
とができると考えているのです。 

37 自然の秘密を知りたがるからといって、私がわが子を悪く判断しているとは思わないでください。いいえ、私の知
恵は、私の子供たちに受け継がれる神聖なものです。しかし、科学者の目的や意図が、自然の秘密が明らかにされた目的と
一致しない場合、私はそれを判断します。 

38 私の知恵があなたのものになると言ったとき、あなたは、私があなたに明らかにしなければならないことをすべて
知るには、たった一度の地上生活で十分だと信じるのか。もし私が、発達の長い道を歩まなければ人間の科学を身につける
ことはできないと言うならば、あなたの精神を完全に発達させなければ、精神的な知識を身につけることはさらにできない
でしょう。 

39 私は精神主義を科学と対立させるつもりはない。この誤りは人間のものであって、決して私のものではない。それ
どころか、私は精神と物質、人間と神、儚さと永遠を調和させることを教えているのです。しかし、人生の道を歩むには、
まず自分の良心が拓く道、つまり神霊から湧き出る霊的法則を知らなければならないことを説明します。 

40 人間は自分の意志に従って行動すると信じ、自分に対するあらゆる高次の影響から自由であると信じ、ついには自
分自身が独立し、自分の運命を切り開く存在であると考える。 

41 その中には、科学者たちが、心に霊化の種を宿し、霊と霊との対話の能力を身につけた無学で単純な人々 を探し出
して、彼らの心が発見できなかった啓示を彼らを通して聞こうとする姿も見られるようになるでしょう。 

42 私の話を聞く人々 よ、もう一度私の教えに耳を傾けよ。この顕現が終わる時が近づいている。その時、霊的な善を
養い、学び、保った者は強くなるが、理解しなかった者、自分の好みに合わせて解釈した者は弱くなるのだ。 

43 人間の理解器官を通して顕現するこの時代に、いかに多くの群衆が私を取り囲んでいるかわかるか？あなたがたに
言うが、一九五〇年以降、わたしに従う者はほとんどいない。 

44 今日は私の言うことが理解できないが、そのうち理解できるようになる。 

45 あなたの前に立ちはだかる無限大の梯子を、あなたの精神で熟考してください。それはまるで、平安と言葉に表せ
ないほどの喜びに満ちた父の懐へと誘う、光り輝く道のようです。 

46 しかし、私はあなたがたに光を送り、希望と信仰と慰めに満ちた道を見つけさせ、約束のゴールに向かって進む活
力とエネルギーをあなたがたの精神に吹き込んだのです。 

47 梯子の先、頂上には、あなた方が運命づけられている家があります。しかし、それは、あなた方が功徳によって、
信仰によって、大きな愛と無限の慈悲によって、障害を打ち破り、逆境に打ち勝ち、敵を克服し、ついにこの世ではない新
しい約束の地に到達しなければなりません。 

48 この梯子は、落とし穴や迷路のないまっすぐな道であり、それによって、わが律法の実現に何の困難もないことを
理解してほしいのです。 

49 この道をしっかりと歩き、昇るために戦い、私はあなたを強くする。理解する。もし、わが力とわが光でないなら
、あなたがたはどんな武器で戦い、自分たちを守るのか。もし私がライトセーバーを与えなかったとしたら、あなたは何を
もって誘惑に打ち勝つのだろう？もし、わたしがあなたがたをわたしの外套で覆わなかったら、どうしてあなたがたを敵か
ら自由にすることができようか。しかし、本当にあなたがたに言おう。わが保護とわが剣の光さえも、あなたがたの功績に
よって得なければならないのだ。 

50 あなたの足跡は、目の前に広がる精神的な道の上に見えるように残っているはずです。彼らは善行、離俗、高貴な
行為、高い愛と慈悲を限りなく示す模範であるべきです。 

51 すべての人の運命は、精神的な課題と人間的な課題によって示される。両者は互いに調和し、同じ目標に向ってい
なければなりません。しかし、本当にあなたがたに言いますが、私はあなたがたの霊的な働きだけでなく、物質的な働きも
考慮します。 

52 あなたの前には、近くにいる人も遠くにいる人も、一歩一歩前に進み、後ろを歩く人を見守り、祈っている多くの
存在がいるのです。彼らは、一人で到着したいとか、一番になりたいという願望を持っているのではなく、兄弟のために道
を開き、いつの日か一番になった人の喜びがすべての人の喜びになるようにしたいのです。 
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53 わが目には、この道がいかに栄光に満ちていることか。わが子たちの進歩と、新たな完成の域に達しようとする彼
らの努力を見るとき、わが精神はいかに爽快になることか。 

54 あらゆる世界、異界から、霊体であったり、化身であったりする存在がいて、それぞれ異なる役割を担っているの
です。明日の精神の安らぎを享受するために、インフィニティ（異界）を住処とするのである。 

55 あなたがまだゴールに向かっている限り、時に嵐に似たあなたの心を静め、わが言葉を聞き、それに注意を払い、
それを理解しなさい、それはあなたの救いのためのビーコンの光なのだから。多くの者が難破して私のもとに来たが、私は
彼らに私の平和を与え、それは救命ボートのようなものであり、私は彼らを新たに海に送り、道を踏み外した兄弟を探させ
た。 

56 滅亡の確信があった人が、突然、優しい手が自分を奈落の底から救ってくれたと感じた時、まさに同じ境遇の仲間
を見た時、自然に理解し、手を差し伸べることができる。 

57 私の愛を知らない者は、兄弟にそれを感じさせることはできないが、生涯を通じてそれを感じることができる者は
、私の証人となり、父が自分にしてくださったことを兄弟にすることに深い幸福を見出すことができるのだ。 

58 愛する人々 よ、主はあなた方が主の教えを理解し、主の指示に従って行動することを望んでおられる。私の教えは
狭い道であることをあなた方に告げた。もし、一方から逸脱すれば、あなた方は私の愛の法則から遠ざかり、他方では、盲
目と停滞を意味する狂信に陥る危険性があるからである。誘惑は道の両側にありますが、神の光は常に地平線の前方を照ら
し、あなたの精神が善のまっすぐな道で上向きの進化と完成を遂げるように誘います。 

59 ある人が心の中で私に尋ねた。"救いを得るためには、愛することが不可欠なのだろうか 

"と。しかし、マスターは答えます。なぜなら、愛は強制されて与えられるものではなく、自然に、自発的に生じるものだ
からです。この質問をした人は、この感情がまだ自分の中に生まれていないからそうしただけで、やがて自分の中で発芽し
花開くでしょう。そうすれば、魂の中の愛は、大地の果実のように自分とともに生まれるものであり、生命の芽である種を
自分の心に宿すのは最も自然なことだと理解することができます。このように、魂の中の愛は、永遠への種となるのです。 

60 弟子たちよ、あなた方は理解したが、すぐにこの人類が愛によって自らを救えるのかどうか、まさに愛が欠けてい
るため、疑念を抱いている。それに対して私は、愛は決して枯れることのない神の種のようなもので、人間の心の最も秘密
の隅に隠れたままであり、もしまだ芽が出ていないとすれば、それは真理の水を与えられていないからにほかならない、な
ぜなら、その受けた水は、見かけの愛でしかなかったからだ、と言う。利己主義、虚偽、偽善、（見せかけの）空虚な「光
」の言葉、これが日々 、人間の心を支えているのです。しかし、永遠の命のエッセンスを含まないものを、心が糧にするこ
とは可能なのだろうか。 

61 畑を愛で耕し、生命を与える神の種をまく者である私は、自らの血で畑に水を撒きに来た。そして今、この第三の
時に、愛の種が持つ力と生命について、別の証明をあなた方に与えるだろう。 

62 私があなた方を「私の畑で働く者」と呼んだのは、あなた方がすでにそうだからではなく、愛をもって兄弟を救う
というこの神聖な仕事を、私と共に働いてほしいからである。 

63 あなたがたは遠くをさまよってきたのです。あなたは人生のあらゆる激動の中で、私の軌道に忠実であり続けまし
た。人生の旅路で経験したすべての苦渋を捨て去りなさい。この種（わが言葉）を心に吸収し始めると、私はますます多く
のものをあなたに手渡しており、あなたにその説明を要求していないことに気づくだろう。しかし、あなたにはこの種を育
てる義務があることを知っておきなさい。私がわが国の執事として現れ、あなたがたの働きに対する責任を問う日が来るの
だから。愛と熱意をもって、しかしシンプルに、自然に仕事をする。私は、あなた方を狂信者と呼んで欲しくありませんし
、あなた方の心の中で私の仕事が強迫観念となることを望んでいません。真の慈愛によってわが真理を伝え、見返りを求め
ないことだ。 

64 父から託された美しい仕事があることを知り、喜びなさい。そして、あなたの十字架が重いとき、全能の神があな
たを助けてくれることを常に覚えていなさい。急な坂道を登りなさい、あなたを待っているのは必ずしもゴルゴダではなく
、私の父の愛なのだから。 

65 この啓示が誰によっても改竄されないように見張っていてください。できる限りディボーションを浄化し、理解力
と霊性を高めてください。しかし、もしあなたが不完全だと思うものを発見したら、その不完全さは神的なものではなく、
人間的なものだと知っておいてください。- 

世界のすべての国々 のために祈りなさい。彼らがいかに苦痛によって日々 浄化され、常に罪によって汚されているかを悟り
なさい。それが彼らの中で光となり、彼らが純粋である時を認識したとき、この純粋さを保つ方法を知ることができるよう
に祈りなさい。そうすれば、彼らは私と一緒にいるにふさわしくなり、私の存在を感じるのに十分な感受性を持つようにな
るからです。 

66 私を愛する者、私を拒絶する者、私に従う者、私から距離を置いた者、すべての民を私は祝福する。すべての人は
、わが現存に入るよう召され、遅かれ早かれ、愛情をもって彼らを待ち受ける父の家へと導く道を見出す。 

67 皆さんは、「一人目」がリフレッシュしたテーブルに到着し、自分も十分な場所と食べ物が待っていることを体験
することになるのです。このたとえ話を物質生活と精神生活に適用すれば、人間生活の法則と精神生活の法則を満たす者に
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は、苦痛を感じる必要がないことが理解できるだろう。この教えを振り返り、心の奥底に意識を集中し、良心の声を聞いて
ください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 80 
1 私は、あなたがたを拘束し、わが言葉を聞かせるために、あなたがたにわが恩恵を施した。私はこの想起の時に祝

祭を祝った。それは、あなたたちがもはやわが言葉を聞かなくなった後、あなたたちが備え、あなたたちの集まりが、この
声を聞かず、あなたたちを求めてやってくる突進者たちの、兄弟愛の宴のようになるためだ。しかし、わが言葉がその純粋
さと霊的本質のすべてにおいて大衆に届くと、彼らは 

"聖霊は本当に私たちに光を注いでくださった！"と叫ぶだろう。人はパンだけで生きるのではない、出てくるすべての言葉
によって生きるのだ。 

神がやってくる" 

2 彼らはもはやひざまずいて祈ることはなく、主人との霊的な交わりを望んで自分の思考を高めることを学ぶからで
す。あなたの精神はより強くなり、闘争の時には、作品、言葉、思考を通して神の言葉を広めるためにたゆまぬ努力をする
ことでしょう。彼は困っている人を探し出して、霊的なメッセージを持ってくるでしょう。またある時は、寝室でひっそり
と兄弟のために祈りながら使命を果たす。 

3 人を霊的に助ける用意があると思っている多くの人が、世の中の学問や科学で心を満たすことだけで精一杯で、心
が空っぽになってしまって、何もできない、あるいはほとんどできない苦しいときが来るのです。 

4 わたしを聞くあなたがたは、わたしを霊的に受け入れる人たちのために、道を整えておくべきだ。わが教えを受け
た者たちをわが現存に導いたのは偶然ではない。ましてや、人間の音声伝達者を必要とせずにわが現存を感じる者たちに聖
霊の賜物を発展させるのは偶然ではない。 

5 感性、予感、啓示、預言、霊感、シーサーシップ、救いのギフト、内なる言葉、これらすべてのギフトが聖霊から
生まれ、それらを通して人は新しい時代が人のために幕を開けたことを確認するのです。 

6 今日、あなたがこれらの霊的才能の存在を疑っているのは、ある人が世間からの意見を恐れて隠しているからです
。私がこの三度目の時に来たのは、あなたが身も心も病んでいるからです。健康な人は医者もいらないし、禊ぎの義理もい
らない。 

7 私の父なる愛は、人類が私に浴びせたすべての侮辱を忘れ、私の愛は無尽蔵に流れて彼らに命を与えている。何世
紀もの間、罪人や兄弟殺しが何世代にもわたって行われ、人間が救いを見つける希望をますます失っていく中、私はやって
きて、やがてあなたが私を愛するようになると知って、あなたに信頼を置き続けているのです。あなたの愛が、この時代の
あなたを救うのです。 

8 今日、父は問わない：誰がその血をもって人類を救うことができ、またその意志があるか？また、イエスはこうも
答えないでしょう。「主よ、私は、その血と愛で人類の贖罪の道を開く用意のある小羊です。 

9 また、私はこの時代に私の「ことば」を送って人間とさせることもしない。この時代はあなたにとって終わり、そ
の教えを残し、あなたの精神に上向きの発展をもたらします。今、私は精神的な進歩の新しい時代を開始した、その中であ
なた方は功労者である。 

10 霊であり、光であり、命である神の「ことば」が、神の国から進んで降りてきて、子供たちに直接語りかけてくれ
たのです。キリストは、その肉体的・地上的な性質に関する限り、人間の中の謙遜の模範であり、その精神に関する限り、
完全であった。 

11 小羊 

"が地上での最後の瞬間を迎えたとき、彼は自分の使命を受け入れたときと同じように、柔和な表情で父に語りかけた。「
すべては成し遂げられた」。その犠牲は、私が人類に与えた愛と慈悲の最大の教訓です。その仕事は、すべての魂に降り注
ぐ種のようなものでした。 

12 なぜある者は、その犠牲を新たに払うために、人間としての真理の霊を待ち望むのでしょうか。この時代、私は霊
で来た-私が提供したように-

私の光を霊感という形で人々 に注ぎ、その光に啓発された人々 が自らの功績によって救いを見出すようにするためだ。あな
たを愛し、人生を援助することは、あなたにとって難しいことだと思われますか？ 

13 第二の時代に私に従った者たちに求めたように、私はあなた方にすべてを捨て去るよう求めはしない。ある者は親
を捨て、ある者はパートナーを捨て、家も海岸も漁船も網も、それらすべてを捨ててイエスに従った。今、血を流す必要が
あるとも言いません。 

14 あなた方ひとりひとりの住むところで、日ごとに多くのことができるようになると、私は言っているのです。私が
わが神性の子たち一人ひとりの中に置いた善い核を、あなたの存在の最も奥深いところに求めなさい。この核は心臓に属す
るものではなく、霊に属するものです。 

15 あなたの原点は、私の愛にあることを忘れないでください。今日、あなたの心は利己主義によって硬くなっていま
すが、いったんあらゆる霊的インスピレーションを再び受け入れるようになれば、隣人に対する愛を感じ、他人の痛みを自
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分のことのように同情するようになるでしょう。そうすれば、「互いに愛し合いなさい」という戒めを果たすことができる
ようになるのです。 

16 これこそ、私の武器である。私があなた方に決して隠さず、罪の闇との戦いで常にはっきりと示す、愛という武器
である。我が兵士となりたい者は、愛の剣を握れ。したがって、私は、何世紀にもわたって苦痛に耐えてきた人々 について
話すことしかできない。 

17 あなたの精神は、構成されるに至り、ただわが意志に望み、信頼するのみである。 

18 この時、エリヤは、人の霊が私と結合するための準備をするための先達として来た。エリヤの言葉は、あなたを目
覚めさせ、奮い立たせ、警戒させる。その光は一条の稲妻のようだからだ。 

19 あなたの霊は、この現代において、イライジャが誰であるかを理解することができます。もう長い間、あなたは精
神的な幼年期を置き去りにしてきました。わが教義が人間に真の偉大さを与えるこの時代に、わが現存とわが啓示の一つひ
とつをあなたたちに感じさせたのは、信仰と予感である--

世界が与える偽りのものではなく、謙虚さと美徳から生まれるものだ。 

20 私に従って旅立つ者には、困難な任務が待ち受けている。十字架がなければ、だれもわたしを手本にすることはで
きない。しかし、まことに、わたしがあなたがたの肩にかける十字架は、あなたがたを押し倒すためではなく、あなたがた
の人生の悲しみの道を支えるためのものである、とわたしは言う。自分の十字架を投げ捨てる者は倒れなければならず、そ
れを愛する者はゴールに到達し、息を引き取る瞬間まで地上でそれを運ぶ者は、その瞬間に自分の十字架がいかに自分を持
ち上げ、運び上げ、私のもとに導いてくれるかを経験するのです。十字架を背負ったまま死に驚くような人は、未知の世界
に落ちることを恐れる必要はない。そこには、人間が読み解くことのできなかった多くの謎が解き明かされているはずだ。
父はあなたが地上で無知であることを好んでいると思いますか？いいえ、皆さん、私は常に男性に秘密を暴露する存在なの
です。しかし、彼らは、啓示された者に対しては盲目であり、わが声に対しては聴覚障害者であると主張している。 

21 私を信じる者は、私が清く正しいことを知っている。しかし、人間は悪を愛するので、不純物が彼を引き付け、罪
が彼を誘惑する。彼は魂の啓発よりも、情熱の無制限を好むのだ。罪が人間に与える魅力は、虚無や深淵を前にして感じる
ものと似ている。堕落して、わたしを知らない者には、自分を救うことがどんなに難しいことか。また、他の者には、人生
の最後の瞬間に自分の罪を告白すれば、それだけで罪の許しを得て、主の王国に入ることができると考えているので、自分
を救うことがどんなに簡単に思えることか。 

22 悔い改めの水だけが汚れを洗い流してくれるのであって、裁きの恐怖を洗い流してくれるのではないことを知りな
さい。 

23 すべての人が私を信じている、たとえすべての人が告白しなくても、すべての人が私を愛しているわけではありま
せん。無神論者を信じてはいけない、私は無神論者を見ないし、存在し得ない。肉は私を否定しても、霊は否定しない。た
とえ面識がなくても、肉体の父親を否定できる人がいるだろうか。また、たとえ霊が父を知らなくても、その霊の父を否定
することはできません。今まで木にならなかった実が、木になることはあるのでしょうか？ 

24 太古の昔から、私は愛を持ってあなた方を教え、裁いている。もし、あなたが不当に私の正義を罰や非難と呼ぶな
ら、私は愛をもってあなたを罰し、裁くと言うのです。- 

なぜなら、あなたがたは今、わが正義を恐れてわが戒めに従うのではなく、わが愛に、わが律法に、その中にあなたがたの
父の愛があることに目を向ける時代に生きているからだ。しかし、もしあなたが私の法があなたを裁かないことを望むなら
、私の指導によってそれを学び、それに従って生活しなさい。予期せぬ痛みに襲われることなく、自分の意志に従って道を
外れて生きていくにはどうしたらいいのか？法を犯す者は、即座にその法に悩まされることになる。 

さらに大きな愛の証が欲しいですか？ 

25 私があなたに託したこの自然は、まさに生命と健康の源なのです。あなたの水を飲めば、あなたは苦難なく生き、
あなたの人生の道には力と光と喜びがあり、あなたの精神はよりよくその運命を成就することができる。これらのメリット
をどこに求めるかで、どうして心身ともに健康であると言い切れるのでしょうか。地上の身体の健康は、必ずしも慈悲の心
を持たない医者に求め、魂の健康は、良心の声に向って自らを捧げるために、物質的なものを切り離すことによって求める
のである。 

26 あなたがたに言うが、自然には慈母のような懐がある。その中で生きている限り、そこで自分をリフレッシュしな
さい。魂もまた、肉体の喜びを享受し、その仲介で主は多くの美しい愛の教えを与えてくださる。 

27 今日、人類は生命の源から遠く離れて暮らしており、それゆえに苦難を強いられている。その結果、世界は、私が
人々 の間でわが正義を終わらせ、平和と幸福が戻るようにすべきであると考えているが、あなた方がすべきことは、法の道
に戻ることだけである。人は理想を追い求めるというが、光のない道を歩いて、その理想に到達することができるのだろう
か。 

28 人は、自分の想像力に従って、自分の意志に従って、世界を創ってきました。私は、彼らの自由意志を奪わないよ
うに、彼らにそれを持たせている。しかし、この世界は、彼らが流砂の上に築いた証拠に、自ら破壊するだろう。"これほ
どの力が消滅するとは 
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"と、強者たちは言う。それでも、帝国、王座、笏、科学、富は滅びる。かすかな匂いを嗅ぐだけで、歴史の記述だけが、
多くの偽りの偉大さの残骸をまだ集めてくれるだろう 

29 顔では笑っていても、心は苦しくとも悪意に満ちているからだ。また、人間の生活についてすでにこのようにした
のであれば、あなたの精神に関わる生活や法律について、あなたが行ったこと、省略したことのすべてについて、どのよう
に言うことができるのでしょうか。あなたはそれが永遠の命の源、あなたの創造主の中にある真実、正義、愛から遠く離れ
てしまうことを許し、世界において、物質の上に立つ主人であるべきなのに、虐待され、劣化した奴隷になってしまったの
です。精神は、肉体の弱さと傾きにとても左右されます。それは、縛られている肉体を愛するがゆえに、ついに屈服してし
まったのだ。魂がこの世を愛し、行き過ぎた物質主義に陥っているにもかかわらず、この世を越えて霊界に行きたいと一瞬
でも思わなかった者はいない。ここでまだ内面が高揚していない人、その生命の存在と安らぎを感じない人はいないでしょ
う。この世界での私の霊的啓示は、私の王国への招待状です。 

30 全人類が私の教えを知る日が来るだろう。多くの人はそれらを否定し、これらの教えを与えたのは誘惑者であると
さえ言うでしょう。しかし、もしそれらがわが子の一人に信じられ、実践されるなら、その人は、私を否定した者でさえ、
この真理の証しとして、いかに良い実を結ぶかを見ることになるのです。 

31 心身ともに健康であり、父に犠牲を捧げる術を知り、地上での務めを果たすことを喜びとした良き家父長を手本と
しなさい。私はあなた方、人類に語りかけているのです。イスラエルの民であるあなたがたに、わたしが語るのは、あなた
がたはわたしに耳を傾けながらも、完全に正しい道を歩んでいるのではなく、右足をわたしの道の上に置き、もう一方の足
をその横に置いて歩こうとするからである。 

32 皆さんに申し上げます。私は健康であり、道であり、真理であり、命である。 

33 エリヤの霊は、あなたをわが臨在に導き、私があなたのもとに来るにふさわしい者になるよう助けてくれる。第二
の時にキリストを、第一の時にモーセを拒絶したように、この時にエリヤを拒絶してはならない。 

34 エリヤが、あなたがたの多くの秘密を覆っていたベールを取り去ったのは、あなたがたに父の栄光を見させるため
であることを考えなさい。 

35 おとなしく従順であることで、あなたの霊がその使命を果たす機会を与えることができるのです。経験、開発、知
識という光の持ち主です。 

36 霊は私に生まれ、幼年期があり、発達し、満ちる。老化して死ぬ「肉」とは異なり、知識と愛において、すなわち
完全性において常に増大する。あなたは、自分が私から生まれたことを知っているが、どのように生まれたかは知らない。
また、あなたは父のもとに戻らなければならないことを知っているが、どのような方法で戻るかは知らない。これらは私の
高邁な助言であり、あなた方が尊重しなければならない秘密である。 

37 私は人間の中に偉大なものを置いたが、それは人間が地上で努力するものではない。私が言う偉大さとは、犠牲、
愛、謙虚さ、慈悲のことです。人間は常にこれらの美徳から逃れ、それによって自分の真の偉大さと、父がご自分の子供と
して自分に与えた尊厳から遠ざかっているのです。 

38 謙遜は貧しさを意味すると思って逃げているんですね。試練が魂を解放することに気づかず、惨めさに怯えて試練
から逃げてしまうのです。あなたはまた、この知識を掘り下げるのは時間の無駄だと考えて、精神的なものから逃げている
のであって、どんな人間の科学よりも高い光を軽んじていることには気づいていない。 

39 だから、わたしを愛していると言いながら、わたしを愛していない者が多く、わたしを信じていると言いながら、
信仰を持っていない者が多いことを、あなたがたに告げたのである。彼らは私に従うと言うまでになったが、彼らは十字架
なしで私に従いたいと言っているのだ。しかし、わたしは彼らに、わたしについて来たいと思う者は、自分の十字架を背負
って、わたしについて来なさいと言った。愛を持って彼の十字架を受け入れる者は、この地上で最後の息を吐き、永遠の命
に復活する山の頂に到達する。 

40 霊的生活は、ある者には憧れられ、ある者には恐れられ、否定され、嘲笑されもしますが、必ずあなた方を待ち受
けているのです。それはすべての人を受け入れる胎であり、あなたに手を差し伸べる腕であり、聖霊の祖国であり、学識あ
る者にも計り知れない神秘である。しかし、あなたがこのゲートを開くために使用する鍵が愛の鍵であれば、いつでも私の
秘密を突き止めることができます。 

41 人間の存在の初めから、父は子供に絶えず神秘を啓示し続けてきたことを理解しなさい。もし人間が、あなたの人
生（地上）の多くの時代において、その科学の限界に達していなかったとしても、霊化の道に入るやいなや、新しい美、新
しい不思議、新しい存在、別の世界を永遠に発見することができる、と考えて喜ぶことです。これらの新しい経験によって
、子供は創造主をこれまで以上に完璧に、私があなたに抱いているのと同じような愛で、愛するようになるのです。私が人
間に抱くこの大きな感情のために、私は人間となり、あなたがたの近くに私を置くことができるようにしたのです。しかし
、その犠牲の後、私は、この時代の人々 が、その愛に対して耳が聞こえず、盲目で、感謝もせず、私の戒め、私の公正な法
、私の愛の教義に従う必要がない世界を自分たちのために作り出しているのを見る。 

42 深淵は人を惹きつけ、禁断は人を誘惑し、人は自らの意思の自由を自分なりに駆使する。情熱、利潤の追求、地上
の快楽に溺れた人類にとって、その没落は必然のように思われる。魂が救いを見出すことは非常に困難であるように思われ
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ます。魂は、神の正義の中に、その父の愛の中に、自らを清め、上方に進化し、救いを見出すことができる道を見つけるこ
とができることを理解していないのです。 

43 すべての人は、霊を持ち、私が存在するという深い内的知識を保持しているからこそ、私の存在を信じるのである
。私を否定する者でさえ、私を信じている。私の現存は彼の中にあり、彼を取り囲むすべてのものの中にあるからである。
しかし、人間は物質的な誘因や誘惑に屈してしまった。そして、彼がこのように作り出した闇こそが、今、聖霊が人類に迫
る輝きを見ることを許さないのです。しかし、わが力、わが光、わが愛を破る人間の力、霊魂は存在しない。しかし、子供
たちが父の前にすすり泣くとき、ある者は赦しを求め、その謙遜さのゆえに赦され、ある者は私に尋ねる。"父よ、なぜあ
なたは私を罰したのですか 

"と。私は彼らにこう言うだろう。「私は決して罰しない。あなたは自分の道に蒔いたものを刈り取っただけだ。あなたは
肉体と精神の健康を保てなかった。しかし、わが法に挑戦する者、違反する者は、その法に基づいて自らを裁くのだ。 

44 自然の法則と霊的な法則に調和した生き方をすれば、常に心身ともに健康でいられるのです。 

45 人類は今日、多くの科学を持っていますが、それによって、自然なものから、生命の源から、私がその保存と回復
のために託した自然の要素から切り離す、疎外された世界を作り出しました。こんな生き方をしている人間が、心身ともに
健康でいられるわけがない。 

46 地球は、生まれた瞬間から両手を広げてあなたを抱く母のようであり、その上であなたが吸う空気は、わが神の息
吹に似ている。堂々 たる王星は、火の松明のような輝きで、光と温もりと生命であるから、全能者のイメージである。この
あなたの性質には、水もあります。水は、澄んでいて透明で純粋なので、真理のようなもので、苦しみの渇きを癒し、浄化
し、その作用で畑は肥え、種は発芽します。この4つの要素は、神の叡智の法則によって結合され、その統一と調和の中で
、あなたの家を形成しているのです。その上で生き、意識的に楽しみ、その法則に完全に適合して生きるために、私は人間
に、生きるために必要なすべての資質、力、感覚を豊かに授けたのである。 

47 それなのに、わたしがあなたがたを愛していると確信しているのに、あなたがたは、自分自身の過失で苦しむと、
わたしを不当だと言い、父があなたがたを懲らしめたと言うのはなぜですか。 

48 私の愛は不変であり、完全であるがゆえに大きくなることはなく、また小さくなることもない。その証拠に、あな
たの庇護のもととなるこの生命を授け、あなたに対して常に贅沢で母性的な態度を示しています。一日でも太陽の光が恋し
くなったことがありますか？空気があなたを活気づかせなかったことはありますか？海が干上がったのか、川が流れなくな
ったのか、その水は全地を洗っているのか。そして、回転中の惑星は、あなたを虚空に投げ出すために、あなたの足元から
脱出したことがありますか？ 

49 しかし、人間は示された道と生命を見失った。しかし、遺産をすべて無駄にした放蕩息子のように、やがて私のも
とに帰ってくる。彼は科学によって新しい世界、偽りの王国を作り上げたのだ。彼は法律を作り、自分のために玉座を築き
、笏と冠を授けました。しかし、その栄光はいかにはかなく、欺瞞に満ちているか。わが正義のかすかな息吹で、彼の土台
は揺らぎ、その王国全体は崩れ去る。しかし、平和と正義と愛の王国は、それを勝ち得ることのできない人間の心からは遠
く離れているのです。 

50 人々 の仕事がもたらす喜びや満足は、想像上のものに過ぎない。笑顔の裏に隠された痛み、落ち着かなさ、失望が
彼らの心をむしばんでいる。これは、人間の生命が作られたものであり、精神の生命とそれを支配する法則については、精
神に活力を与える力と要素があり、人間が試練と誘惑に耐え、完全への上昇の道においてすべての障害と逆境に直面するた
めに、それと接触していなければならないことが忘れられたため、これらは曲解されたのであります。 

51 無限からすべての霊に届くこの光は、キングスターから来るのではありません。霊があの世から受け取る力は、地
上からの流出物ではありません。霊の知識への渇きを癒す愛と真実と健康の源は、あなたの海の水やあなたの泉ではないの
です。それは、万物の創造主、生命を創造し、その完璧で不変の法則によって支配する主から、人間の精神が直接受け取る
、流出、呼吸、インスピレーションである。 

52 もし人間が真理の道に戻ろうと少しでも善意を込めれば、即座に平和の愛撫がその動機となるのを感じるだろう。
しかし、魂は物質の影響下で物質化するたびに、その爪に屈し、現世の主人、船を操縦する舵取りとなる代わりに、人間の
弱さと傾向の奴隷となり、嵐の中で難破を被るのです。 

53 肉体が衣服の前にあるように、魂が肉体の前にあることは、すでにお話したとおりです。あなたが持っているこの
物質は、魂のための一時的な衣服に過ぎません。 

54 誰も偶然に生まれたわけではありませんし、どんなに取るに足らない、能力のない、惨めな人間だと思われても、
それでも最高神の恩恵によって創造され、最高神は自分が優れていると考える存在と同じように彼を愛し、すべての人と同
様に神の懐に導かれる運命を持っているのです。 

55 悪徳商法や不幸を引きずり、自分が何者でどこへ行くのかわからず、のけ者として街を彷徨う人たちを見ますか？
今でも森で肉食獣に待ち伏せされて生きている人たちを知っていますか？わが父なる愛に忘れられた者は一人もいない。彼
らは皆、果たすべき課題を持ち、発展の芽を持ち、功績と努力と闘争が一歩一歩精神をわがもとに導いてくれる道を歩んで
いる。 
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56 ほんの一瞬でも、わが安らぎを慕い、この世の生活から解放されたいと願わなかった者がどこにいるだろうか。す
べての霊魂は、以前住んでいた世界、生まれた故郷にホームシックになっています。その世界はすべてのわが子たちを待ち
受けており、永遠の命を享受するよう招いています。ある者はそれを切望し、またある者は魂が混乱し、希望もなく信仰も
なく生きているので、死がなくなることだけを期待しているのです。何がこれらの存在を動かし、再生のために戦わせるこ
とができるのか。何が彼らの中に永遠への憧れを呼び起こすのだろうか。彼らはもう存在しないこと、沈黙、そして終わり
を期待するだけだ。 

57 しかし、「世の光」である「道と真理」が戻ってきて、その赦しによってあなたを生き返らせ、あなたの疲れた顔
を撫で、あなたの心を慰め、自分には存在価値がないと思っていた人に、「あなたを愛しています、私のもとに来なさい」
という私の声を聞かせるようになりました。 

58 しかし、私があなた方の中に永遠と完全へのあこがれを呼び起こすのと同じように、あなた方にも言います。私の
教えを誤解しないでください。地球上のすべてのものは、あなたの幸せのためにつくられ、置かれています。 

59 家長と義人は、自然の財を楽しみながら、同時に霊的な法則を満たして、地上で幸せに暮らす方法を、その模範に
よってあなた方に示したのです。 

彼らをお手本にすれば、健康で強くなれる。私は、あなた方の中に、真理を守り戦う強い人々 が欲しいのです。もし、私が
あなた方を自然から切り離せと教えたら、それはあなた方と敵対することになるでしょう。 

60 たとえ人々 が私の教えに矛盾があると思うことがあっても、神には矛盾がありません。もし、あなたが自分の身体
の健康を望むなら、あなたの身体の殻が生まれた母なる自然の腕の中に戻り、その子宮の中であなた自身をゆりかごに入れ
、その内部があなたを新たに迎え入れるときに、あなたと融合することになるのです。もし、あなたが強く健康な魂を持ち
、私が約束した報酬を得る望みがあるならば、「心と魂を尽くしてあなたの神を愛せ」、「互いに愛し合え」という戒めを
実行し、私の律法を生きなさいということです。 

61 わが掟を果たすには、わがことを語るだけでは十分ではない。また、わが仕事の偉大な調査者であり、わが使徒で
あると信じるだけでは十分ではない。わが言葉をどう表現するかを知らず、その代わりに、兄弟の間で愛と慈悲を行使する
方法を知っている単純な心は、より偉大であろう。 

62 第二の時代、私が人類を変えるには、三年間の教えと十二人の人々 で十分だったのです。今日、長年の準備と多く
の弟子たちは、十分ではありません。 

63 理由は、素材に執着しすぎているからです。私のことを考えるのは5分間だけで、残りの時間は世俗的なことに費
やすのです。 

64 私は、あなた方が発展の道を歩むことを止めないよう、新たな勇気を与えています。見ていろ、もうすぐ世界の主
人たちの最後が見える。彼らが退くとき、もう奴隷はいなくなる。そうすれば、人類は自分たちをひとつの家族だと思うよ
うになるでしょう。人の心から互いの好意の火花が散り、平和が訪れるでしょう。 

65 失われた魂、平和のない魂、法のない魂、ここに来い！」。あなたを待っているのは闇でも無でもなく、わが父の
愛であり、すべての世界と存在の調和なのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 81 
1 あなたはこの日、あなたの父と交わした新しい契約を思い出すために来たのです。この裁きの時、わが霊はあなた

がたの間にいて、あなたがたの仕事について、最初の説明を求め、あなたがたはわが掟を果たすと約束した時から何をした
か、すなわち、互いに愛し合うことを問う。 

2 この群衆の中に、私が「畑」の責任を委ねた「第一人者」と「労働者」がおり、彼らに兄弟愛の澄んだ水を与えて
、「木」に水を与えるようにしたのです。 

3 あなたの良心は何も責めていないのですか？あなたの口は、助言し、教え、導くためだけに開かれているのですか
？それとも、右にも左にも傷をつける両刃の剣のように、語り出したのでしょうか。あなたは霊的な道を歩き、統一、平和
、善意の痕跡を残したか、それとも悪い例を彼に印象づけたか？ 

4 わが言葉が時折厳しくなるのは、わが民の胸中に偽りや悪徳、欺瞞があることを望まないからである。もし、会衆
を率いる者が悪い模範を示すなら、彼に従う者は障害に遭遇することになる。この審判の時に、私は、あなたの蒔いた実を
、その都度見せよう。私の正義に挑戦しないでください。私は何よりも無尽蔵の善の泉であることをあらかじめ覚えておい
てください。 

5 私はあなた方を、あらゆる不完全さが見向きもされない幼な子のように見ることはできない。なぜなら、あなた方
の霊魂は、この時代にわが神性と契約を交わしたとき、すでにその前にかなりの部分を旅していたからだ。第一の時、わが
律法の弟子であった者は、第二の時、イエスの教えの言葉の弟子であったが、現段階では師のようにならねばならないので
ある。 

6 私は、命を与える善良で心地よく甘い実をあなたに託します。それは、悪の木の実が人に与えた苦い味と荒廃との
対比をあなたに感じさせるためです。 

7 大地と水が人の血で染まるのが見える。人が互いを異なる種の生き物であるかのように軽視し、同情も憐れみもな
く殺し合うのが見える。この野心的な権力追求と憎悪の木は、人間によって育てられ、その果実は地球の人々 を毒している
。この種があなたの中に入り込むことを許してはならない。 

8 今日、イエスの声は、「父よ、彼らをお赦しください、彼らは自分たちのしていることを知らないのです」と立ち
上がることができませんでした。あなたの霊は、私の愛の教えの知識を運んでいるからです。 

9 エリヤは新しい時代の門を開き、主の道を整えた。彼は、わが啓示とわが指示の初穂を受け取るために、あなたが
たを準備したのである。私の教えを理解し、あなたの作品によってそれを証ししてください。 

10 この時、第六の封印が解かれ、その光は地球上に広がり、わが声を聞いた男や女が、やがて目覚め、戦いに立ち上
がるように。 

11 道は一つ、あなたはもう知っている。決して迷うことのないように、それに従うべきです。それは、あなたが私か
ら生まれて以来、私があなたに示した道そのものなのです。現在、私はあなた方が集会所に集まり、私の愛の教えを聞くこ
とを認めている。そして、その中で、日ごとに私のものであるあなた方の戸口をたたく大勢の困窮者を受け入れることがで
きるようにしている。 

12 新しい一日ごとに、どのように自分を調整し、困っている人を受け入れるべきでしょうか。虚栄の冠や笏ではなく
、絶対的な謙虚さをもって。 

13 この民族が霊的に統合されたら、全世界に発表するつもりだ。 

14 雪の結晶よりも白く、あなたの泉の水よりも純粋な私の仕事の一部をあなたに委ねます。開発の道のりが終わるま
で、その状態を維持してほしい。 

15 あなたの心の中で鐘が鳴ったように、今日あなたは、今日が恵みの日であり、師が弟子たちに語りかけるために降
りてくる日であることを思い出したのです。わが霊はあなたがたの間に現れ、知恵に満ちた本のように開く。あなたの霊は
白紙のページのように私の前に現れ、そこに私の指示を書き記す。 

16 わが霊の光は、最初の時代の約束の実現として、すべての物質と霊に注がれ、声の担い手と呼ばれる選ばれた者た
ちの心に降り注ぎ、神聖な指示をあなたたちに聞こえるようにするのだ。 

17 ある人は私の宣言を信じて受け取り、ある人は私の話を聞きながら、自分の心が疑いに支配されていると感じるの
です。しかし、私は彼らを叱らない。疑うことによって、彼らはわが教えの研究を深め、それによって、やがて信仰も見出
すだろうから。 

18 新しい人生が、人類を待っている。自然が変容するのではなく、人類がこの教えによって自らを霊化しつつ、愛と
信仰と慈悲の目ですべてを見るようになるから、つまり、人間が霊によって生命を見るようになるからです。今日、あなた
は自分を取り囲むものを見るとき、物質に焦点を当てた心と利己的な心で感じ、判断しているのではないでしょうか。この
人生は、あなたにとって涙の谷、罪の世界、そして時には罰の場所にさえ見えるはずです。目は美を発見せず、精神は自分
の居場所を見つけられず、栄養も刺激もない。しかし、もしあなたが精神を高揚させ、あなたを取り囲み、包んでいるもの
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を高みから観想するなら、あなたは父の前に頭を下げ、霊的または物質的に存在するすべてのものの中に姿を現す神の存在
に対して、あなたが聾唖で盲目で鈍感だったことを告白しなければならなくなるでしょう。 

19 そうすれば、苦いものはあなたから消え去り、あなたはすべての創造されたものから流れ出る善を知ることになる
でしょう、すべては神の木の実なのですから。 

20 今日、人類が耐えている苦しみは、その自由意志の悪い使い方と、わが律法に従わないことによって生じています
。その最後の果実があまりに苦いので、それを自分から遠くへ投げ捨て、それによってその目は光に、その心は悔い改めに
開かれるのです。 

21 肉体をおとなしく従順にして、精神の障害にならないようにする。それを、あなたの精神的な仕事における最高の
道具、最高の協力者にするまで、鎮圧してください。第六の封印が放つ光を、肉体と同様に精神にも観賞させるのです。 

22 私の教えを理解し、時が来れば兄弟を探し出し、七つの封印の啓示を提示する、私の良き弟子となるのだ。自分の
肉の働きのために、わが恩寵に値しないと思って歩みを止めてはならない。私はすでに、地上のあなたに託されたこの手に
負えない弱い生き物の狂乱の道を止め、私の恩寵を得るために、この闘いで功徳を積むようあなたに告げました。 

23 今は、過去を悲しんだり恥じたりする時ではありません。ただ、魂を浄化することだけは忘れないでください。今
こそ、わが言葉の神聖なるコンサートを聞いているあなた方が、この世で最も幸運であると感じるべき時なのです。そうで
す、皆さん、私の光線はインスピレーションと人間の言葉になり、皆さんがこの形で私のプレゼンスを持つことができるよ
うになるのです。過去のことを考えるのはやめて、未来のことを考えよう。 

24 人間の考えや理論に対抗するために、愛の武器を用意しなさい。あなたがたの心を信仰で強くし、あなたがたの言
う教養ある人々 や学識ある人々 を前にして、小さく、無知で、弱いと感じないようにしなさい。 

25 私があなた方の刷新を求めたのは、一度清らかになった心や精神が、私の神聖な光を反射するようにするためです
。 

26 わたしは、あなたがたの多くが、わたしのことばを調べ、さばくのを見た。それでも、あなたがたを叱らなかった
のは、明日、わたしをさばく者の中から、熱心な弟子たちが出てくると知っていたからだ。後に、あなたはあなたのやり方
で教え、あなたは嘲笑されるでしょう。そして、師匠の教えを思い出し、兄弟たちの疑いやあざけりを恨むのではなく、彼
らの中に自分の判断を悔い改め、信仰を持つようになる者がいることを知って、彼らを赦しなさい。 

27 誰もマイソルジャーになることを強制されたとは思っていません。 

あなたの意志が固まり、あなたの愛が私の教えを実行に移すように駆り立てたら、すぐに私に従いなさい。時が過ぎれば、
この第三の時代に主が与えてくださったすべてのものを理解し、感謝するようになるでしょう。そして、私があなた方に私
の言葉を与えている間、理解し従順でなかったことを痛感するでしょう。しかし、失敗を取り戻し、失われた時間を取り戻
すために、もう少し短い時間を認めます。 

28 この世が肉体によってあなたがたを引きつけている間に、わが声はあなたがたを霊界に呼び寄せ、あらゆる汚れの
ない、光に満ちた霊界に入ることになるのです。そこで私の声があなたの良心に響き、あなたが地上での使命を果たしたか
どうか、もう一段、霊的完成への階段を上れるかどうかを教えてくれるでしょう。 

29 今日、あなたが休息に捧げる日、私はあなたを喜ばせるために降りてきます。それは、あなたがパンだけで生きる
ことはできず、あなたの霊的な栄養である私の言葉を必要としていることをよく理解する瞬間である。あなた方の多くは、
私の話を聞きに来るが、あなた方全員が私の存在を信じるわけではない。これらの知性器官を通して私の声を聞くよりも、
むしろ私を見ることを望む者もいるだろうし、せめて無限の、霊的空間の中で私の声を聞くことを望む者もいるはずだ。し
かし、肉体的な感覚に完全に縛られていて、どうやって霊的に私を見たり聞いたりしたいのでしょうか？ですから、あなた
方は、私が人間の知性器官を通じてお知らせしている高い霊的振動に達するように、自分自身に働きかける必要があります
。この形で私が顕現した後、あなた方は霊から霊への私のインスピレーションを受けることができるようになるでしょう。
これは完璧なスピリットコネクションになるでしょう。 

30 科学の進歩に驚いていますね。数世紀前、人間が精神の発展と物質的性質の忍耐によって今日成し遂げたことを、
あなたは信じられなかったであろうことに気づいてください。 

31 なぜ、忍耐すれば霊的に成長しないのでしょうか？過去の教えをまだ理解していないのに、なぜ新しい教えが明ら
かになると主張するのですか？ 

32 私の存在を信じる者も、そうでない者も、いつの時代も、むしろ今日、私が人間の目に見える形で、何らかの形で
実体化した姿を見たかったのだ。しかし、私には霊のような形はないのに、どうして私に形を与えなければならないのでし
ょう。私は、あなたの肉体の目にも、あなたの精神の目にも見え、触れることができる。神があなたの視線から隠れている
と言うのは不当です。私が神性の子と呼ぶ人たちに、自 

分の声を聞かせず、姿も見せないので、私は利己的だと言うのです。私はいつでもあなた方に私を見せる用意がある。しか
し、あなた方は霊的なものに対して盲目であると思っているので、すべてが手の届くところにあるにもかかわらず、それを
見ることができず、私に触れても、私の存在に気づくことはないのである。 
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33 どの時代にも、神を求め、祈り、礼拝を捧げ、神を感じ、見つめ、聞き、解釈することを人に教えるために、神が
遣わされたのであった。この時代、エリヤは人間の霊が聖霊の臨在と啓示を受けることができるように道を整えるために来
たのである。 

34 物質主義によって霊的な啓示を一切受けない世界で、エリヤの声と歩みを聞き、感じることができるように、私は
、人生の成熟期に達したとき、その偉大な霊の光を彼を通して知らせ、彼を鼓舞し、彼の仲介によって驚くべき仕事を成し
遂げ、彼の光によって新しい時代の到来に人類を備えさせる人間を準備しました。エリヤは、多くの茨、多くの雑草、そし
て岩の上に道を切り開かなければならなかった。宗教的な狂信、無知、斬新だと思われるインスピレーションに対する迫害
だったのです。しかし、エリヤは法律を鼓吹し、心を整え、神の啓示の展開と、世界の最も隠れた場所で、その任務を遂行
するために示された時を待っていた人々 の霊的成就を促進する種を蒔いたのです。 

35 そのエリヤの声の担い手として私に選ばれたのが、ロケ・ロハスという男だ。彼は1866年、人類に新しい時代が
到来し、それは私がいつも話している「三つの時代」で主が明らかにしたのと同じ法則に支配されると世界に発表した。互
いに愛し合いましょう 

36 神の使いの存在を実感できたのは、ほんの一握りだった。もう一度、荒野で呼びかける声となり、もう一度、人の
心を主の来臨に備えさせたのです。こうして第六の封印は解かれ、その中身を見せ、正義と光の川として人類に注がれたの
です。こうして、多くの約束と予言が成就したのである。 

37 エリヤは、イエスやモーセのように、あなたが父を見ることができるように、あなたの霊の目を悟らせた。モーセ
が教えた "あなたは自分のように隣人を愛さなければならない"イエス様は "互いに愛し合いなさい 

"と言われましたね。エリヤは、兄弟をもっともっと憐れむように命じ、すぐにこう付け加えた。"そうすれば、私の父のす
べての栄光を見ることができる "と。 

38 今、あなたに語りかけているのは「言葉」なのです。私は人間になったわけではないが、私の以前の姿と今回の姿
の間に類似点を見いだすことができる。 

イエスの揺りかごが貧しく、イエスの死が世の罪の十字架上で起こったとすれば、同様に、今日、第三の時代の光が生まれ
た場所は、これ以上貧しく、謙虚な場所はない。私が最後の言葉を伝える十字架は、私が自分自身を知らせる人自身となる
のだ。 

39 この仲介者を通して、あなたがたに話すが、わたしもまた、あざけり、鞭打ち、疑い、傷を受けているのだ。これ
は私の意志であり、私の十字架は今、あなたである。 

40 今日、私はあなたに言います。あなたの目が光に向かって開いたのですから、あなたの世界、その科学、その道徳
、その宗教団体が、いかにその存在の終わりに近づいているかを認識してください。このうち、魂だけが生き残り、その前
世の廃墟の上に新しい精神的な時代へと立ち上がるのです。 

41 あなたがたの間にわが新たな啓示を告げるものとして予言されたすべての徴候は、すでに実現したのだ。世界はさ
らなる顕現を待ち、それゆえ、わが来訪を待ち続けるのだろうか。メシアの到来に関する予言を持ち、その成就を目撃し、
自分たちの中に救い主を迎えながら、その存在を認めず、今もなお彼を待ち続けているユダヤ人のようにするのでしょうか
？この体験は、まだ物質主義に凝り固まっているこの人類には、あまりにも重く、悲しいものです。前兆や訪問が実現し、
わたしは会堂やどの教会にも現れなかったので、世界は、わたしのことばに逆らうことはできないので、わたしが何らかの
場所で、今、自らを明らかにしなければならないと疑わないのだろうか。 

42 弟子たちよ、私の教えをしっかり守って、明日、私のあかしをすることができるようにしなさい。 

43 不幸を恐れるな、それは一時的なものであり、その中で祈り、ヨブの忍耐を手本とするのだ。豊かさが戻ってくれ
ば、あなたは私に感謝する言葉が足りなくなる。 

44 幸いな病人たちよ、もし一度病気で落ち込んでも、絶望してはならない。祈りによって自らを私のもとに引き上げ
なさい。そうすれば、あなたの信仰と霊性によって、身体の健康が回復されるでしょう。私が教えた形で祈りなさい：霊的
に。 

45 あなたには、あなたのマスターの光があることを理解しなさい。イエスは、あなたが見習うべき完璧な模範であり
続けています。彼の前にも後にも、これと同じような例はこの世に見当たりません。 

46 キリストであるイエスは、父なる神の愛と知恵がいかに偉大であるかを示すために、私が地上で与えた最も明確な
教えの手本となったのです。イエスは、あなたを創造した神の高い属性をあなたが知ることができるようにと、創造主が地
上に送った生きたメッセージでした。人々 はエホバの中に、怒りと赦しのない神、恐ろしい復讐心に満ちた裁きを見ていま
したが、イエスを通して、私はあなた方をその誤りから解放したのです。 

47 マスターの中に、人となった神聖な愛を見よ。彼は謙遜と犠牲と慈悲の人生を通して、あなたのすべての行いを裁
きましたが、死をもって罰する代わりに、あなたに真のいのち、愛のいのちを知ってもらうために、彼の血を差し出しまし
た。その神聖なメッセージは人類の生活を啓発し、神聖なマスターが人間に与えた言葉は、宗教的な共同体や宗派の起源と
なり、それによって人間は私を求め、今も求めているのである。しかし、本当に、彼らはまだこのメッセージの内容を理解
していないのです。人類は確かに、神が人類への愛のためにイエスにおいて死なれたのだから、神の子に対する愛は無限で
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あると信じるようになるのです。イエスの裁判官や処刑人の前での苦しみに内心感動さえし、次第に御子の中に父を認める
ようにもなるが、処女に始まりベタニヤの「雲」に終わったその啓示を通して主が人々 に伝えたかった霊的内容、範囲は今
日まで正しく解釈されていない。 

48 私は、イエス様の誕生、生涯、業、死とともにあなたに明らかにされたすべてのことの真の内容を説明し、あなた
に示すために、「御言葉」が昇ったのと同じ「雲」に乗って父のもとに戻らねばなりませんでした。 

49 その時キリストが約束した真理の霊は、この神の顕現であり、人の心や精神が突き通すことのできなかった暗闇を
照らし、謎を説明したのである。 

50 私の法則は常に同じであり、ある時と別の時で深さが違うということはない。あなたの精神が、ある時は主の光を
よりよく反射するのです。これは、あなたの精神が到達した発展性によります。 

51 今日、私はあなたに言います。霊的な宴会があなたを待っています。私はまた、この時、あなたがたにパンの増殖
を授けた。現在、多くの地方で何千何万もの人々 がわが言葉に耳を傾けているからである。 

52 私はあなたに遺産を遺す。あなたの罪は、あなたがふさわしくないという理由にはならない。わが王国の門は、今
後到来する者たちを待ち望み、開かれたままである。そこには、あなたがたの前に、あなたがたのために、ここまでして伝
えてくれるとは思ってもみなかった私の慈悲があるのです。 

53 今、世界には愛が不足しています。あなたのマスターの純粋な愛を感じて、あなたのすべての傷から栄養を補給す
ることができます。 

54 もし、あなたの心がむなしい種や雑草やアザミでいっぱいになって私のところに来たなら、私はそれを許し、清め
、花を咲かせよう。私はただ、あなたが上を目指して努力することを期待しています。しかし、私が約束したものを手に入
れたら、人の視線から身を隠すために地下墓地を探したりせず、逆に日の光の中に出て、その明るさの中でこの真実を明ら
かにするのだ。あなたの心を、心を、耳を開いて、私の教えをあなたの魂に浸透させるのです。 

55 あなたは、私から学ぶために、どんな時を待っているのでしょうか。眠りから覚めるのは、1950年まで待つのか
？いや、わが民よ、そうすれば、もはやわが言葉を聞くことはないのだから。自分がこの世に生まれてきたのは、兄弟に仕
えるためだという絶対的な確信が必要なのです。 

56 あなた方は互いに顔を見合わせ、私が罪人から、無知な者から共同体を形成したことを悟り、試練の中で立ち行か
なくなることを恐れたのです。しかし、私は自分が何をしているかを知っている。あなた方はただ信じ、信頼し、従順であ
ればよい。私が求めた種をあなたが私に差し出す日が来るでしょう。 

57 人々 よ、覚悟を決めろ、新たな大勢がやってくることを許可するのだ。彼らの中から、わが愛が選ぶ者が出てくる
。そうすれば、彼らの仲介によって、わが言葉を告げ知らせることができる。彼らを選ぶことができるのは、あなたの知性
ではないことを、あなたはよく知っている。それぞれの運命と才能は私だけが知っている。 

58 あなた方の心を清め、高め、この瞬間、私の近くに住む純粋な霊と一体化することができるように。神への愛、自
分の犯した罪への痛みや反省、受け取った品物への感謝の気持ちを込めて、祈りを捧げましょう。そうすれば、あなたの精
神は父に近づくでしょう。 

59 あなたを取り巻くすべてのものは、あなたを浄化することを目的としていますが、すべての人がそのように受け止
めているわけではありません。あなたの飲む苦汁の杯を、不毛なものにしないでください。痛みから光、つまり知恵や優し
さ、強さ、繊細さを得ることができるのです。 

60 霊界に着いたら、地上で犯した罪のことを考えなければならないので、恐れてはいけません。もしあなたが苦痛か
ら自分をきれいに洗うことを許し、悔い改めがあなたの心からはじけるなら、もしあなたが自分の罪を償おうと努力するな
ら、あなたは立派で純粋な私の前に入ることができ、誰も、あなたの良心でさえ、あなたの過去の不完全さをあえて口にす
ることはないでしょう。 

61 完璧な家には、時間的にも永遠的にも持ち主の到着を待つすべての霊魂の居場所があるのです。愛と慈悲と信仰と
功徳のはしごの上で、あなた方は一人ずつ私の王国に入っていくのです。 

62 あなたの子供たちの前に良い模範を示してください。それは、彼らが私のもとに上り続けるための道しるべとなる
ものです。肉体が子供だからといって、彼らを霊的に取るに足らない存在だと考えてはいけません。彼らを観察すれば、彼
らの能力があなたよりも発達していることがわかるでしょう。彼らはあなたを通して私の教えを学ぶが、その後、彼らはそ
れを理解するためにあなたを教えるだろう。 

63 今若い皆さんも、老人になったときには、新しい世代の霊能者たちを通じて、多くの奇跡を体験していることでし
ょう。 

64 私は、家庭を持つ父親には、子どもの物質的な将来を心配するのと同じように、精神的な将来についても心配する
ように言っています。この点については、自分たちがこの世に生んだ使命ですから。 

65 これらの存在は、肉体を持つ以前から、すでにあなたのために祈り、あなたを守り、あなたの生きるための闘いに
寄り添ってきたことを思い出してください。今、あなた方には、彼らが弱肉強食の手段で徐々 に地上で踏み出す最初の一歩
を支えることが委ねられているのです。 
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66 弟子たちよ、私のもとに来なさい。ここに平和がある。世間が与える見せかけの平和ではなく、わが霊から流れ出
る平和があるのだ。あなたの心をそれで満たし、私の言葉を聞き、理解し、そして私の教えを実践しなさい。 

67 私の労働者一人一人に、一定の数の心が割り当てられているのです。その土地が実を結び、最後には豊かな実りを
私に見せてくれるように、それぞれが働かなければならないのです。 

68 私があなたの霊の中に建てているような神殿を建てることは、誰にもできないだろう。創造主の愛が、無限の忍耐
力でこの聖域を築いているのです。この神殿は不滅である。人工の神殿が時間と嵐の影響を受けて石を一つずつ崩していく
のに比べ、この神殿は揺るぎなく耐え抜く。その基礎はあなたの精神に固定され、その塔は天の領域に触れるからである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 82 
1 なぜ、わが子たちの中には、私を父と呼ぶに値しないと感じる者がいるのだろうか。罪人よ、私のもとに来なさい

、苦しみの重荷を捨て去りなさい。顔を上げて私を見よ、私の愛があなたに価値を与える。もし私があなたを赦さなければ
、誰があなたを赦すというのか。 

2 あなたがたは平和に飢えていた。良心はあなたがたの過ちをとがめ、わがみことばの顕現に至り、あなたがたの泣
き声があなたがたを清めたからである。私が誰に向かって、このように語るかは、彼らだけが知っている。 

3 長い間、あなたたちは私の名を祝福せず、あなたたちの苦悩と苦しみは、自分たちが終わりのない地獄にいると信
じ込ませていた。その理由は、あなた方の目が真実、すなわち、あなた方に至る所にわがプレゼンスを示すその光に対して
閉じていたからである。あなたを取り囲む自然の輝きも、日々 の糧があなたの唇に届く驚異的な方法も、あなたにとって、
わが祝福を信じるには十分ではなかった。周囲には闇しか見えず、感じるのは苦悩の炎だけだったのですね。 

しかし、あなたが倒れそうになったとき、神の助け主があなたを引き上げてくれ、あなたの十字架を運ぶのを助けてくれた
のです。 

4 あなたの目は、光と信念に満ちた人生に向かって、ますます開かれていきます。主よ、わたしはいかに盲目であっ
たか、いかに心が乱れていたか、心を尽くしてわたしに告げなさい。今日、私はあらゆる場面で、あらゆる場所であなたの
存在を確認し、あなたの祝福を感じています。 

5 まことに、あなたがたに告げます、多くの苦しみを受け、しばしば私を傷つけた者こそ、最も熱心に私を愛し、そ
の心は常に私の神性に捧げ物を注ぐことでしょう。それは物質的な贈り物でもなく、詩歌でもなく、地上の祭壇でもないで
しょう。彼らは、私に対する最も喜ばれる供え物と崇拝は、彼らが兄弟のために行う愛の業であることを知っています。 

6 愛する子供たちよ、放蕩息子のように私のもとに来たあなたたちは、私があなたたちを受け入れた愛と、あなたが
ここに来た謙遜さを忘れてはならない。もし、あなたが再び人生に安らぎを感じたとたん、兄弟に対してうぬぼれたり、あ
なたが今日持っているもののいくつかをあなたに求めようとする人たちに対してわがままになったら悲しい。誘惑に陥らな
いように、いつも見ていてください、祈っていてください。 

7 愛する弟子たちよ、今あなたが楽しんでいるこの存在は、あなたの魂を上に進化させる良い機会であることを理解
しなさい。ある者はこれが最後の転生となり、またある者は地球に戻らなければならない。- 

今、このような話をするのは適切なタイミングです。 

8 イエスはその時、多くの未知の教えをあなた方に示し、多くの業を行い、最初は混乱を招きましたが、後に真の神
の啓示と認められました。今言ったことに注意し、私の教えを十分に学ばずに無謀な判断をしないようにしなさい。 

9 もし、人類が第一時代と第二時代の予言を理解できていたなら、同じように実現することを前にして混乱すること
はなかっただろう。第二の時代、メシアが人間の間に生まれたときと同じことが、私が聖霊で来た今にも起こっているので
す。 

10 私の教えの意味は、どちらの時代でも同じです。それは、この人生を、人はお互いを兄弟として見なし、接し、真
の兄弟愛の温かさを見せ合う、はかないながらも愛情あふれる家庭とするための準備です。- 

また、現世の後に、主が子らのために用意された世界や家に入ることができるように、魂を準備しなさい。私の願いは、そ
こに到達したとき、あなたが疎外感を感じることなく、精神化と内なる知識によって、あなたが遭遇するすべてのものを、
まるで以前からそこにいたかのように見ることができるようになることです。もし、あなたがすでに祈りによってこの地の
霊的なものと接触しているならば、この中に多くの真実があることでしょう。 

11 私の真実が放つ光の輝きを見ることができるまで、あなたの霊的な目を開いてください！そうすれば、あなたがも
う一つの家に渡るとき、暗闇に包まれたと感じることはありません。 

12 父の家のように多くの住居がある中で、暗闇の世界は一つもなく、そのすべてに父の光がある。しかし、魂がその
無知のために目隠しをしてそこに入るなら、どうしてその栄光を見ることができようか。 

13 この世界で盲人に「何が見えるか」と聞けば、「闇だけだ」と答えるだろう。太陽の光がないからではなく、見え
ないからだ。 

14 私の教えに耳を傾けるために集まる人の数が少なくても、私があなた方に与える愛は非常に大きいことを自覚しな
さい。 

15 あなた方の中には、聖霊が良心を通してすべての人に語りかける第三の時であることを証しする者がいる。 

16 この大勢には、他の時代にはイスラエルの部族に属し、律法と啓示を託されて世界に広めたことから「神の民」と
呼ばれた霊も含まれています。これらの存在の中には、使命を果たし、霊的な償いを終えるために、最後に地球にやってく
る者もいる。そして、「地上の谷」にいる兄弟たちが昇るためのステップとなる。 

17 私の言葉の持つ光と愛は、泥の中から純粋で美しい花を芽吹かせる奇跡を起こしました。あなたの魂が土の塵とな
ったとき、純粋さと光に満ちたあなたの体から離れるのを見なさい。 
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18 わが教えを受けたばかりの霊魂たちよ、わが面前に出たならば、謙虚で従順であり、わが意志のみがあなたがたに
なされることを許しなさい。あなたが地上に転生したのは、何度も父なる神様に熱心にお願いしたからです。今、私はあな
たに、これ以上私にそれを求めるなと言う。私の意志があなたのために行われることを許可してください。 

19 私の命令で世に出た者は、必ず帰りに仕事の報告を求めてきた。あなたがたが主に求めたために（地上に）来た後
、帰ってきたらどうなるのだろう。裁判はどのように終わり、あなた方はどのように答えを出すのでしょうか？ 

20 あなたがたは、わが教えを聞いて驚き、心の中でこう言うのです、「師の教えはなんと完璧なことだろう」と。と
いうのも、彼らは皆、不完全な存在を修正し、形成することだけを目的としているからです。霊的に完全な状態になったと
き、あなたは神の言葉を完全に聞くことができるのです。 

21 今、人間の心の器官によって、あなたの霊は私の新しい啓示の時を経験し、それを通してあなたは私の神聖な存在
を感じているのです。私の姿は、再びマスターの姿となった。私があなた方に指示を与えるが、その指示を受けた後、あな
た方に説明するしもべもいる。彼らは人間ではない。本当に言っておくが、この地上には、わが新しい啓示を正しく解釈で
きる者は一人もいないのだ。光の霊界は、あなたが間違いに陥らないように、また日の光のように明瞭な教えから新しい秘
密を形成しないように、あなたを助けてくれるのです。 

22 このスピリチュアルな仕事を実現するために、すべてが準備されているのです。この道に入るために、あなたの精
神だけでなく、あなたの肉も、あなたが歩く大地も、あなたを取り巻く環境も、すべてがあなたの存在の深みに私の光が輝
くように準備されているのです。 

23 魂はあの世でこれまでの転生で受けた穢れを清め、肉体は痛みと涙で身を洗い、大地は人々 から本来の清らかさを
取り戻し、環境は請願と祈りで飽和状態になった。完成の梯子の上で、主はご自分の民に降り立ち、あなたのいる段に到達
し、そこから使者や声を伝える者を通して、あなたに声を聞かせられたのです。 

24 私の最初の顕現の瞬間から、どれだけの教え、どれだけの指示を私はあなた方に与えてきたことでしょう。これら
を通して、あなた方は、わが意志に従って、私が人を分断するのではなく、人を統合するのだということを理解するように
なる。宗教団体を公言するあなた方に告ぐ：わが神の愛と知恵の書を読み、信条、宗教、イデオロギーにかかわらず、すべ
ての兄弟と精神的に一体となることを学ぶがよい。 

25 なぜなら、神の子である隣人一人ひとりの心の奥底に、兄弟であるはずの霊が振動しているのを感じるからです。 

26 愛する人々 よ、学べ。そうすれば、霊化によって際立つ第三の時代の弟子となることができるのだ。 

27 そうすれば、あなたがたは今、わが教義を学ぶのにふさわしい時代に生きていることがわかるだろう。弟子たちよ
、わたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたの十字架の重荷を軽くしてあげるから。約束の地に、あなた方ひとりひと
りのために設けられた場所を得ることができるよう、私はあなたを助ける。 

28 私が存在することを理解し、あなたを救いたいという神聖な願いを感じるように、あなたの存在の中で私の愛を感
じてください。私の光は全人類に注がれ、いかなる被造物も私の視線から逃れることはできないからだ。 

29 もし、私が今の試練と痛みの時代に、私の霊的な光を否定したら、人はどうなってしまうのでしょう。闇が理性を
曇らせ、思考が混乱し、希望を失った人類は死に向かって突き進み、奈落の底に沈んでいくのだ。しかし、もし人々 が混沌
とした中で密かに救いの希望を育んでいるとすれば、それはわが神の光が霊によって人々 に自信を与え、全能の神の無限の
力にすべてを期待するよう教えているからである。 

30 まことに、わたしのことばは、あなたの現世の性格を変え、あなたの全生涯を変えるであろう。現代人にとって、
世間とその享楽が生きる意味なのだ。しかし、やがて彼らは肉体よりも精神を、衣服よりも肉体を大切にし、この世の栄華
を追い求めるのではなく、魂の不滅を求めるようになるのです。 

31 最初は精神的なもののために狂信的になり、そのための努力が極端になる。しかし、その後、心は落ち着き、精神
化は真実と純粋さに満ちた花を咲かせるだろう。 

32 戦争に揺れ、飢餓に苦しみ、自然の力の暴力に揺れ動く世界を見ると、「人類を滅ぼすのは私の正義だ」と言う者
が必ずいる。しかし、本当に私が言うのは、あなた方を滅ぼすために来たのではなく、あなた方を救うために来たのだ、と
いうことだ。自分の生命が物質的な肉体にのみ根ざしていると考え、魂の生存を信じない人々 は、あの世に足を踏み入れる
ことを自分の存在の終わりと考え、それゆえ、私をどうしようもなく残酷な存在と考えるのである。 

33 霊的に生き続けるためには、往々 にしてこの世に死ぬことが必要であり、物質主義に弛緩した魂を目覚めさせ、揺
り動かすことができるのは、時に激しい苦痛や残酷な死だけだということを理解してもらえればいいのですが......。 

34 生と死について何を知っていますか？スピリットの何を知っているのか？ほとんどない。だからこそ、私があなた
方に教えるのは、あなた方を取り囲む生命の輝きと調和した生き方を知ってもらうためだ。 

35 この時代、世界には飢餓があり、肉体と魂の飢餓があります。主よ、昔、あなたはあなたの民に砂漠のマナを下し
て、彼らが滅びないようになさいました。その後、あなたは祝福に満ちた地を彼らにゆだね、ヤコブの井戸の水から彼の子
や孫、その他多くの世代が飲み、あなたが世に来てみことばをもって教え、大勢の人々 を砂漠に連れて行ったとき、あなた
は彼らの疲れと飢えをあわれみ、彼らがパンと魚を食べられるように奇跡を起こされました。私たちが日々 の糧を得るため
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に、これほどまでに苦しんでいるのをご覧になって、なぜ今日、私たちの飢えと惨めさに心を動かされないのでしょうか。
" 

36 これらの疑問に対する答えが、あなたの良心に存在していると言っても、あなたは信じないでしょう。だから、私
はあなた方に、私がこの世であなた方の糧となり維持するために与えたものを、あなた方から奪っていないことを話さなけ
ればなりません。しかし、もしそれがすべての人に届かないとしたら、それはあなたが兄弟愛の雨ではなく、利己主義と堕
落でその種に水を注いだからです。 

37 だから、魂に正義の光が降り注ぐことが必要であり、これが今、すべての人間に注がれている私の霊感なのです。 

38 ひとたび人が自分たちの生んだ苦い実に疲れ、目を私に向ければ、霊的生命と物質的自然が主の子らにその実を否
定することはないことを発見するでしょう。それらはすべての生き物の中に存在し、理性と永遠の命への予感に目を閉ざし
たのは人間である。そうすれば、以前は神を冒涜していた者たちも、この世の荒野でマナが不足したことはなく、ヤコブの
井戸は今でも澄んだ水を出しており、主は人類が飢えや渇きで滅びないように日々 奇跡を起こしてくださっていると告白す
ることでしょう。 

39 人間の精神が光に向かって目を開くとき、これまで完璧に知っていると思っていた、しかし実際には全く理解して
いなかった生命の中に、新しい生命を見ることになるのです。 

40 私は、身も心も病んでいる人々 に向かい、失われた健康を回復させる神の医者として、あなたのもとにやってきま
した。真理のために、真のいのちのために死んだ者を新しいいのちへとよみがえらせる。私の慈悲は、多くの涙を流した者
の涙を乾かす用意がある。私は彼らに一つの癒しのバームを塗る、それは愛のバームである。 

41 貧しい者、泣く者、地上の正義のために飢え渇く者、忍耐をもってすべてを耐え忍ぶ者よ、わたしは彼らを探し出
して、その降伏と信仰に報いるからだ。 

42 この時代は、精神の上向きの進化を実現するチャンスなのです。苦しみも含めてすべてが、人類を隷属させた物質
主義から目を背けさせるために働いているのです。 

43 しかし、その前に、私はすでに人々 の心の中に新しいカルバリを旅しており、私の使命の十字架にもう一度釘付け
にされるでしょう。 

44 罪、憎しみ、悪徳の上に新しい世界を築くのではなく、刷新、経験、悔い改めの堅固な基礎の上に築き、あなたの
中のすべてを変革してみせるのだ。闇からも光は生まれ、死からも生命を生み出す。 

45 たとえ人間が地球を汚し、冒涜したとしても-

明日、彼らの善行によって、この家を立派なものにし、約束の地として認められ、そこに彼らは崇高な仕事を成し遂げにや
ってくるのです。そのとき、誰が世界の変革を疑うことができようか。 

46 私はあなたに言います。この人類が、その不義と、義と善とから遠ざかることのゆえに、さらに私に敵対するなら
ば、私はサウルの前にしたように、栄光に満ちてその道に現れ、彼らに私の声を聞かせるであろう」。そうすれば、意識す
ることなく私を迫害していた人々 のうち、どれほど多くの人々 が、善と愛と正義の道において私に従うために、変容し、啓
発されて旅立つかがわかるでしょう。私は彼らにこう言おう。「旅の者よ、立ち止まって、この澄んだ泉の水を飲め」。私
があなたに課した人生の困難な旅から休んでください。あなたの悲しみを私に委ね、私のまなざしがあなたの魂の奥深くま
で入り込むようにし、あなたを恵みで満たし、あなたを慰めたいからです。 

47 あなた方の中で、自分は悲しみを持たず、心に平安があり、闘争と訪問に満ちたこの人生に勝利したと、主人に言
える人がいるだろうか。試練の海を航海しているあなたを、私は励ましたいのです。わたしが永遠にあなたがたの前に置い
た命の書で読むことを学びなさい、明日はあなたがたは主人になるのだから。あなた方一人一人が私を手本として、魂と肉
体が健全であるために、掟を全うしなさい。あなたの道中には、あなたを私に導くことのない多くの教えに出会うだろう。
私はあなたにまっすぐな道、最短の道、つまり霊化の道を示そう。 

48 第二の時代には、わずか三年間だけ私の言葉を与え、その間に私の弟子たちを準備させたのです。この第三の時代
において、私はもう何年も前からあなた方に話してきたが、私の弟子たちは進歩せず、私の使徒たちは世界を捨てて私につ
いてきていないのである。 

49 わたしに従おうとする者は、その足にまっさらなサンダルを履き、もう一つの旅行鞄を持っていくな。わたしの道
では、その者に不足はない。 

50 第三の時代には、霊的な領域で何が起こっているかを見ることができるように、霊的な視力を養ってください。そ
うすれば、私がすべての霊を啓発するために降りてきたと、世界に宣言することができます。私を感じ、私が与えるものを
どのように受け取ればよいかを理解するために、あなた方は内面的に準備するのだ。私は人類に一冊の本を残し、そのペー
ジの一枚一枚が愛の証となることでしょう。あなたはこの書物を、モーセとわが使徒たちの初期の著作と一つにし、あらゆ
る時代のわが弟子たちの業績もこの書物に記され、そこにはわが知恵が記されているものとする。 

51 もし、あなたがまだ私に大収穫を提供できないなら、祈り、私に力を求めてください。あなたのランプがより明る
く輝き、あなたの道を照らすように、見守っていてください。障害で仕事ができないことを体験して、涙する姿も見てきま
した。あなたは私に言いました "主よ、茨の道を切り開いてください" "そうすれば私たちは前進できます"- 



U 82 

139 

私が与えたあなたの体の殻を、愛情をもっておとなしくさせ、弱さや拒絶する姿を見せないでください。弱いと言ってはい
けない、私はあなたを強くしたのだから。自分の使命を果たすことが犠牲だと言ってはいけない。愛を持って仕事をすれば
、あなたの作品は書き残される。私のプレゼンスを見つけるまで、完全の山を登りなさい。エリヤが差し出す杖に寄りかか
り、彼の模範を見よ。杖にもたれかかった老人に象徴される彼は、一時も休むことなく、常に迷える羊を探し、彼らを救い
出し、わが臨在の中に導くのです。その精神は、不服従や不屈の精神に直面しても揺らぐことなく、その熱意と忍耐は衰え
ることがないのです。あなたがたもそうであろう。世間や誘惑を恐れず、出発してください。私が授けた御霊によって強く
なりなさい。 

52 多くの土地はすでに準備され、労働者を待っているが、彼らはまだその任務を果たすことを学んでいない。自分の
使命の意義を十分に感じれば、進んでその道を歩み、運命を全うすることができる。その時、積極的な慈善行為に限界を設
けてはいけませんが、自己犠牲まで行ってはいけません。疲れて十字架を放棄してしまう可能性があります。 

53 あなたが病人を癒し、彼らの暗い思いを取り除いたとき、彼らの眠っていた精神は目覚め、新しい命が蘇るでしょ
う。科学者たちはあなたに近づき、世界の学校で博士号を取得せずに病気を治したことの責任を問うでしょう。あなたの国
の運命を左右する人たちも同様に、あなたの法は何かと尋ねるでしょう。そしてあなたは、この時代における私の顕現と私
の啓示について話すでしょう。 

54 わが教えを証しするために、あなたがたの働きによってわが名をあがめよ。そうすれば、あなたがたの供え物はわ
がもとに来るであろう。 

55 病人、らい病人、悩める者、心に平安のない者、また、罪を犯した者、冒涜した者、これらすべての者を私は心身
ともに癒すであろう。 

56 本当にあなたに言いますが、私の生命の言葉の一つを守り、理解し、実践する方法を知っている病人は、私の神聖
なバルサムの一滴を心に留めておくので、快方に向かうでしょう。 

57 私の力と私の愛の証は、あなたが自信を持って道を歩むことができるように与えたのだ。この希望のメッセージを
受け取り、罪が伝染病のように広がっている今、強くなってください。 

58 物理的でない種類のハンセン病が地上に広がり、心を腐敗させ、信仰と美徳を破壊している。人は精神的なボロ布
に覆われながら生きている、この惨めさを誰も暴くことができないことを知っている、人は物質的なものを超えて見ること
ができないからだ。しかし、良心の時が近づけば、主の日、つまり主の裁きが門前に迫っていると言うのと同じことである
。そのとき、ある者には恥が生じ、ある者には悔いが生じるだろう。 

59 熱く、容赦なく燃えるこの内なる声を聞いた者は、自分の中に焼き尽くす炎、破壊する炎、浄化する炎を感じるこ
とでしょう。この裁きの火は、罪や純粋でないものには耐えられないのです。魂だけがそれに耐えることができるのは、神
の力を授かっているからだ。したがって、その良心の炎をくぐり抜けたとき、その過ちを清められ、新たに立ち上がるので
ある。 

60 この火、この裁き、この贖罪について、過去に何度も話してきました。しかし、これらの教えが示された寓話を、
あなた方は物質的な意味で受け取り、これらの啓示の現実を想像して軽んじてしまったのです。 

61 この神の教えに対して、人々 はどれほど多くの偽りの解釈をしたことだろう。私が残酷な裁判官であるかのように
見せているのです。人間の心がどれだけ多くの不条理を生み出し、その後、最高の真理として（人々 に）押し付けてきたこ
とか。 

62 今日、私は霊で来て、あなた方に私の神聖な教えを理解させ、生活させるために来たのです。 

63 鳥の祈りはその歌であり、人の祈りはその大きな声で私のもとに昇ってくるのです。創造されたものはすべて、創
造主への贈り物を持っています。父なる神さまは、被造物一人一人にも贈り物を用意されています。しかし、人間には悩み
や不幸、苦しみがある。それは、良心の声を聞かずに自由意志を行使した結果であり、人間の生活において神と物質が調和
していないことである。しかし、今日世界を襲っているこのすべての痛みは、深い眠りから目覚めさせるのに役立つだろう
。いつか人類が真理に気づき、それに従って生活を整えたとき、人類を取り巻く物質的な自然と精神的なものの調和を発見
することでしょう。 

64 私の新しい言葉は、無知の闇を払拭する光のメッセージとして、人類に届くだろう。 

65 私は今、荒波の中から漂流者を救い出す新しい魂の漁師を準備しているのだ。この漁師たちの中には、このときわ
が言葉を聞く者もいれば、わが言葉を聞かずとも、内なる知覚と霊感の賜物を自らの内に目覚めさせ、わが啓示を受ける者
もいるであろう。彼らは地上のさまざまな地点に現れ、戦いに強くなるために団結し、結合する方法を知っているのです。 

66 しかし、謙虚さと簡素さを決して忘れてはならない。私があなた方のところに来たのはこの方法であり、あなた方
も同じ方法で心、家庭、民族に近づくのだから。そうすれば、あなた方は霊的なメッセージのメッセンジャーとして認識さ
れ、あなた方の闘いは真の霊化、刷新、兄弟愛という実を結ぶことでしょう。 

67 第二の時代、十字架上で神の使命を終えたイエスは、その目を無限に向け、"All is finished "と言われた。 
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68 この第三の時代、人間の理解器官を通して私の最後の言葉を伝えるとき、私は同じ言葉を繰り返す。それは、あな
た方全員が約束の地に霊的に存在し、私が贖罪の十字架から降りてきてあなた方に新たにこう言うのを見るとき、最後に宣
言する言葉と同じだ。 

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 61 
 隣人への責任 ... 4-5 

その行為もまた、慈善事業なのです。 

 善意と崇高な感情  6 

弟子たちへの神からの指令、神の言葉 

  9を通過する 

神霊の輝きを持つ人間は、より高いところに立っています。 

 彼を取り巻くすべてのものよりも  17 

 あの世で大切な人に再会できるのか？   31 

カエサルのものはカエサルに、神には神に返しなさい。  

なにがなんだか  

闘いが近づいてきた。愛と光 

 

35 
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憎悪と暗闇に対して   

42-43 

歓喜の状態（1866年から1950年まで）における人間の心を通しての神の顕現と、神の霊感を通した 

イエスの地上での限られた時間との類似性 48 

 

インストラクション 62 

しゅうきょうしんこうをふぜん   8 

誰が精神の至福を得ることができるのか。   13-14 

 キリストの再臨  26-33+46+53 

 七つの封印の解き明かしとその秘密30 

神の言葉の真意：むしろ、らくだは 

富める者が針の穴を通るより、貧しき者が針の穴に入るより。 

 天の国は 65-67に入る 

 144,000人の封印された者たちの使命  68 

 

インストラクション 63 
 トーテムの日」についての感想と解説  4-11 

顕現を書き留めるという天命 

 を発信し、 25 

 御霊の賜物  26-29 

神に感化された愛だけで、隣人愛で 

 は、私たちの救いである。 

 神の三位一体の神秘は皆無  50-51 

良心の神通力は、すべての人に聞こえる。 

人々 、特にすべての人々 から 

 責任者に説明責任を求める  60-62 

 イスラエル」の人々 -その運命と挫折  65-67 

 御霊によるイスラエル-真の神の民69 

輪廻転生は愛の法則 

 神の正義  76 

キリストの霊的帰天のしるしと証拠 79-82 

 第三の時代における「父の言葉」であるキリスト  86-87 

 

インストラクション64 
 あの世での精神と魂のすれ違い・・・。 2-5 

神様は私たちの過ちを赦してくださいますが、私たちは 

 償いをする  14 

 キリスト教の美徳の実践は、救いの道である  16 

 2種類の検定試験  44 

 霊的な平和の秘密  45-50 

 イスラエルの霊的な人々   52-57 

 神の裁きの時が来た  67-68 

 子どもたちを指導する  70+73 

 

インストラクション 65 
一歩の悔い改めによって、罪人は救われる。 

 天の父より  10 

預言者ヨエルの約束は今、成就された（ヨエル3：1）13-14 

真理を宣べ伝えるからこそ、また、だからこそ 

キリストは愛のモデルとして拒絶されました。 

 と弟子たちは同じ 24を経験することになります。 

 霊から霊への真の祈り  30 

 新たな大洪水-人間自身によるもの  31-32 
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壊れゆく人間性-その兆し 

 カミングカオス  47 

 イエスの受難をどのように記念すべきか50-51 

 

インストラクション 66 
宗教的シンボルの狂信も偶像崇拝もしない  7 

聴衆の多くは、すでに教えを目の当たりにしていた 

と地上時代のイエスの奇跡  11-12 

神の御業は頭で理解することはできず、御霊によって啓示された心によってのみ理解できる 27-28 

人類が誕生して以来、神は人類に次のように語りかけてきました。 

そして今日まで彼らを通して語られてきた 39 - 42   

三位一体の説明 43+45  

ヤコブの梯子 4

9 

の中のスピリチュアル・イスラエルの使命です。  

メキシコ国家  

来客の時間帯と 

 

53 

の痛みと同時に、素晴らしい助けの...。 

キリスト教はキリストの教えを誤って解釈している 

5

6 

と改ざんされた 63 - 65   

男と女の天命 68 - 69 

 

インストラクション 67 
精神的な最終決戦の後、一人の 

 

 

 

 

教え続ける   7 

 ディヴァイン・マスターとの最も完璧なコネクション  10 

天の国への鍵  

人が生まれてくる社会環境。  

 

18-19 

まんざらでもない   

26 

神とのコミュニケーションの多様性  

科学的な用語ではなく 

 

33 

生まれ変わることで、神の愛と正義は、その機会を与えてくれるのです。  

44 

心と魂のさらなる成長  

との交感の中で、大きな精神的な闘争を行う。 

 

46+48 

よにんぐみ  

 

インストラクション 68 
霊的なイスラエルに、過ちを犯さないようにというエグザベーション 

 

53-58 

古代のイスラエル人の  

聖霊の啓示は 

 4 

宗教団体を揺るがす  

すべての人が、目覚めさせ、発展させるべき霊的な賜物を持っています。 

 6 

は、隣人への愛の業によってなされるものである。   

23 

主の晩餐でパンとぶどう酒を現すというキリストの霊的変容は、その代わりに  

24 

キリストの顕現の神聖な言葉の忠実な受信は、今、まだ不足しているものを決定しま
す。 

 

27 

霊的なインスピレーションによって選ばれた144,000人 30 - 31  

イスラエルの霊的な民は、主によって導かれ、以下のようになります。 
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 地上のすべての国々 が形成された  38+44-45 

 主と使者の働きの譬え  47-54 

 

インストラクション 69 
 隣人への憐れみ深い助けへの励まし  2-3+13 

純粋な思いを祈りに託して 

 光の精霊たちとともに  6-7 

今日のリスナーの多くは、すでに聴いたことがあると思います。 

 では、イエスの言葉 15-16 

で男の側に立つ女。 

 新使徒職 17 

 聖霊によるキリストの再臨  18 

イエスの犠牲的な死と、今日のキリストの言葉における新しいパン 19-21  

キリストの発表をキリストの命令に従って書き写す  26  

キリストの啓示に対抗して...。 30-31  

人類はイエスを新たに十字架につけた34 

キリストの新しい使徒への勧告 

 価値ある継承について  40-53 

 神の正義と裁き  54-59 

 自由意志の間違った使い方がもたらす結果  60 

 

インストラクション 70 
帰還のための地上での準備 

 霊的生活へ  10-18 

精神主義における強制ではなく、自発的な愛  21-23  

キリストの宣教の使命は 

 霊的イスラエル  29-31,35-36,65-72年 

功徳と離俗によってのみ霊的に進歩する 51-52 

 生まれ変わりを通した神の正義と愛  62-64 

 

インストラクション 71 
 神の正義と私たちの償いの義務  6-10 

第三の時代の新しい使徒の多様な任務 15-21 

 愛の中の神聖な正義  22-26 

悪は耐え難いものへとエスカレートしていき 

  

守護し、助ける霊的存在の軍隊 

 光に包まれる  37-39+41 

 霊的なイスラエル、その偉大さと責任  61-67 

 

インストラクション 72 
 真の弟子たちは、隣人において私を愛する  4-6 

第3の時代の宣言は、次のように行われます。 

 最大の物質主義の時代  17 

 人間の心は精神的なものには鈍感である  18 

 一言で言うなら「神のメッセージ」  21-24 

 今日、私たちもキリストの助けを借りて十字架を背負わなければなりません 33。 

 すべての人がゴールに到達する  34-37 

すべての目が私を見るだろう。  

 これをどう理解すればいいのか。   38-39 

 ヨハネの黙示録における獣への勝利  43 

キリストを知らず、キリストに従わないキリスト教 47 

 神の御心に従った新弟子たちの任務  54-58 
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 メキシコの国家としての今後の課題  59-63 

インストラクション 73 
 あらゆるレベルの人類の大転換  3-7 

 私たち自身が救われるために何かを貢献しなければならない  8-13 

 みことばを実行する者になる  17-18 

 最強の敵は自分の中にいる  19-20 

人間における精神の崇高さと 

 その束縛  21-22 

 神の前に完璧な宗教団体はない  26-30 

 神の偉大な自己証明  33-37 

 三位一体の説明  39-42 

 自己点検のための主の真剣な戒め  43-46 

であるため、警戒を呼びかける。 

 判定時刻  51 

御霊の賜物は以前から存在していた 

 私たちは地球に来た  54-56 

 

インストラクション 74 
比喩的な言葉の時代は終わりつつある 2 - 6  

聖遺物崇拝は偶像崇拝 7 - 9  

すべての人は、キリストの新しい啓示を受けるべきである 

 

18 - 19を知る    

今日のファラオ奴隷化 27   

イエスの教えは一部改ざんされ、誤った解釈をされた 28-31  

人間のプライドは限界に達している  32 

 睡眠中に魂が肉体から一時的に離れること  41 

霊的生活は成熟した精神によってのみ達成される。 

は44～48で収録 

天の御国は場所ではなく、条件である 

 

調査対象 49 - 50 

私たちは、地上において、"聖なるもの 

"に向かう巡礼者に過ぎないのです。 

 

心の故郷 51 - 55  

 

インストラクション 75 

  

スピリチュアルホームの栄光 1～3a  

苦しくても、辛くても、この世で頑張る。  

食事の間、私たちはキリストの存在を想像するのです...。  

 3b 

ビジュアライズエイト   

利己的な動機からの慈善活動 22 - 24  

イエスの完璧な模範は、私たちを導いてくれる。 

 

プロミス・シティ 28 

自然界の大激変と 

  

精神的な変化 41 - 44   

物質主義者に贈る本気の言葉  

科学者たち  

 

44-48 

の弟子たちの特徴と課題。  

3回目  

昇天とキリストの再臨における 

 

50-51 

光の放射雲56 - 57の 

 

 

インストラクション 76 

すべての人々 の救済 2 
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エジプトからの出エジプトにおける子羊の血 

とイエスの血 6 - 7   

病人や瀕死の人の枕元での弟子たちの働き   12 

ことばを聞けば行動する   20 

狭い道と狭い門 27 + 30   

思考の力-善と悪のために 32 - 35 

各アポインターが担当すればよいのです。 

 

てんしゅにじゅんじた  

聖職者、教師、支配者ばかりではない 

 36 

お呼びがかかる   37 

地獄の業火」とは？          38 - 40  

肉の復活」とは？  41 - 42  

主の日」「終末」とは何か  

世界」？43 - 44 

 

第三の時代の顕在化とは  

第三の試練  

 

インストラクション 77 

 

58-59 

恐れずに、恥ずかしがらずに、証人になる 1～6   

霊的な賜物の計り知れない価値 7 - 8  

キリストの刻印を受けた者の使命 10 - 17   

なまいきおくそく 18 

宇宙を彷徨う光なき地上人   20 

 キリストの霊的な再臨  19+24-28 

新しい神の言葉は、他の教義と混同されてはならない。 

 交じり合う  31 

作品内の議論 

 同じ 32でもより深く知ることができる 

積極的な慈善活動とより霊的なものへの励まし 34-37 

祭祀行為に必要な浄化 

 およびシンボル  38-44 

イエスの教えの本来の意味と精神 

 は 52対53で敗れた 

 

インストラクション 78 
 メキシコの精神的使命3-7 

神の啓示の伝達には  

 共感と忍耐 ... 8-11 

 物質中の生命は魂の発達に役立つ  12-13 

原因としての魂の物質化 

 死後の混乱状態  16-24 

 輪廻転生に関する説明  26-28 

 永遠の天罰はない  28-30 

 良心の声は神の声である． 31-33 

 現代の偶像崇拝の形態  44 

 神々 の叡智の書  46-51 

 霊的イスラエルの出現  56-67 

 

インストラクション 79 
というイエスの予言の霊的な説明。 

 ソロモン神殿  4 

 ダウトマン トマス  8 
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の対決が迫っている。  

しゅうきょうきょうどうたい 

 主の御業に同じ  10-11 

創造主の動機と意図の洞察 

 人間の創造と発展において  14-21 

の表現としての「三位一体」。 

 神の黙示録 フェーズ  23-26 

 自由意志と良心  31-33 

創造物、そしてそれと共に全ての魂は発展する 

 そして、常に自らを完成させている  34 

 信仰心のない科学者  36-37 

天国への梯子"-私たちの霊的なシンボル 

 開発パス  45-54+58 

 永遠への種としての愛の種59-61 

 

インストラクション 80 
 霊的な賜物のうち  4-6 

 人は自分で救いの道を切り開かなければならない  8-14 

 苦しみの十字架は光に導く  20 

 心からの悔い改めだけが、恥辱の汚れを洗い流すことができる  21-22 

 God23に無神論者は存在しない 

霊的な法則に違反する者は、誰であれ 

 お化けが出る  24-27+43 

人間が作り上げた世界が 

 もまた、彼らによって滅ぼされる  28 

全人類が霊的な教義を知るようになる  30  

自然のエレメントと調和した生活 44-46+59-60 

 現代社会のピカピカのファサードはもろい  49-50 

 

インストラクション 81 
 悪の木の実  6-7 

精神から見た人生-。 

 アースバウンドマインド  18-19 

人間の霊的な盲目は、彼を 

 神の存在を認識できていない  29-32 

第3の時代の先駆者エリアスが明かす 

 ロケ・ロハス  33-37を経て自分たち 

 キリストの来臨-かつてと今日  38-41 

生きたメッセージであり、体現者であるイエス 

 神聖なる愛  45-48 

開かれた痛み、反省と償い 

 私たちは、光の王国への霊的な門を． 60-61 

 

インストラクション 82 
 真の神への礼拝と最も喜ばれる犠牲  5 

 輪廻転生  7-8+16-18 

約束の成就は昔も今も変わらない 

 人々 の期待と異なる  9 

スピリチュアルホームの準備の呼びかけ 10-12  

人々 は、異なる宗教的信念に関係なく、自分自身を神の子として見るべきです。 

互いに連帯感を持つ  24-25  

人間生活の再評価  30-31 

魂の救済は苦しみに勝る。 
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 痛みと死  32-34 

 なぜ、世界には欠乏、必要、飢餓があるのか？ 35-38 

人類がキリストに帰依すること──。  

 天のお告げでも  44-46 

 人々 の間に精神的なハンセン病が蔓延する  57-61 
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