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

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

実生活の本 

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

他の5巻はすでに英語版が出版されていました。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  

 

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

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

巻は、私のホームページで無料でPDFダウンロードが可能になっています。  

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

 

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

ホスタには、次のような意味があると、主は教えてくれた。  
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なぜなら、御言葉が人々 の心を動かし、人々 がメッセンジャーにではなく、御言葉に心を向けることが主の御心だか
らです。メッセンジャーはあくまでもWORDの担い手であり、これは神そのものである。それは、神自身が創造した
存在とのすべての経験のエッセンスであり、彼らが神のもとに戻り、父の懐に再び入ることを目的として、自らを清め
、完成させるために研究するためのものであり、彼らの教育のためのものです。  
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序文 
喜びと感謝の気持ちを込めて、"Book of True Life 

"シリーズ第4巻をお届けします。今回もスペイン語からドイツ語に丁寧に翻訳しています。いつものように、キリストの
言葉の霊的な意味が完全に明らかになるように、内なる収集とその都度読まれた内容を振り返りながら、小部分だけを読む
ことをお勧めします。 

もし読者がこの第四巻を通して初めてメキシコの神示に接するのであれば、私たちはその読者に次のように言いたいの
です：「真の生命の書」の各巻におけるキリストの教えを学ぶためには、各巻を順番に、すなわち第一巻から読むことは絶
対に必要ではありません。なぜなら、各巻だけでなく、すでにそれぞれの教えにもキリストの自己完結した、理解できる教
義的演説があるからです。 

メキシコでの顕現は、神の御手によって賢明に準備されたものである。まず、1866年、預言者エリヤの霊がロケ・ロ
ハスの心を通して、「私は預言者エリヤ、タボル山での変容の者である」と自らを現わした。そして、「第三の時代」、つ
まり聖霊の時代が始まることを、集まった人々 に開陳した。それから数年後、共同体が成長し、キリストが道具を用意した
後、1884年、キリストは選ばれた道具であるダミアナ・オビエドの人間の心を通して、初めてご自分を現されたのです。
その異常な出来事について、キリストご自身が語られるようにしましょう。 

U 236, 50: 

「私が最後に弟子たちに姿を見せたとき、私が昇天するのを弟子たちが見たあの雲のことを、あなた方は知っているか？そ
して、私は雲に乗って新たにやってくると正しく書かれ、それを実現したのです」。1866年9月1日、わが霊は象徴的な雲
に乗ってやってきて、あなた方が新しい教えを受け取る準備をさせました。その後、1884年に、私はあなた方に私の教え
を与え始めました。私は人間としてではなく、霊的に、人間の心に同じように休息させるために一筋の光に限定して来たの
です。これは、この時代にあなた方に語りかけるために、わが意志によって選ばれた手段である。そして、あなた方がこの
言葉を信じることを、私は信用しよう。砂漠を通って約束の地にあなた方を導くのはモーゼでもなく、人としてのキリスト
でもなく、救いと自由の道としての彼の命の言葉をあなた方に聞かせるからだ。今、あなた方の耳に届くのは、これらの生
き物の人間的な声であり、私が存在している神聖な感覚を見つけるためには、あなた方自身を霊化する必要がある。したが
って、この言葉に対するあなた方の信仰は、不完全な存在を通して与えられるので、私に認められると言うのである。" 

神の意志により、メキシコでの布教は1950年末まで続き、布教の晩年には、神師の教えが書き留められ、後にその記
録が集められ、1956年にその多くの中から第一巻が出版され始めた。全部で12巻からなる本書は、当時のスペイン語で書
かれています。このうち4巻がドイツ語に翻訳され出版されており、最終巻を手にしているのはあなたです。 

翻訳者 
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はじめに 
この「True 

Lifeシリーズ」第4巻の紹介文は、1995年3月に書かれたものである。1866年から1950年にかけて、キリストがメキシコ
での教えの中で行った予言によると、今年は世界中で自然災害と訪問が続き、その頂点に立つと言われています。 

1995年の初め、神戸と大阪で大地震が発生し、5000人以上が命を落とし、大きな被害を受けた。ヨーロッパ北西部で
は、川が川床を放棄し、田畑や村、町に洪水をもたらし、数人の死者と大きな物的損害をもたらした。世界各地で数多くの
戦争が勃発し、局地的で、時にはほとんど知られていない戦争が、一般市民により残酷な影響を及ぼしています。特に発展
途上国では、難病によって多くの命が奪われています。このような状況下において、私は、このような「憂慮すべき事態」
に直面しています。そして、一般的に、人々 の間には大きな不安があります。 

このような状況や出来事は、かつてこれほど多様で猛烈なものとして存在したことはなく、ますます多くの人々 が「私
たちの地球で何が起こったのか？なぜなら、その出来事はもはや普通のことではないからです。 

すでに50年ほど前に、キリストはメキシコでの啓示の中で上記の問いに預言的に答えておられるが、本書第四巻から、
この趣旨のキリストの発言を引用してみよう。 

U 100, 5-

7：「人類よ、私はあなた方の和解を求める。あなたは私の律法の中で生きてはいない。あなたとあなたの神、そしてすべ
ての被造物との間の調和が破壊されるのです。あなた方は兄弟姉妹として愛し合っていない。これこそ、イエスがあなた方
に啓示した幸福の秘訣なのです。しかし、もしあなた方が自分たちの間の調和を失ってしまったのなら、創造の自然の王国
との調和を保てると思いますか」。(6)人の手は、自分自身に裁きをもたらした。彼の脳には嵐が吹き荒れ、心には大嵐が
起こり、そのすべてが自然界にも現れているのです。彼女の元素は解き放たれ、季節は不親切になり、疫病が発生し、増殖
します。これは、あなた方の罪が増え、病気を引き起こすためであり、愚かで思い込みの激しい科学が創造主が定めた秩序
を認めないためです。(7)私がこう言いさえすれば、あなたはそれを信じないでしょう。従って、自分の作品の結果を手で
掴み、失望することがないようにすることが必要である。ちょうど今、あなたは自分が蒔いた種が実を結ぶ瞬間を迎えてい
るのです」。 

地球は、人類がその悪の種を刈り取らねばならない神の正義の時代に突入しているのです。それによって、神への道を
探し求め、変わらなければならないという浄化を経験するのです。地球の表面は変化し、多くの人々 が命を失うが、地球は
滅びない。 

強力な浄化の嵐の後、平和の虹が再び現れる。この第四巻からもう一つ、キリストの発言を紹介します。 

U 87, 9: 

「人々 よ、わが教義に不変であれ、そして真に告ぐ、あなた方の三世代後に、あなた方の子孫の精神は偉大な霊化を達成し
ているだろう。真の高みを求めれば、以後、全人類がそうするようになります。あなたの世界は、永遠に涙の谷、罪の国、
姦淫と戦争の地獄となる運命にあるのではありません。主の日』はすでにあなた方とともにある。私の正義の剣が腐敗を打
つだろう。私が悪の種、悪徳、高慢を滅ぼしたら、何が起こるでしょうか？その代わりに、平和と調和と刷新と私への真の
信仰の種に庇護を与えるのですか」。世界は変わらなければならない。人間は、神への精神的献身と生活が良くなれば、変
わるだろう。" 

翻訳者  
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インストラクション 83 
1 預言者たちがあなたがたに告げたように、すべての目が私を見るようになる時であり、さらに、すべての耳が私を

聞き、すべての脳が私の宣言を理解する時である。 

2 精神は今や多くの教えを解釈し、多くの謎を解明することができます。もはや、混乱しないように多くの教えを秘
密にしなければならなかった最初の時代の幼児ではなく、精神的な道に踏み出すために、象徴的なイメージによって明らか
にされた謎のすべてを明らかにしなければならなかった時代の幼児なのです。 

3 すべての時代は光であり、新しい教訓である。もし私が現在の発展段階を延長したとすれば、それは大勢の霊的存
在に、私の教えを理解し、私の指示に従うために地上の道を歩く機会を与えるためであり、そうすれば彼らは真の人生の道
を一歩前進させることができる。 

4 私の新しい言葉は、あなたの過去の多くを理解させ、この理解はあなたの精神的な道を照らすランプとなる。だか
ら、「顔を上げて、自分の生きている時間を意識しなさい」と、何度も言っているのです。 

5 霊的な財、能力、可能性は多くの人々 の中で目覚めないままであり、ある人々 はぼんやりとしか発達していません
でした。 

この教えは、人類の一部や（特定の）民族に限定されるものではなく、あなたの世界の惑星の軌道を超え、この世界と同様
に神の子も住む、すべての生命の世界を持つ無限大を含むものである。 

6 弟子たちよ、目覚めよ、霊的な目を開き、わが言葉を聞き、その意味を理解し、そして、兄弟たちに良い知らせを
伝えよ。しかし、あなたのメッセージには、私があなたのもとに来たときの真実と誠意が常に込められているようにしなさ
い。そして、私があなたを目覚めさせたように、眠っている人たちをそっと目覚めさせるのです。 

7 愛する人々 よ、私のもとに来なさい、地上の労苦から休息するために。あなたのハートは私の愛と力を受け取るた
めに開き、私はあなたを受け入れ、祝福します。 

8 この物質主義の時代には、人間の本質的な部分は精神であり、現世では精神が強くなり、自らの功績によって上昇
することを忘れずに、あらゆる精神の発現を軽蔑して生きて欲しいのです。 

9 私の愛に包まれたあなたたちが、兄弟たちに私への信仰と信頼を教え、再認識させることは、私の意志である。私
は、わが霊に対する彼らの無関心と愛の欠如を考慮することはない。人と私を結ぶ神聖な絆を断ち切ることは誰にもできな
いし、私があなたを愛することを妨げることもできない。なぜ、人々 は苦しみながらも私を求めなかったのでしょうか。彼
らの言動は私の父性的な感性を傷つけ、彼らは私の愛を理解せず、私の祝福を感じないのです。 

10 兄弟を苦しめるすべての問題の解決策は、あなたの中にあるのです。私は、あなた方の間で助け合いと愛が生まれ
るように、平和の鍵を与えたのです。皆さんは、愛をもって私に呼びかけるとき、私のスピリットを引き付け、私の神聖な
影響を感じることができます。 

11 苦労の末に満足げに笑う姿が見たい。とても身近な存在であることを感じてほしい。今の時代が不親切でも私に文
句を言うな。お前が高潔であれば、痛みはお前の心を傷つけず、つまずくこともなかったのだ。私は、あなたがまだ理解し
ていない愛の運命を実現するために、あなたを送りました。 

12 海外で仕事を始めるべき時期が近づいているのです。今もなお、すべての国のために祈り、見守りなさい。あなた
は、果たさなければならない義務によって、彼らと結ばれているのですから。あなたの祈りは、魂を啓発し、救うでしょう
。 

13 兄弟たちが、地上で蓄積した物質主義と苦痛を深く刻み込んだまま、精神の谷に帰っていくのを、どうして冷静に
見ていられるのでしょうか。彼らの多くは再び転生し、その時、彼らの不従順による苦しみの結果をあなたに見せてくれる
でしょう。そして、魂の闘いは、自らを完成させたときに初めて終わることを知るだろう。 

14 あなたがどこにいても、あなたの親切なマスターがあなたを真実の道に導いてくれると信じています。ある者は道
の始まりに、ある者は道の終わりに、あなた方は皆、私に導かれているのです。 

15 私の新しい神の啓示は、この時、人の霊を驚かせるでしょう。しかし、私は真実に言って、彼らの驚きは正当化さ
れないでしょう。なぜなら、霊にとって、その発展の道筋に沿って少しずつ実りを受け取ることは、最も自然なことだから
です。 

16 私こそは、あなた方が歩んできた道をたどり、あなた方を危険から救い、滅びないようにしなければならなかった
のです。シモン、アンデレ、ヨハネに告げた「舟と網を捨てて私について来なさい」という声に励まされて、いつ私につい
てくるのか？ 

17 肉と世が魂に大きな影響を及ぼす中、あなたは私の声があなたの魂に触れ、良心を通してあなたに告げるのを聞く
のである。 

18 このような内なる葛藤が存在することは、あなたが地上で誘惑にさらされながらも、まだ私への愛を保ち、世界と
肉から権利を要求する霊の声を聞く術を知っているということだから、私にとっては正しいことなのだ。しかし、自分の中
にこの対立を感じない者は災いだ。その心は死者を抱く墓のように冷たくなってしまうだろう。 
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19 今起きていることはすべて、わが預言者たちによって語られ、書き記されたものである。これらの聖句を検索する
と、あなたが今世界で経験しているすべてのことの予想される歴史が見つかります。しかし、その時代に予言されなかった
出来事が、まだこれから起こると言っている。主は、その予言を人間の理解器官を通して、この時代に知らせることを留保
されたからだ。 

20 あなたはもしかして、すべてはすでに予言されており、地上にはもう預言者はいないと思っているのですか？ 

21 私は、明日実現する多くの予言をあなた方に明らかにするために来たのであり、私の力の証明をあなた方に与える
ために、心があまり教育されておらず、言葉が選ばれていない被造物を通してそうしてきたことを理解しなさい。このよう
な素朴な口から出た予言のいくつかは、すでに実現したのを見ただろうし、未来の人類は、最後のものを除いて、他のすべ
てが実現するのを見ることになるのだ。 

22 親愛なる弟子たちよ、わが宣教の短い期間にあなた方を取り囲むこの霊化の雰囲気で自分をリフレッシュさせなさ
い。このパンを楽しみ、それで自分を強くしなさい。やがて、あなたがたはわが言葉を聞かなくなるのだから。私の恵みと
愛に満たされたあなた方を残し、私がこの第三の時代にもたらした良い知らせを急いで広めることができるようにする。 

23 あなたの心の中に、この器の中に、いつも純粋さがあるようにしなさい。外側と同じように内側も純粋にしておき
なさい。 

24 このようなあなたの出会いを大切にし、聖餐式を行いましょう。あなたがたは、私があなたがたの間でみことばを
引いているのを見て、わが霊がわが弟子たちから遠ざかっていると考えてはならない。私はいつもあなた方の集会を主宰し
、あなた方一人一人に霊的なパンを配るからである。 

25 あなたがたの行うわが帰還のあかしは、より大きくなるであろう。そのとき、あなたがたは、四方から立ち上がる
大勢の人々 を見、彼らの言うことを聞くであろう。"主は、私たちに予告されたとおり、再び「雲に乗って」来られた。主
は、ご自分の民を私たちのもとに遣わし、私たちは主と一体となった" 。 

26 この瞬間にわたしの声を聞く多くの人々 よ、あなたがたのうち誰が明日のわたしの使者となるのか、あなたがたは
知らないのだ。人々 は彼らに耳を傾けるが、使者たちは彼らから報酬もお世辞も期待せず、主を見つめながら、私の種を世
界中に散らして行くのである。 

27 私の使者たちは、自分の力に頼るばかりでなく、さもなければ、すぐに戦いに敗れるでしょう。彼らは、より高い
権威と、より大きな力を備え、疲れることなく、無敵となることでしょう。 

28 私に遣わされた者は、決して一人で戦いに臨むことはなく、光の存在たちの軍団が同行し、守ってきた。説教と種
まきの時が近づいても、誰も疑ったり恐れたりしないように。私の愛があなたたちとともにいて、勇気と信仰と力を与えて
くれるからです。 

29 第六の封印は解かれ、その光は素朴な人々 、謙虚な人々 、純粋な心を持つ者に見られる。灯台に火はともるが、人
類はまだ眠っており、ここにいる人々 は、自分たちが受けた顕現の意味をまだ理解していない。それゆえ、それを世に伝え
ることを恐れている。せめてこの泉の水が濁らないように、疲れて渇いた旅人があなたのところに来たとき、この泉で渇き
を癒し、これが純粋であることを告白することができるように。 

30 この木陰に慣れてしまい、他の民族や地域へと続く道を歩くことを恐れているのです。しかし、日暮れを待って朗
報を伝えてはいけないと言う。そうすれば、みんな眠ってしまうからだ。作品に秘密がないように、昼間に行く。急がず、
準備をするたびに一歩ずつ前進せよ、戦いの時は近づいているのだから。そうすれば、彼はまだわが業を心に感じていない
こと、それを宣言するのに十分な勉強をしていないこと、彼の心から慈愛の気持ちが湧いてこないこと、嵐に耐えるだけの
鋼鉄の精神を持っていないことを悟るだろう」。あなたがたの中には、自分の意志で出発し、わが命令に背いた者の例が多
くある。彼らはその道に堕ち、その帰還は悲しみに満ちている。それなのに、なぜ、私の思いやりのある愛に感謝しないの
ですか。 

31 ある者は人生に疲れ、ある者は不確かな道に迷い、ある者は泥に沈んでいたとき、誰が助けてくれたか？もしかし
て、人間だったのか？いや、弟子たちよ、あなたがたを高めたのは、命と希望を与えるこのみことばである。あなたが私の
光を受ける前にあったものは、私があなたを信用したものではありません。しかし、あなたが今していることに、私は責任
を持たなければなりません。私のまなざしが、兄弟の血で汚れた手を隠した者、「枯れたバラの花びら」を隠した者、心の
中の盗みや姦淫を隠そうとした者を発見したことを、あなたは知っていますね。私はすべてを見た。そして、あなたが恥ず
べき行いを隠そうとしたマントの上に、私の慈悲のベールを広げ、私以外の者があなたを裁かないようにし、赦しと愛であ
なたを変え、清めたのだ。 

32 この声を前にして、あなたは目覚めなければならなかった。そして、あなたに語りかける方の目に見えない存在を
前にして、あなたは信じなければならなかったのです。もう一度言いますが、見ずに信じた人は幸いです。 

33 聖母の声に女性たちの心は深く揺さぶられ、マリアの言葉の一つひとつが苦しみに枯れた心に露のように降り注い
だのです。しかし、若い娘たち、妻、母親、未亡人、そして落葉した花々 が聖母の美しい庭に導かれ、彼ら全員から新しい
香りが放たれた。 
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34 あなたが受け取った教えを他の人々 に伝える準備ができるのは、いつになるのでしょうか？この人類の心の中には
、まだ愛と霊性の種が発芽していないことを自覚してください。宗教的狂信、人種的狂信、この世の栄光と権力のための狂
信、そして自分自身のための狂信など、狂信が人の生活を支配しています。 

35 あなた方が隣人の生活の模範となり、動機となるように、日々 生活を改善することが必要です。あなた方の父があ
なた方に託した使命を全うしなさい。 

36 しかし、あなた方は私の教えを勉強し、理解しなければならない。もし私があなた方に前のレッスンについて尋ね
たら、それを繰り返すことができるだろうか？本当にあなたがたに言う。いや、しかし、悩むことはない。今日、もう一つ
持ってきたのは、前のものを思い出させ、理解するのに役立つものだ。そんなあなたの主人は、忍耐と愛を身にまとってい
るのです。 

37 第二の時代、神の言葉は、その教えを地上で聞くために人間となった。この時代、言葉は、人間の理解器官に降り
注ぎ、生命の言葉として開花する光である。 

38 預言者ヨハネはその時にわが来臨を告げた。今、エリヤは霊的に人に知られることによって、この時代にわが霊的
顕現を準備する。しかし、本当にあなたがたに言うが、一方と他方の前触れは同じ一つの霊である。 

39 新しい時代が来るたびに、あなた方はまだ理解していない過去の出来事を説明する啓示を受けてきました。最後の
収穫で、本当の知恵が得られる。 

40 このような声の担い手を通してわが顕現が続く限り、私は世界中で認識されることはない。一定の時間が経過し、
わが使者たちの心が浄化されれば、このメッセージは物質の影響から解放されて人類に届くようになるのである。 

41 この教えは永遠の命への道です。この教えの中に高揚する力と完全性を見出した人は、私が地上にいた時にあなた
方に教えた教えと、その本質が同じであるため、どのように融合させればよいかを知ることができます。 

42 わが教えに含まれる真理を見出す方法を知らない者は、これらの教えがイエスの教えと同じゴールに導くものでは
ないと断言することさえできるだろう。悪い解釈によって盲目になった魂や宗教的狂信によって混乱した魂は、これらの啓
示の真実をすぐに把握することはできないだろう。彼らは、互いに愛し合うことを教えるわが戒めを理解し、それを果たす
ことを妨げる物質的な考え方を捨てるために、試練の道を通らなければならないのです。 

43 今この瞬間にも、何百万という人間が、試練と経験と覚醒の苦しい道を歩み、目を開いて、彼らの心とマインドが
創造し得たものを超えた地平を求めようとしていることを、マスターである私だけがあなたに明かすことができるのです。 

44 「私は渇いています 

"と、私はあらためてあなたに言います。"あなたの高さとあなたの愛に渇いています"。しかし、誰もそれを癒すことがで
きる水を私の唇に渡さない。むしろ、私は私の脇腹の傷を開いて新鮮にしておくことを強いられる。 

45 これは、預言者たちがその霊的な夢と幻の中で描いた偉大な戦いの時である。人がわが律法にその暴力を反対する
時、心に利己主義を抱くあらゆる物質的、霊的存在がわが正義に対抗すべく立ち上がる時である。私の剣は準備ができてい
る。それは罰したり殺したりする武器ではない。自分の犠牲になって滅びる者を救おうと奮闘する剣であり、時にはその肉
体さえ滅びるほどの力で持ち上げて、霊の永遠の生命を獲得させるものである。 

46 これらの教えを正しく受け止めれば、混乱することなく、むしろ人類が経験している、説明のつかない恐ろしい試
練の多くの理由を理解することができます。 

47 私の出現の目的は、あなたの精神を苦しみの道から遠ざけることです。私は、あなたが心の扉を開くまで、しつこ
く呼びかけました。そうすれば、私の祝福の優しさと私の平和を感じさせ、あなたは叫びました。主はなんと私に近かった
ことでしょう。 

48 明日、あなたはこの良い知らせを、主から遠く離れていると考えていた人類にもたらすでしょう。人類が神につい
て語るとき、それは理解できない、手に負えないもののように語るからです。 

49 人類の私に対する観念は、私が絶え間なく与えてきた啓示を理解することができなかったので、幼稚なものである
。しかし、唯物論によって硬直し、感受性のない人にとっては、私が存在することを理解するのは難しく、私が計り知れな
いほど遠くにいて、私を感じたり見たりすることは不可能であると感じるのです。 

50 人間は、自分が私を自分の中に抱えていること、自分の精神と良心の光の中に神の純粋な存在を持っていることを
知らなければならない。 

51 私の新しいメッセージが人類に受け取られるとき、人類は喜びのスリルを感じ、霊化に戻り、それを通じて主をよ
り身近に感じるようになるでしょう。 

52 私がこの時期に物質的に自分を顕現させた理由の一つは、私がどの子供たちからも遠く離れることはできないこと
、そして霊的生命もあなた方から遠く離れることはないことをあなた方に感じてもらうためです。それを示すために、私は
あなた方の間に霊界を出現させ、存在させたのです。 

53 人がどう判断しようと、自分にしかできない、許されない仕事です。私は、最終的に私の作品は、すべての人に完
璧であると認められることを知っています。 
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54 あなた方がこの時代に受けた顕現の全体は、最大の関心を持って研究されるだろう。そして、人類はその中に偉大
な真理と偉大な啓示を見出すだろう。なぜなら、わが仕事には小さなものは何もないからだ。 

55 かつてイエスが通り過ぎたとき、多くの人がイエスを感じなかったとしても、今、私が人類にもたらした生命の本
質を受け取るために、あなたの心を準備するのです。私の使徒たちに与えた帰還の約束は果たしたが、まだ多くの教えがあ
る。 

56 なぜ、私は無学な者、不器用な者、罪人の間で自分を知らしめるのだろう。本当に、わたしはそのころ、あなたが
たに、わたしの来臨は世に大きな腐敗があるときに起こることを知らせた。  

57 大混乱はあなたがたに告げられ、また近づいている。そのとき、漂流者が正しい道を見つけることができるように
、方向を示す明るい灯台が必要である。しかし、まことに、あなたがたに告げよう。この灯台はすでに光を灯し、世界を照
らしている。人の心に近づいて、わが声を聞かせるのは、私である。 

58 もう一度言うが、私の言葉を守り、私の教えに従う者は救われるのだ。 

59 私の教義は、誤ったことを教えるものではありません。私は、向上、信仰、慈善、精神化を求めています。狂信は
目の前の暗い包帯であり、不健康な情熱であり、闇である。この悪い種があなたの心に入り込まないように、見張っていて
ください。狂信は時に愛の外観を持つことを忘れないでください。 

60 この闇が、この時代の人類を苦しめていることを理解すること。異教徒の国々 は地上から消え去り、人類のほとん
どが真の神を崇拝していると公言しているが、人々 は私を知らず、私を愛していないことを悟れ。彼らの戦争、憎しみ、調
和の欠如は、彼らがまだ私を心の中に住ませていない証拠なのだ。 

61 この宗教的狂信と偶像崇拝の闇の上に、この人類の精神的教団を浄化する大きな旋風が近づいているのです。その
とき、平和の虹は無限に輝き続けるのです。 

62 地上でも霊的空間でも、そこを通過した時点で使命を果たしていないことを伝えることができるのは、その神聖な
正義を持つわが声だけである。 

63 私が人々 とコミュニケーションをとり、私の意志を人々 に知らせるのに、何の障害もない。見よ、わが顕現は義人
を必要としなかった。われは罪人を通してわが言葉を与え、そこにわが力とわが憐れみのさらなる証拠を見いだすことがで
きるのだ。 

64 このメッセージを受け取った人は、この天の教えを実践することによって、この地上で自分を清め、来世に戻ると
きには、すでに魂を清めた状態で戻ってくることができるのです。 

65 わたしから出るすべての言葉は、永遠のいのちである。今日、あなたは人間の声帯を通じてそれを受け取る。 

66 しかし、この形が完成の目標でも頂上でもないこと、主は以前から、そしていつの時代も、人の口を通して世に語
りかけてこられたことを、あなたがたも知らなければなりません。しかし、物質主義的な人類と霊的なものに鈍感な世界の
中で、ここに現れたこの奇跡は、人々 が明日、神があなたに感じている愛だとしか思わないでしょうが、人間の霊が霊的に
上昇する衝動を感じている証拠でもあるのです。 

67 これは新しい時代の夜明けであり、最初の光線が人々 を目覚めさせ始めている。あなたの信仰と精神の高揚が、あ
なたが現在まだ正義、永遠、完全と考えているものより深い理解で私を理解するとき、私がすべての存在に光を送るとき、
あなたは無限の私を見るでしょう。 

68 私の神性は、真昼の光のようにあなたの霊魂のためになる。宇宙を照らし、生命を与える星のように、天頂で輝く
ことでしょう。そして、父との交わりを持つ心は、父と子、そして兄弟姉妹の間の調和の目標であり理想である、霊と霊と
の完全な交わりによって、神の光線を直接受けることになります。 

69 皆さん、私が託した種をどうしたのですか？あなたの畑に何を蒔いたのですか？兄弟がわたしのもとに来るように
、道を切り開いたか。この時代にわたしに耳を傾ける大勢は大きいが、現実にわたしに従う部分は小さい。私はあなたの心
の奥底を見つめ、あなたに言う：私を裁判官として求めるのではなく、常に父として、師として求めなさい。 

70 私の新しい来訪の際にも、過去の時代と同様に、私はあなた方に多くの教えを明らかにするために、私の宝庫を開
放したままにしている。しかし、あなたがたも、わが神聖な戒めを受けながら、それを忘れたり、愛の欠如のためにそれを
果たさないなら、あなたがたは災いであろう。 

71 マリアはあなたの不幸にどれだけ泣いたか！？彼女の優しさと愛にどれだけ救われたことか。呼びかける者も認め
ない者も、その母性的な温もりと愛撫の無限の喜びを感じさせてくれる。まことに、あなたに告げます、魂が私に到達する
前に、彼らは神の母であるマリアをその道で見つけなければならないのです。 

72 この時代、あなたには羊飼いもいます。モーセがあなたがたをエジプトから導き出し、砂漠を抜けてシナイ山のふ
もとまで連れてきて、父なる神の声を聞かせ、その律法を受けさせたように、エリヤはこの時代、地上のさまざまな地点か
らあなたがたを選び、霊的準備の道を通って新しい山のふもとまで連れてきて、そこからわが神聖な声を聞き、わが啓示を
受けているのである。 
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73 見よ、ここにエリヤがいる。弟子たちがタボル山でモーセやイエスと一緒に霊的な幻を見た人だ。これは彼の時代
だ。彼の存在の暖かさの中であなたの精神を強化し、希望に目覚めさせる。 

74 私はこのような形で皆さんに語りかけると同時に、他の世界、他の領域でも私自身を感じさせているのです。私の
霊は遍在している。 

75 人々 よ、誘惑に打ち勝つことができるよう、平和の精神と思考をもって祈りなさい。自分の家や国の平和に満足し
てはいけない。すべての兄弟の平和のために働け。"互いに愛し合う "こと。 

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 84 
1 この間、私はあなた方を大とも小とも思わず、同じように愛する子供たちのように話してきた。私の教えの霊的な

内容を求め、それを広めなさい。あなたが兄弟に伝えるほど、あなたにはより多くのものが与えられるでしょう。 

2 私の慈悲は、あなたが魂を清める贖罪の痛みに耐えるのを助けます。私の前で新たに嗚咽を漏らすことのないよう
、精一杯の高揚感を保ってください。 

3 さまざまな場所から、多くの人々 がわが言葉を求めてやってきて、その悲しみと日々 の必要をわが前に持ってくる
。私は国々 が経験している艱難辛苦を目の当たりにしています。あなたの祈りで、深く感じ、慈しみに満ちた平和のメッセ
ージを送ってください。兄弟姉妹のために執り成しなさい。「求めよ、さらば与えられん」。 

4 あなたがたが私を信じ、わが言葉を信頼するならば、戦争はこの国に入り込むことはなく、これはわが神霊があな
たがたの上に降りたことのもう一つの証となるであろう。あなたの道に奇跡を起こすために身につけるべき功徳は、（道徳
的）刷新、祈り、慈悲、善意、そして兄弟への愛です。 

5 この時代にわが顕現の証拠と証を与えるべく運命づけられた共同体を形成する者たちよ、動揺してはならない。あ
なたの国、あなたの市場、あなたの畑に、あなたの兄弟の血が流れるのを見せてはならないし、あなたの子供たちに悲しみ
や飢えを目撃させてはならないのである。私はあなた方に光の武器を与え、あらゆる罠からあなた方を守ることができるよ
うにする。そして、魂と肉体の健康を維持し、強くなる方法を紹介しました。そうだ、人々 よ、病に挑み続けてはならない
、病への扉を開くのは常に不服従であることを忘れてはならないのだ。あなた方自身のため、そして全人類のために祈りま
しょう。つらい試練にある国々 のために涙を流す人たちに、あらためて平和が訪れることを告げます。今日、互いに殺し合
い、兄弟間で争っている者たちの中から、明日、愛を説き、実践する者たちを生み出す。私の力は偉大だ、疑うなかれ。あ
なたは、私がこの人類の廃墟に、罪の痕跡のない新世界を建設するのを見るために生きるのだ。 

6 もし、わたしが多くの国や民族をろう者と呼んだとすれば、それは、わたしの声がすべての心の扉に呼びかけ、彼
らがわたしの呼びかけを理解しなかったからにほかならない。情念の淵に落ちた者たちは、この世界では私を冒涜している
かもしれないが、ひとたびわが現存に入れば、私がすべての人、すべての民とともにいて、彼らを諭し、警告したことを告
白しなければならないだろう。しかし、外国の教えや偽りの約束に惑わされ、心の中に雑草や不和や利己主義を蒔かれない
ようにと、警告しているのです。自分の仕事を全うし、あとは我に委ねよ。 

7 あなたがたに言うが、自然の力は神の正義に従順に解き放たれる用意がある。彼らは浄化の業を行う。たとえ人類
が地上から姿を消したとしても、わが名とわが現存は霊から決して消えることはないのです。 

8 弟子たちよ、あなた方が間違っていなかったと世間が気づくまで、あざけりと嘲笑に耐えてください。私は、彼ら
が目を覚まし、光に目を開かせるような兆候と証拠をふんだんに与えるだろう。しかし、私はあなたを眠らせるためにこの
世に送り出したのではないのだから、努力しなければならない。今日、主人の呼びかけに目覚めたあなた方は、時間を有効
に使い、最後には私にあなた方の種の豊かな収穫を示すことができるようにしなければなりません。 

9 わが教えのことばのもとに来て、あなたの霊を知恵で満たしなさい。あなたの世界に支配する混沌の中で、天使の
声が聞こえる平和のオアシスを見つけました。 

10 もし、あなたの仲間の中に、これらの教えの知識を得る人がいれば、そうさせてあげればいいのです。私の新しい
弟子たちは人類の中に散らばっている。もし、不信心な者たちがあなたたちをあざけり、中傷するならば、彼らを許しなさ
い、私はあなたたちをあがなう。今日、あなたを誤解している人の多くは、明日、あなたを祝福してくれるでしょう。その
道中では、私が第二紀で示した例を常に心に留めておくことだ。私は地上にいる間は認識されず、変化してから初めて人の
間で認識されたことを思い出してください。 

11 忍耐と理解を持ちなさい。人類が認識するのはあなたではなく、私の仕事、私の教えであり、これは永遠である。
あなたの仕事は、あなたの言葉と行動で、人々 が完璧になるための一歩を踏み出す方法を明らかにするメッセージを伝える
ことです。 

12 本当に、私はあなたの愛と理解を求めて、飢えと渇きを感じています。あなた方は私が存在するという直感的な知
識を持っているが、誰が私を知っているだろうか。実際には、あなた方の儀式やイメージを通して、私を制限し、歪めてし
まったため、あなた方が持つ私の神性についての考えはぼやけてしまっているのです。この誤りからあなたを解放するため
に、わが言葉は、わが意志によって定められた時まで、無尽蔵の流れのようにあなたの霊魂に降り注ぎ続けるだろう。私の
教えと私の啓示は、あなたが誰であるか、あなたの起源は何か、あなたの最終目標は何かを教えてくれますが、あなた自身
を知ることで、あなたの父をよりよく知ることにもなります。私がこのみことばであなたがたに明らかにしたこと、そして
これから明らかにすることは、この世のどんな賢者もあなたがたに教えることはできなかったと、あなたがたに告げる。 
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13 このように、第三の時代におけるわが顕現は、人類が予言を忘れたために予見できなかったものであったが、今日
、私は予言の成就のために来た。私が自らを人に知らしめた声の主たちの言葉は単純だが、その言葉の本質には私の愛と知
恵が含まれている。 

14 第三時代のわが霊的教義を理解し、それを作品によって証しする者は、過去の時代にわが神性が明らかにしたすべ
てのことをその精神と心とで包含し、その解釈は正しいものとなります。わが律法は人々 の間で新たに立ち上がり、彼らが
その邪悪さを覆い、守るために作り出したすべての偽りを打ち砕くだろう。命と真理の書は、地上のすべての民の前に開か
れ、だれも彼らを欺くことはできないだろう。 

15 パリサイ人の顔からは偽善の仮面が落ち、人類に救いを提供するときにいつも嘘をついていた彼らの口は永遠に沈
黙する。しかし、あなたは彼らを指さし、彼らを暴露してはならない。 

16 第二の時代に律法学者が姦通者を私の前に連れてきたとき、私は公的に暴露することなく、私の判断と混同して、
彼ら一人一人の霊に触れたのである。私の人差し指は、イエスが書いたものを見ようと近づいたすべての人々 の罪を、地の
塵に書き記したのです。このみことばを聞いている間、黙って考えなさい。そうすれば、後で判断することができます。私
に従う者は僅かである。私は彼らを利用して私の種を広める。 

17 私はすべての人の神、すべての宗教団体の神、すべての宗派の神、唯一の神であり、私が秘密の宝庫を開き、すべ
ての人に宝物を豊かに分配するとき、なぜ彼らはそこに私を認めないのだろうか。たとえ神の観念の仕方が不完全で、神へ
の崇拝の仕方も不完全であったとしても、神の観念なしに生きることはできない。私はすべてのわが子たちの捧げ物を受け
入れるが、父は今、自分にふさわしい正しい貢ぎ物を受け取ることを望んでいる。 

18 私の教えは、誰も奴隷にするものではなく、あなたの人生を人間的に、そして霊的に高めるだけです。自分の行い
のために、真の神の子でありたいと願う者は、私から受けたすべてのものを自分のものにすることはできない。多くの知識
を持ち、知恵の泉のように見えても、利己主義によって、実際は闇の淵に過ぎない人が何と多いことか。 

19 イエスの弟子となり、人の兄弟となるのです。自分のすること、話すことを感じてください。私の愛を心に感じな
い者は、愛を語るに及ばず、不誠実な行動をとることになるからです。愛について語るには、私の種が彼の心に発芽するま
で待つべきである。私は、あなたの装備、あなたの変容、そして完全な変容に到達するために十分な時間を与えるでしょう
。この御言葉を聞くためにここに来たとき、あなた方の多くは未信者であったことを思い出してください。私の出現のとき
、ある者は、そのとき私があなた方に話しかけた声の主をあざ笑い、ある者は馬鹿にした。しかし、私はあなたを待ち、あ
なたの良心を通してあなたに語りかけ、その後、悔恨の涙を流しながら、あなたは私に疑いを許してくれるよう頼んだ。今
、あなたは人生の道でしばしば起こる試練や障害にもかかわらず、揺るぎない信念を持って私に従っています。私は種をま
く人、休むことなく戦う人です。 

20 私の真実の具体的な証拠を与えるために、私はあなたがたに、起こりそうな出来事をたくさん予言したのです。こ
のように、あなた方は、私が戦争の危機を告げた後、まだ平和が続いていた時に、戦争が勃発したことを経験しているので
す。自然の力が解き放たれ、ある者には友のように、ある者には敵のようになると私が告げたとき、あなたはどれほど早く
その成就を経験したことでしょう。しかし、私は、その隠遁生活の中で、皆さん一人ひとりとの約束も果たしてきました。
そして、もしあなたがたが、わが予言の多くが実現するのを見ないなら、それは、あなたがたの何世代も後の時代のために
与えられているのだから。しかし、これからの時代、この世界、人間、その魂に何が起こるか、もうお分かりでしょう。す
でに遠い昔の時代に、私は今の時代と私の新しい啓示を予告するサインをあなた方に告げた。前兆もまた、私の真理を確認
するために意味深く明確に示された。すでに私は、霊的な戦いに先立ち、その後に平和の時を迎える者たちを、あなたがた
に告げているのです。予言の光は再び人の間に。私の言葉は予言に満ちている。人々 は夢や幻、あるいは予感を通して未来
を見る。古代の預言者たちは、この時代の預言者たちを予言していた。それらは、あなたが見る蜃気楼ではなく、聖霊の光
があなたの中に反映されるように、あなたの霊的な賜物を良い方向に向ける必要があります。そして、その証拠に、多くの
人が信じるようになるのです。男も女も大勢でこの民のもとにやってくる、他の人種の人々 、他の言語を話す人々 、あなた
方は彼らをすべて受け入れなければならない。本当にあなたがたに言います。主の家では、主の食卓に外国人も見知らぬ人
もいませんから、主の子であるあなたがたも、兄弟姉妹である人々 から目をそらしてはいけません。 

21 あなたの仕事を紹介します。私が与える人生を受け入れてください。一歩一歩、静かに進んでください。そうすれ
ば、たとえ短期間であっても、地上に豊かな実りをもたらすことができるのです。そうすれば、地上に長く住んでいながら
、人生の道を歩み始めたときと同じように、惨めで裸の状態で私の前に現れる人々 のようにはならないでしょう。 

22 あなたの人生において、霊的な内容や目的を持った良い行いをすること。心で行うが故に、知られず、見られずの
業を多く行う。 

23 わが訓戒の書を前にして、その教えを聞き逃さないように。あなたがたに言うが、あなたがたに啓示されたすべて
のことの要約と説明を求めるときが来るであろう。しかし、あなたの心に光を与え、あなたの心に感受性を与え、あなたの
全存在に才能と能力を与え、あなたの存在の深遠で永遠の言葉を理解できるようにしたのは、私以外の誰なのでしょうか？ 
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24 私の教えでは、人生の最も苦しい状況にあっても、自分が神の子であることを知って、そこにいることを幸せに感
じるように生きなさいということ、そして、あなたの楽しみが健全で本物であるように、あなたを取り巻くすべてのものに
感謝しなさいと教えています。 

25 世界は私が心を育む大庭園であるが、今回、その花がすべて枯れてしまった。私はあなたがたに新たに水を与える
ために来たのであり、この霊の庭の香りを吸い込むまで、献身的に彼らを育てる努力をやめないであろう。萼が一旦開くと
、人々 の間に素晴らしい徴候と啓示がもたらされる。 

26 この時、わが言葉が炸裂するこの声の主たちは、苦痛の灼熱の太陽によって枯れた植物であったが、神の雨が降り
注ぎ、花を咲かせたのである。その唇から発せられる文の美しさと蜜は、まるで花のようです。 

27 その香りを吸い込み、種を残す術を知っていたこの民族もまた、同じように花を咲かせ、実を結んでいる。それは
小さな庭であり、そこからわが愛が最も実りある植物を選び出し、大勢の人々 の信仰を支えるのである。私は永遠の種であ
る。マリアは「神の雨」です。神の中で、創造主と母がいかに彼女の仕事を見守っているかをご覧ください。 

28 私の『第二の時代』の言葉は、それを守ってきた人たちの救いの道となったのです。私の教えに信頼を置く者は幸
いである。しかし、わたしを信じると主張する者がみな、わたしのことばを信頼し、わたしの教えを実践しているとは思わ
ないでください。イエスが教えたように許すか、本能のままに自分を守るか、試練の瞬間に揺れ動く人々 を見かけます。彼
らは心の中で、師の教えを実践することの難しさを感じているのだ。彼らが信仰と隣人への愛を持っていない限り、わが教
えが彼らの心を導くことは不可能である。しかし、私は地の民に有徳の人を送り、信仰の力と、赦しと慈しみと愛がもたら
す奇跡を彼らに証明するのだ。 

29 信仰なくして、また律法の遂行なくして、わが言葉は、種を蒔いても芽を出さない休眠種のようなものでしかない
、この種を実らせるものは徳であるからだ。この御言葉がすべての人の心に届くと、主の裁きが厳しすぎると思う人がたく
さん出てくるでしょう。ですから、あなたがたは、私を感じ、理解するために、信仰を必要とする世界であると、私は言い
ます。 

30 キリスト教世界の一員であると自称するあなた方に告げます。私があなた方に神のメッセージをもたらし、それに
よってあなた方が世と肉と情念と死に打ち勝つようにしてから20世紀が過ぎたのに、あなた方がいまだに自分の力、自分
の感じ方、考え方にすべてを託していることを考慮するなら、私の判断は好ましいと言えるでしょう。しかし、もしまだ肉
の本能が精神の美徳に勝っているとすれば、それはあなたがまだ精神よりも物質であるからにほかなりません。 

31 ある者の信仰は他の者の疑心暗鬼と戦い、ある者の道徳は他の者の邪悪と戦うのである。しかし、昔のように、私
を信じる子供たちには、私の思いやりのある愛が添えられ、私の神性への真の信仰があるときにのみ起こりうる、素晴らし
い仕事を成し遂げるよう助けてあげよう。 

32 私は、私を信じる者だけを探しているのではなく、むしろ私の存在を疑う者のために来ているのだということを理
解しなければならない。第二の時代、約束のメシアとして来た私は、目に見えない神を信じる人々 の間に現れた。しかし、
私のメッセージはイスラエルだけでなく、私を知らないすべての異邦人の国々 に対するものだった。私は、ある人を救って
、ある人を滅ぼすために来たのではありません。 

33 大樹は枝を広げてすべての人に庇護を与え、好意を持たずにその実を提供する。わたしがあなたがたを、わたしの
ことばを持って行ってはならない民族と呼んだことを、あなたがたは覚えているか。私の光を否定する理由を探し求めるこ
とを、私はあなたに教えたことはない。私があなたがたを、わが言葉を聞き、わが贈り物を受けるにふさわしい者としたと
き、あなたがたは正しかったのか。ということである。いいえ。 

34 私はあなたが罪を犯しているのを見つけたので、（あなたがそうであったように）あなたを選んで再生の源に導き
、明日、あなたの兄弟たちにも同じことをするようにしたのである。罪人が罪人を救う時であり、「死者」が「死者」を蘇
らせる時なのである。固くなった心、未亡人や孤児、飢えた者や病人が通り過ぎるのを見て、心の糸が動かされることなく
、今、愛に目覚め、異質な痛みを前にして震え、利己主義を破壊しているのです。我を忘れて兄弟の痛みを分かち合うこと
もある。 

35 痛みを知らない者は、苦しむ者を理解することはできない。だから、私は苦難の杯をよく飲んだ者を使い、人々 の
不幸を理解し、真の慰めを与えることができるのだ。 

36 罪を犯し、その後、善い道に戻った者は、隣人の罪に対して決して憤ることはできない。その代わり、寛容と理解
を示してくれるでしょう。 

37 この光の清らかさに影響されて目覚めた人は皆、今こそ人類のために働くべき時だと理解し、世間に捧げる時間の
うちのわずかな時間を惜しんで、慈善という精神修養に充てるのです。そうすれば、あなたがたは主を愛し、兄弟に仕える
ことができるのです。 

38 世の中で起こっていることを見て、「これは裁きと死の時であり、その後に地獄が待っているのだ！」と叫ぶ人た
ちの仲間になってはいけないのです。 

39 和解と復活の時であり、その後、わが天国の平和が、わが言葉を信じて旅立つすべての人を待っていると、私はあ
なたに告げます。 
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40 この時代、私が弟子と呼んだ者たちに囲まれている自分を見るとき、私の霊は歓喜に包まれる。あなた方は、この
第三の時代において、霊的な使命を果たすように運命づけられている人たちなのです。 

41 この啓示を受けるまでの道のりは長かった。しかし、あなたは疲れを感じない。物質の上に、世の中の情念の上に
立つことのできる精神は、私を求め、私に従うことに決して疲れを感じないからだ。この時、私は、あなた方が霊的な目を
開き、真の生命を完全に見ることができるように、すべての霊とすべての心に私の愛の霊を注いだのだ。この時、「すべて
の目が私を見る」と言ったが、実は今、すべての目が私を見始めているのだ。 

42 人々 は今、目覚め、真実を疑っている。多くの教えが彼らの霊に直接示されるでしょう。これらを教えるのは人で
はないからです。今日の人々 が心の底でわが声を聞けば、わが愛を感じ、わが真実の光を見たことになり、もはや私から遠
ざかることはない。あなた方は光の子、三位一体マリアン霊能者です。なぜなら、聖霊の到来を経験し、その啓示を聞いた
のはあなた方だからです。光の子たちが人の間に闇をつくることは正しいことなのだろうか。いいえ、私の子供たち。 

43 あなたの心は悩み、私に言う。"師よ、なぜあなたは私たちを信じてくれないのですか？"これに対して、私はこう
答える。なぜなら、この光の時代は、嘘と欺瞞と危険の時代でもあるからです。あなたの周りでは、悪の勢力が人を陥れる
ゲームをしており、あなたが見ていなければ、あなたの光を曇らせてしまうからです。人が火をつけたから光の時なのでは
なく、私が約束の成就としてわが啓示をあなたがたにもたらしたからである。それは嘘の時である。しかし、わが来訪のた
めではなく、人々 の邪悪さが最高潮に達したためである。 

44 最後の戦いが近づいているが、私はあなた方の徒党を組む戦争についてではなく、偽り、不純、不完全なものすべ
てに対する光の戦いについて話しているのだ。自分の生きている時代を認識し、愛の武器と精神的な強さを蓄えることを急
ぎましょう。この戦いは、自分の信仰と救いのために戦うだけでなく、自分を忘れて、滅びの危険にさらされている人々 に
目を向けなければならないことを、すでに理解している。 

45 この時間は、人間の精神がその人生における発達と経験によって光を蓄積しているからである。過去についてもう
泣くことはない。しかし、その教えをすべて活用すれば、自分の道がますます明るくなり、もう岐路でつまずいたり不安に
なったりすることはないだろう。 

46 あなたの霊的な過去は、あなたの肉体に知られていない。私はそれをあなたの精神に刷り込ませ、開かれた本のよ
うに、良心と直感を通してあなたに明らかにするのです。これは私の正義であり、あなたを非難する代わりに、罪を償い、
誤りを正す機会を与えるものです。しかし、自分の経験の声を聞き、その光に照らされれば、自分の道はより明確になり、
地平線はより明るく見えるようになるのです。 

47 この世は多くの喜びを与えてくれるが、その中には、私が与えたものもあれば、人間が作り出したものもある。今
、皆さんは、それが手に入らないことを経験し、ある者は反発し、ある者は悲しんでいます。この時代の多くの人は、肉の
喜びと満足の中で眠りについたり、滅びたりすることは認められていないと言わざるを得ません。なぜなら、彼らの課題は
まったく違うからです。実は、すべての喜びを知らず、すべての実を食べなかった霊魂は、人類に一人も存在しないと私は
言っています。今日、あなたの霊は、私を愛するという自由を楽しむために（地上に）来たのであって、世間や金や欲望や
偶像崇拝の新たな奴隷になるためではない。 

48 ヤコブの夢の梯子は、あなたが自分の価値を高め、自分の完成を願って昇ることができるように、あなたの目の前
に差し出されているのです*。私の霊的法則は、地上の義務からあなたを免除するものではありません。あなた方は、わが
神性と世界の前であなた方の成就が完全であるように、両方の法則を調和させる道を探さなければならない。 

* ヤコブの梯子を象徴的に表現したものです。 

49 善良な兵士は戦いから逃げてはならないし、戦いの噂のために心を失ってはならない。これから始まる世界規模の
戦いで、あなた方は兵士となるのです。あなたの大義は正義であり、あなたの武器は愛と好意と積極的な慈悲であるべきで
す。皆さんは、戦争や憎しみを抱かせる邪悪な存在である「敵」と、意識することなく、長い間戦ってきたのです。武器は
目に見えるものだけでなく、目に見えないものとも戦います。この闘争を助けるために、わたしはあなたがたに霊的な視力
と啓示の賜物を与え、狼が待ち伏せているのを察知できるようにした。 

50 私の弟子たちには、すべての被造物と調和して生きること、時間に従って生きることを学んでほしい。そうすれば
、正しい時間に、私が指定した時間に、目的地に到達できる。そうすれば、あなたはすでに存在していて、私があなたを呼
んだときに、私に答えることができるのである。 

51 その時、あなたの魂は私のもとに立ち上がり、私の助けを求めることでしょう。私が、永遠の、生来の能力を与え
ていることを知っている。しかし、弱い被造物である肉は、同様に創造主に目を上げて求めるが、求めるものはこの世に関
する満足に過ぎず、その多くは些細なものである。 

52 しかし、あなたがたは、自分の持っていないものを、私に何を求めることができようか。あなたの中にすでにある
ものを私に求めたいのですか？私が教えた主の祈りを唱えるとき、その霊的な内容を感じ、理解し、そして、父の御心が「
天にあるように地にも」なされるようにと委ねて終わらせてください。私の教えを貫くことで、あなた方は自分の中にある
、今の自分が持っているとは思ってもいない宝物や能力を発見することができる。 
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53 求めること、待つこと、受け取ることを学び、私が与えたものを伝えることを忘れないことが必要であり、それが
最大の功徳である。戦争で毎日毎日死んでいく人たちのために祈る。私は純粋な心で祈る者に、1950年までに戦争で倒れ
た者が皆、霊的に光に昇ることを授ける。 

54 すでにエリヤの霊がやってきて、迷える羊を羊小屋の平安に導いている。精神が強くなれば、血に飢えた顎で脅す
狼を恐れることはなくなるのです。失われたものを救うために、そこに留まることを恐れず、奈落の底に降りていくことが
できるようになる。泥の湖を汚さずに渡れるし、一見壊れそうな船でも転覆の心配をせずに荒波を渡れる。あなたの信仰と
美徳がこの力を与えてくれるでしょう。あなた方は将来、大きな仕事をすることができると考えていないのですか？新しい
世代は、私の教えをより良く解釈し、実現すると思いませんか？理解する。そうでなければ、私はあなた方に話しかけ、助
言し、指導することはないでしょう。 

55 民衆を見よ、民族を見よ、国家を見よ、理想のためにいかに命を捨てるか。彼らは、世界の栄光、所有物、権力を
夢見ながら、自分の闘争の葬儀の火床で焼き尽くされるのです。彼らは地球のはかない栄光のために死ぬのです。しかし、
永遠の栄光の達成を目的とする神聖な理想を精神の中に燃やし始めているあなた方は、兄弟としての義務を果たすために、
自分の命とまではいかなくても、少なくともその一部を捧げるべきではないでしょうか？ 

56 頭上で繰り広げられる目に見えない戦いは、覚悟を決めた者だけが知ることができる。思考、言葉、作品において
人間から発せられるすべての悪、何世紀ものすべての罪、混乱するすべての人間とあの世の魂、すべての異常、不正、人間
の宗教的狂信と偶像崇拝、愚かな野心と偽りが一つの力となって、すべてを引き裂き、捉え、貫き、私に背かせようとして
いるのである。これは、キリストに対抗する力である。その軍勢は大きく、その武器は強いが、彼らはわたしに対してでは
なく、人間に対して強いのだ。わたしは、わが義の剣をもってこれらの軍勢に戦いを挑み、わが軍勢とともに戦いますが、
あなたがたはわが意志に従ってその一部となるのです」。この戦いで、快楽を追い求める男たちが悩んでいる間、私があの
世の様子を察知する能力を授けたお前たちは、兄弟のために祈りながら見守りなさい、そうすればお前たちも見守ることが
できるだろう。 

57 王者キリストはすでにその剣を抜かれた。同じように悪を鎌のように根こそぎ抜き取り、その光線で宇宙に光を生
み出すことが必要なのだ。災いなるかな、あなたの唇が沈黙したままなら、世界にもあなたにも。あなたがたはヤコブの霊
的な種であり、あなたがたを通して地上の国々 は救われ、祝福されると私はヤコブに約束したのである。私は、あなた方が
強くなるように、一つの家族として団結させる。 

58 宇宙があなたに提供するハーモニーのなんと美しい例でしょう。宇宙空間で生命力あふれる振動をする輝く天体が
、他の天体を取り囲んでいる。私は、魂に生命と温もりを与える、輝く神聖な天体である。しかし、その定められた軌道を
動く者はいかに少なく、その軌道から遠く離れたところを回る者はいかに多いことか。- 

物質的な天体には意志の自由がなく、逆にその自由が人を道から迷わせるのだと、あなたは私に言うことができる。だから
、私はあなたがたに言う。自由意志の賜物にもかかわらず、創造主との調和の法則に自らを従属させる方法を知っていたの
ですから、すべての霊魂の闘争はどれほど称賛に値することでしょう。 

59 私があなた方に告げる戦いは長くは続かない。わが正義の光はすべてのわが子たちを照らすから、平和はすぐに訪
れるだろう。 

60 私が育て、闇と無知から救い出す民とともに、私は過去の時代に与えられた預言を実現する。私の証明と奇跡の前
に、世界は震え上がり、神学者や預言の解釈者たちは本を焼き払い、この啓示を研究するために内面的に準備するだろう。
肩書きのある人、科学の人、笏や冠のある人は、私の教えを聞いて立ち止まり、多くの人が言うだろう、「救い主キリスト
は再び来られた！」と。 

61 弟子たちよ、準備に努めよ。まだ、どれほどのことを伝えなければならないか、すでに1950年が近づいているの
だ。 

62 真の誠意を持って祈り、天使の思いと一体となって、わが神性の前に犠牲を捧げよ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 85 
1 精神的な祈りの実践者は幸いであり、彼らは私の存在を感じるからである。しかし、本当に、私はあなたに言う、

あなたがどのような形で私に祈りを送るにせよ、私はすべての祈りを受け取るのだ。私は、すべての呼びかけと要求に、形
式を判断することなく注意を払い、あなたが私を求めている必要性だけに注意を払います。 

2 いずれはすべての人が真の祈りを実践すると知っているのに、どうして不完全な方法で祈る人の声を聞いてはいけ
ないのでしょう。当分の間、わたしはあなたがたの願いをさまざまな形で聞き入れ、わたしの前に持ってくるが、肝心なこ
とは、あなたがたはわたしを求めるということである。しかし、本当に言っておくが、私に聞かれない祈りはないのだ。私
の子供たちの善意だけが、私にとっては大切なのです。 

3 完璧な教えで真理を示す。そうすれば、祈るときに、私の光を見、私の優しい助言を聞くことができると感じるこ
とでしょう。 

4 汝ら未だ完全なるものに至らずとも、止むことなく完全なるものに向かって努力し、使命の崇高さを夢見、真理を
理想とするのだ。 

5 人々 よ、あなた方の使命は、光への突破口を開き、今日、そしてこれからの世代に近づいてくる多くの人々 を光に
導くことです。 

6 あなたの心が虚栄心のために利用されることがないように、あなたの良心にこの道を導いてもらいなさい、そうす
ればあなたは無駄な仕事をすることになります。 

7 目指す輝かしい目標から目をそらすな。このような逆境は、あなたが平和の国に到達する幸福をより強く望むよう
になります。- 

あなたは私に尋ねます：師よ、あなたの慈悲が霊的生活に約束する喜びを望み、それに値するようになるためには、現世で
苦汁の杯を飲むことが不可欠なのでしょうか。いいえ、私の 

子供たちこの人類が、絶え間ない精神的発展によって、人間の所有物の本当の価値を理解し、地上の快楽や財貨が、霊的生
活における至福の姿の淡い反射に過ぎないことを理解したとき、霊的喜びと楽しみを得るためにこの地球上で苦しむ必要は
もはやないのである。そうすれば、人は一過性のものに執着することなく、自分の幸運や勝利とともに生きることを学び、
精神的な功績によって、必ず待っているより高い生命、すなわち真の生命に到達しようと努力するようになるからである。 

8 人々 よ、この時代には、あなた方が心から追い出した信仰と希望という大きな財産を再び集め、それをもって、あ
たかも自分の中に燃える松明を持ち、道を照らすように山を登っていくのだ。 

9 このように生き、この道を歩む者は、神の民の子となる。その者が住む地上の場所も、その者の中に流れる血も、
話す言葉も、重要なことではない。彼は私の真理を証言するので、私の弟子となるのです。 

10 あなたがたは、もはやイスラエル民族が神の民であることを信じてはならない。私はこの民族を世界中に散らせた
。本当にイスラエルは民族ではなく、あなた方が属するように召された霊的な人々 である。 

11 もし、わが民イスラエルがこの世のものであったなら、ユダヤからの追放を許し、彼らの部族が諸国の間に散らさ
れることを許したと、あなたは信じますか？もしそれが本当なら、ソロモンの神殿が破壊され、冒涜され、エルサレムの町
が破壊され、火が放たれ、石が一つも残らないようにしただろうと、あなたは信じますか？ 

12 このようなことを考えると、霊の国はこの世にその土台を置くことはできないことが理解できるはずです。だから
、イエス様を通して「私の王国はこの世のものではない」と申し上げたのです。 

13 神の民の子、真のイスラエルの子とは、真理を愛し、律法を全うし、隣人において神を愛する者たちです。 

14 私の言葉を吟味しなさい、もし望むならテストしなさい。穂から粒を取り出し、種を検討する。 

15 この教えの最初の言葉で、不完全な方法で祈る人がたくさんいると言ったために、あなたの同胞が気分を害するか
もしれないと思いますか？ 

16 その真実とは、人間の神に対する崇拝行為は、長い進化を経て、絶え間なく変化してきたということです。カルト
的な行為の核となる「祈り」も変容を遂げている。私は、あなたの成長期を通じて、いつも私の存在、私の慈悲、私の光を
感じさせてきた。 

17 あなたがたが偶像の前にひざまずいて日々 の糧を求めたとき、偶像はその中に命がなかったから、何も与えなかっ
た。その後、真の神の存在が知られ、キリストが人類に残した言葉によってその信仰は強まったが、霊としての神の存在に
対する信仰にもかかわらず、神の存在を身近に感じ、見るために物質的に表現しようとする伝統的な傾向によって、磔にな
ったキリストの肉体的姿に表された神の像を自分の手で形成することになったのである。その人工の像の前にひざまずいて
祈り、血塗られた像に目を凝らし、それによって心を動かされ、私を礼拝していると感じるようにしたのだ。 

18 私は、霊から霊へと私と接触することを教えるために来たのだ。あなたの霊が独自の言語、つまり現代の人々 には
まだ知られていないが、神と霊がよく知り、理解している「言語」で話すことを学ぶためには、あらゆる外的カルト行為と
物質的犠牲を放棄しなければならないことを理解してほしい。なぜなら、あなた方は謙遜してわたしに耳を傾ける方法を知
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っており、もはや、最初にここに来てこの言葉を冒涜だと非難したときのように、自らをクリスチャンだと思いながらも、
成熟しているからです。 

19 今日、あなた方は私の教えを理解し、肯定しています。あなた方は今、真のクリスチャンであることを学んでいる
ところであり、それらの教えを生活の中で適用する方法を見極めているところであり、また、あなた方に同じ光の輝き、霊
化のメッセージをもたらす新しい時を経験しているところであると確信しています。 

20 その時、私はあなたに最大の美徳である慈愛を教え、あなたの心を刺激し、あなたの気持ちを敏感にさせたのです
。今、私はあなたがたに、あなたがたの霊に与えられた賜物を示し、それを発展させて、隣人の間で善を行うために用いな
さい。 

21 精神生活の知識は、あなたのマスターが行ったのと同じような仕事をすることを可能にします。自分の能力を伸ば
せば、本当の奇跡が起きると言ったことを忘れないでください。 

22 あなた方が聞いたことは、すべて文書に記録され、後の世で解明されるでしょう。私のすべての教えのエッセンス
が詰まった本をあなたに残します。この本は、私が「金の羽」と呼ぶ、この目的のために選ばれた者たちが、私の口述に従
って書いたシートから編集されるでしょう。 

23 このペンは良心と真実のペンであり、私がモーセの右手に持たせて最初の時代の書物を書かせたものであり、私が
マルコ、ルカ、マタイ、ヨハネの手に持たせて神聖なる師の生涯と言葉、あなたがたが新約聖書と呼ぶ書物を書かせたもの
と同じものである。 

24 この時代にわが言葉を聞いた新しい弟子たちよ、あなたがたに言おう：（現在書かれている）この遺言や書物を以
前のものと結びつけるために苦労する必要はない。 

25 近い将来、予告された苦しみから自分を救おうとする人たちが、どのように準備を始めるのかがわかります。救わ
れたい者に告ぐ。私を模範とし、本当に私の姿になりたいのなら、自分の十字架を背負って私に従いなさい。 

26 自分の十字架を受け入れる者は、御父がそう教えてくださったことを知り、それゆえ、自分はその運命の中で生き
ているのです。 

27 あなたの精神を高め、あなたの人生を修復し、そして、あなたは作品をもってわが教義を宣べ伝えることができる
ようになるでしょう。自分が救われることばかり考えないで、どうしたら兄弟が救われるかを考えたらいい。見て、祈って
、この人間という海に網を投げ入れなさい。本当に、あなたがたに言いますが、あなたがたの獲物は大きいのです。 

28 私の文章があなたの記憶に残らなくても、あまり心配しないでください。隣人への愛を感じる人は、無尽蔵の言語
、つまり、すべての兄弟に理解できる愛の言語を持つことになるのですから。 

29 父よ、もしあなたが私たちに託したこれらの贈り物が、あなたの王国の本物の宝石であるならば、なぜ私たちがそ
れを汚すことができると知りながら、罪深い手にそれを置かれたのですか。"と、私が聴衆にこのように話すと、ある心が
静かに私に語りかけることがあります。これに対して私は、私が人に与えた神聖な贈り物は、その本質において変わること
はない、光は常に光であり、真理は決して真実でなくなることはない、永遠なるものは死ぬことはない、と答えるのです。
愛する人々 よ、あなた方は私を理解している。だから、私はあなた方にこのように話すのだ。 

30 人類の前に深淵が開かれ、そこから今、あなたを救いたい。そのためには、あなたが私を身近に感じることが必要
だった。 

31 もしあなたが本当に神なら、天使と正しい人の間にいるはずのあなたは、罪人の間で何をしているのでしょう？ 

32 神の愛に鈍感な心よ。正しい人の祈りを聞くより、罪人の悔い改めの言葉を聞く方が喜びが大きいことを知ったら
。 

33 私があなたに近づいた今、私を知ってください。私の言葉を求めて来る者は幸いである。それは、あなたがたの心
の傷をふさぎ、正義と真理と知識を求める渇きをいやすからである。あなたは、愛と知恵という無尽蔵の水で満たされた井
戸にやってきます。旅の間、水を飲んで持って行き、兄弟の渇きを癒すことができるように。 

34 今は嵐の時代。この泉から汲んだ水を罪に汚してはならない。祈りなさい、そうすればあなたは救われるでしょう
。 

35 明日、あなた方は地方や村々 に出かけ、そこで多くの渇きを抱えた者たちを見つけるだろう。そうすれば、あなた
方がわが天のメッセージをもたらすように導いたのは、わが慈悲であったと理解できるだろう。 

36 私の道は地上の道のように目に見えるものではなく、あなた方の心の中にある私の愛によって示されているのです
。聖域に入る方法を知っていれば、そこにあなたを永遠に導く光を見出すことができるのです。 

37 今日まで人々 は物質を通して神を表現してきたが、明日からは無限の中に、その精神の中に、私のプレゼンスを求
めるようになるだろう。 

38 人類は装備と浄化の対象であり、それを証明する出来事が起きない日はない。人々 の生活からすべての闇が消え、
聖霊の光を見ることができるようになることが必要なのです。 
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39 山の頂上から、私の懐に届くようにと、あなたを誘うのです。この民は、長い間、高いところから聞こえる主の声
を聞きながら、不安定な足取りで、つまずきながらも、目的意識をもって近づいてくる。ある人は、やっと登り始める準備
をしたところで、またある人は、山の斜面を数歩登ったところで、死の時間に驚かされたのである。私は、地上にいる私の
声を聞く者たちに、この審判の瞬間ができるだけ山頂に近いところで驚かされるように、熱意を高め、努力を倍加するよう
に言っている。 

40 あなたの模範は、未来の世代が完璧に向かって確実かつ迅速に歩んでいくための道のようなものであることを忘れ
ないでください。 

41 あなたがたに言うが、これからの時代、人は地上でも山の頂上に近いところを霊的に歩くようになる。 

42 わが創造物には、肉体の死のように、各霊魂が生前に到達した発達の高さを示すのに適したものはなく、完全なも
のへと昇華するためのわが言葉ほど役立つものはないのです。わが律法とわが教義が、いつでも執拗に心を貫こうとするの
はこのためであり、苦痛と苦しみが、魂を高めるどころか奈落の底へと導く道を捨てるよう、人間に勧めるのもこのためで
ある。 

43 人の裁きを恐れず、わが言葉を求めてやって来る者よ、わがもとに歓迎されよ。なぜなら、彼らは涙と血をもって
、将来、霊的に復活する者たちのために道を備えるからです。 

44 神鐘の音は、すべての心、すべての魂にその音を届かせた。しかし、同様に、この音がどこから来るのかを知って
いる人は、ほんの一握りだと言うのです。 

45 父は、子供たちが御霊の呼びかけを理解できないのを見て、御自分を知らせるために人間により適した形を探され
、人間自身を通してそれを実行されたのです。このような形で現れているのは主人ではないか、という疑念が心の中に芽生
えたとき、私は人々 の信仰を盛り上げ、私があなた方の間にいることを証明するために、奇跡を人々 の道に浴びせました。 

46 そうすることで、かつてイエスに耳を傾けられなかった多くの人々 が、真理の霊を聞くことで精神をリフレッシュ
する機会を得ることができるようになるのです。 

47 しかし、私の声が、私の霊的な顕現によってすべての人に聞かれる日が近づいている。それは、すべての目が私を
見、すべての耳が私を聞く、預言者たちによって予告された時であろう。 

48 罪人の声であるあなたの祈りが私に届くのなら、あなたの父の清らかで全能の声が人間の心の底に届くはずではな
いでしょうか。 

49 私は深淵の中でも迷える羊を探し出す羊飼いであることを忘れないでください。愛する人々 よ。あなたが今日私に
従ったのと同じ勇気と信仰をもって、常に私に従いなさい。あなたの模範が、あなたのもとに来るであろう多くの人々 を励
まし、主の民を増やすことができるように。 

50 第一時代、イスラエルはこの勇気と信仰がなければ、過酷な砂漠の通過に耐えることができなかった。エホバが自
分たちに呼びかけていることを心で感じた人々 は，パロに対する恐れを失い，家族とともに物質的・霊的な解放を目指して
行進を始めたのです。 

51 その民族の歴史を振り返ってみる。彼の生涯は、神の啓示と人間の経験と実例が書かれた書物であることを、私は
あなたに話さなかっただろうか。 

52 今、私の新しい教えを聞くために集まっているこの大勢の人々 の胸の中には、砂漠で私についてきた霊たちもいる
。彼らは、人生の激動の中であなた方が強く、父に対して忠実であることを教えるために、私から送られたのだ。 

53 あなたも自分の歴史を書き残し、後世に良い例を残すことで、その歴史を刻んでほしいのです。 

54 私の教えをよく解釈し、正しい方法で実践する方法を知ることができるように。私の教えを少しずつ理解している
者が、それをうぬぼれ、肝心なことを理解するのが遅い者に優越感を抱くようなことがあってはならない。私の言葉を誤解
している者が、理解したつもりになって、偉大な言葉を導いて欲しくないのです。あなたに語りかけるのは人間の主人では
なく、あなたを裁くのは地上の裁判官ではなく、あなたを癒したのはこの世の医者でもない。 

55 わが言葉は、むなしい哲学によってあなたの心を満たすものではなく、人生の本質であることを理解しなさい。私
は、世俗的な富を提供する金持ちではありません。私は、あなたに真の命の国を約束する唯一の神である。私は謙虚な神で
あり、誇示することなく子供に近づき、その愛撫と奇跡的な御言葉で贖罪の道に引き上げます。 

56 世の中には、偽りの偉大さを追い求める者がいる一方で、人間は神の前では取るに足らない被造物だと言う者もお
り、自分を地の虫にたとえる者さえいる。確かに、あなたの肉体は、私の創造物の中では小さく見えるかもしれませんが、
私にとってはそうではありません。しかし、体の寸法で自分の存在の偉大さを判断できるでしょうか？そこに魂の存在を感
じないのでしょうか。それはあなたの体よりも大きく、その存在は永遠であり、その道は無限であり、あなたはその起源と
同様に、その進化の終わりを知ることができないのです。私はあなたが小さくなるのを見たくない。私はあなたが偉大に達
するためにあなたを作った。私が人間を小さいと思うのはどんな時か知っていますか？罪の中に自分を見失ったとき、その
とき、彼は気高さと威厳を失うからです。 

57 長い間、あなたはもはや私に忠実ではありませんでした。創造主があなたの中に置いた多くの資質、能力、贈り物
をあなたの存在の中で眠らせるようにしたため、あなたは現実の自分が何であるかを知らなくなったのです。あなた方は精
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神と良心に関して眠っているのです、人間の真の偉大さはまさにその精神的資質にあるのです。この世の生き物と同じよう
に、この世に生まれ、この世で死んでいくのですから。 

58 いろいろな果実を味わうために、いろいろな道を歩かせたのだ。しかし、結局は私があなたを呼んだのだから、私
はあなたに言うのです。誰一人、人生の道を歩み始めたばかりではなく、誰一人、私の啓示を準備不足のまま待ち伏せした
者はいない。 

59 あなた方はすでに様々 な宗教団体が提供する霊的なパンを食べ、科学とは何かを経験し、人間の理論を十分に聞い
たはずです。ここで、私の教えの光、愛、そして高揚する力が、あなた方を納得させるだろう。私は、精神の奴隷を望まな
いのだ 

60 この時代、あなたがたに教えを授けるのは聖霊にあるキリストであって、エリヤではない。彼は前触れとして、こ
の時代にわたしの到来を準備し、あなたがたに与えるわがことばを理解するのを助ける。 

61 どうすればわが意志に従って行動できるか、あなたは私に尋ねます。私はあなたに、まず自分の内なる調和を獲得
し、それからすべてのわが仕事と調和して生きなさいと言います。なぜなら、もし皆さんが自分自身を正直に判断するなら
ば、自分の心が心と調和していないこと、体が魂と調和していないこと、そして魂でさえも常に良心と調和していないこと
に気づくはずだからです。しかし、自分の中で分裂していれば、必然的に他人とも分裂し、自然の法則や神の法則と調和し
ない。このような不和の種が地球上で増殖し、現在人類が混沌の中に生きているのは、まさにこのためなのです。しかし、
わが慈悲はあなた方が自らを清めるのを助け、あなた方に問うのです。いつになったら、あなた方は私の中で自分自身を認
識するのでしょうか。 

62 私の教えをすべて勉強して、書物で私の真理を探す必要を感じないようにしなさい。人による書物よりも、自分の
良心を信じる方が有益だからです。私の光はいつも良心の中にあるが、その指示を理解するためには、あなた方が善意の人
として生きなければならない。 

63 地上で愛の種をまいたことを良心に告げられたとき、あなたの魂はあの世でどんなに幸せな気持ちになることでし
ょう。過去はすべてあなたの目の前に現れ、あなたの作品が何であったかを見るたびに、あなたは無限の喜びを感じること
でしょう。 

64 あなたの記憶が必ずしも保たれていないわが掟の戒めも、同様に、明晰さと光に満ちてあなたの心を通過すること
でしょう。真理を見抜く目を養い、未知の世界に踏み込むための功徳を身につける。 

65 人間が無駄に解き明かそうとしてきた謎はたくさんある。人間の直感も科学も、人々 が自問自答してきた多くの疑
問に答えることに成功していない。それは、霊の谷に入った霊にのみ意味がある洞察が存在するからである。このような驚
き、奇跡、啓示が彼を待ち受けているのです。しかし、本当に申し上げますが、霊が目隠しをして霊界に入ったとしても、
何も見えず、すべてが明瞭であるべきところに、自分の周りの謎だけを見続けることになるでしょう。 

66 今日、私がお届けするこの天の教えは、あなた方に多くの美しさを明らかにし、ある日、あなた方が霊において永
遠の正義の前に現れたとき、その瞬間からあなた方を取り巻く素晴らしい現実に耐えることができるように、あなた方を準
備させます。 

67 この作品の真の弟子となれば、つまずくことなく、人生の最も高貴な瞬間に真理を完全に知ることができるだろう
。 

68 どこに向かえばいいのかわからず、物質から自分を切り離した人たちの混乱が想像できるでしょうか。罪と血と過
ちを背負って霊界にやってきた人々 の苦しみと絶望を想像できるだろうか？彼らは神秘の扉を開き、わが作品の栄光を目の
当たりにして歓喜に浸ることができるだろうか。このようにして私のもとに来る者は、ただ、その良心に君臨するわが義を
知るようになる。それは、焼き尽くし、焼き尽くす、清める火のようなものである。 

69 私のレッスンを利用し、私が弟子であるあなたたちに語りかけることを理解しなさい。あなたたちは、私の言葉を
伝える人間の唇を通して聞いているが、私はあなたたちの心の最も隠れた部分から私に語りかける声を聞いている。 

70 いつになったら、あなたの存在の奥底にある私の霊の声を聞くことができるようになるのでしょうか。父と子との
間に完全な対話があるとき、つまり霊と霊との真の交わりです。 

71 私は時々 、前のレッスンを説明し、拡大するような新しいレッスンをあなたに与えます。このとき、あなたがたは
わたしの話を聞いても、イエスが取りつかれた人を癒したときの愛のわざに憤慨し、自らを神の子と呼ぶ者はモーセの律法
に反する教えを説く偽預言者だと公に叫んだパリサイ人たちのように振る舞ってはならないのです。- 

今与えられている教えが、イエスがその時代にあなたがたに残したものに反していると言ってはならない。 

72 この教えについて正しい判断を下したいのであれば、まずあなたの心を偏見や卑屈な情熱、狂信から清め、それか
ら私の教えを一つ、どの教えであっても、それを調べれば、それが含む光と、それがあなたが私に近づくのをどれほど助け
てくれるかを認識できるでしょう。 

73 私は、私の宣言のために選ばれた人々 が、私が彼らに託した使命の責任を一瞬たりとも忘れることがないよう、彼
らの良心を通してかき立てる。私の宣教が受ける輝きは、彼らの準備次第であり、その人が心に受ける印象もまた、それ次
第である。 
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74 かつて、私が十字架にかけられたとき、群衆は私に叫んだ。"あなたが本当に神の子なら、十字架から降りてきて
ください。""私たちはあなたを信じます 

"と。今日、彼らは私の言葉を伝えるあなた方に言うだろう。もしあなたの口が本当に神の言葉を語るのなら、私たちが要
求する証拠を出しなさい。 

75 あなたを試す者、あなたの使命を疑う者、あなたを馬鹿にする者を赦しなさい。私はあなたの肩からこの重い十字
架を取り去り、あなたは柔和に私に引き渡した後、心の底から父に願いなさい、「彼らを赦してください、彼らは自分のす
ることを知らないのですから」と。 

76 私の慈悲はあなたがたに言います：人間の体に結合してここに来て、多くの苦労と経験をした霊魂たちは、ここで
主人のもとで休んでください。ある人は人生を重荷に感じ、ある人はくびきを負っている。人生とは深い学びであることを
知る人は、なんと少ないことでしょう。 

77 絶望するな、わが言葉を貫け、平和と静寂があなたの嵐を追いかけるだろう。あなたは私を最高の医者と呼び、実
際、私はあなたの痛みに私のバームを注ぎます。しかし、私はこのことをあなたに伝えたいだけでなく、あなたが行く先々
で見つけたすべての病人を慰め、癒すという神聖な使命のために、あなたを選んだことも伝えたいと思うのです。 

78 あなた方は、自分にはこれらの仕事をする能力がないと思っているのか。なぜなら、彼らとその民は、約束された
メシアが愛の王国をもたらし、そのパンが正義に対する大きな飢えを満たしてくれることを、長い間待ち望んでいたからで
す。 

79 彼らは初めて主人を見、その声を聞いたとき、自分はもはやこの世のものではなく、その神聖な言葉で自分たちを
呼んでくれるもののものだと感じ、超自然的な力で武装し、最後まで主人に従いました。 

80 この間、私の食卓についたあなた方に言いたい。この天の宴について世界に語るという任務を果たすことを、これ
以上ためらわないでください。この世から持っていく唯一のものである御霊の賜物を受け取るために、今すでに努力してく
ださい。私は、物質的な義務を怠れと言うのではなく、生きていくために必要なものをどのように手に入れるかについて心
配することはありません。鳥は蒔くことも刈ることもしないのに、食べ物にも住まいにも困らないということは、別の機会
にお話しました。自分の存在の中に神の粒子があり、さらに自分の必要なもののために熱心に努力しているあなた方が、努
力と科学と時には痛みを伴って働いているものを否定されることはあり得ません。 

81 あなたがたに欠けているのは、生命に対する信仰だけであって、天の父がこのみことばであなたがたに提供する、
より高い生命に対する信仰が欠けているのである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 86 
1 皆さん、本当に私を愛していますか？あなたは、自分が本当に私の前にいることを信じますか？そして、改めよう

とする誠実な決意によって、あなたの悔い改めを私に示してください。私はあなた方の心の中に住み、後に霊から霊へと私
と交わることができるようにしたいのだ。 

2 あなたがたは、人生の道中で困難に遭遇することが多くなると、それを自分の精神的進歩の障害と考え、私にそう
言うのですが、試練のない道は、自分の過ちを償うための功徳を積む機会のない道であることを理解していません。 

3 日差しに焼かれた時は、この神木の木陰で休んで、力を取り戻し、勇気を出してください。ここで私は、贖罪と浄
化と平和を与える愛の力を明らかにします。愛は、あなた方をより親密にし、創造主へと引き寄せ、普遍的な調和と一つに
なるようにします。 

4 あなたの霊が、どこにいても内なる父の声を聞くことができたとき、どのような至福を味わうことができるかを考
えてみてください。これによって、私は、愛から生まれた謙遜さをもって、私に質問したり尋ねたりしようと近づく人には
、私の栄光を見せるために待っているだけであることをあなた方に証明する。彼は私の中で生き、私も彼の中で生きる。 

5 神の霊が自分の中に宿るなんて、あり得るのだろうかと思うこともありますよね。それに対して私は、あなたの体
が、生きるために呼吸する空気に一瞬たりとも欠けることがないことを観察すれば十分だと言うのです。同じように、わが
霊は、永遠の命である父の光と力を持つことができるように、あなたがたの存在を貫く。 

6 私はここで自分自身を知らせ、あなたの口を通して話しているのだ。これは、わたしがあなたがたのうちにいるこ
とのさらなる証拠であり、また、このように自らを知らせるのはわが霊であると疑う者に対する教訓である。 

7 第二の時代、私が安息日に病人を癒したことを憤るパリサイ人に対し、「主は時間の主であり、時間は主の上にな
い、だから時間を好きなように使うことができる」と言った。したがって、現在、人間の理解器官によるわが宣言を信じな
い者たちに、私は言う。"私は人間の主であり、彼が主の主ではない。"それゆえ、私は彼をわが意志のままに使うのである
。 

8 時には、自分の持っているものを失い、その価値を認識することが必要です。私が人の口を通して私の宣言を伝え
ている間、多くの人が疑うだろうから、私はこのことをあなたに伝える。しかし、この声が静まり、心がこの神聖な本質に
飢えを感じ始めると、これらの教えが実際に人間から来たものではなく、父の光があなたを照らしたものであることに気づ
くのです。 

9 なぜなら、これらの教えのために、多くの者がわが声の担い手と称して詐欺を働くだろうが、その一方で、私はす
でに人間の知性器官を通じてわが身を知らせることをやめているからだ。 

10 わが顕現の時、誰も沈黙したことはなく、わが声も沈黙することはない。しかし、その時以降、もし誰かがわが光
の神聖なる光線を受け取ると主張し、それによって父に従順でなく、兄弟を欺いていると知っているなら、その人は常にわ
が正義が彼を乗り越えることを恐れなければならず、あるいは人間の正義が彼を押えつけることに常に警戒しなければなら
ないだろう。 

11 ヤコブの子孫を苦しめながらも増やしたように、その種を霊に宿すあなたがたも苦難に耐えて、再び空の星のよう
に、海の砂のように、あなたの民を増やそうと思うからだ。 

12 私は、あなた方が霊的にそのイスラエルの民の一部であることを知らせたのは、あなた方の運命をよりよく知るた
めである。しかし、同時に私は、このことに関する予言は、人類が自らの意志で発見するまで公言しないようにと勧めてい
る。というのは、イスラエル人がまだ地上に存在し、肉によるユダヤ人であるため、彼らはこの名を否定し、あなたに与え
ないからである、これは争いの正当な理由にはならないが。彼らはまだあなたのことを何も知らないが、あなたは彼らのこ
とをたくさん知っている。この人々 は、地上をさまよい、心の安らぎもなく、一歩一歩、知らず知らずのうちに、十字架に
つけられた方に向かって進んでいることを、私はあなたに明かしたのです。 

13 私の体は十字架から降ろされたが、何世紀にもわたって私を否定してきた人々 のために、私は釘付けにされたまま
、彼らが目覚め、悔い改める瞬間を待ち続け、私が提供したが彼らが受け取りたくなかったものをすべて彼らに与えようと
している。 

14 それは審判の時であり、借金を支払う時である。私はこの世に正しいものを求めなかった。その探求は無駄である
。私は道を踏み外した者を探し、その道を啓発し、善の道に戻らせる。 

15 私はあなたの霊に長々 と語りかけるが、民は私に言う。"主よ、私たちの霊だけでなく、見てください、私たちの
人生は重い十字架です 

"と。しかし、私はあなた方に言いたい。破壊も戦争も飢餓も死も到達していないこの地球の一角に住んでいることを幸せ
に思いなさい。あなたがたは、わが慈愛に感謝せず、わが恩恵に日々 感謝するどころか、自分を困窮していると考え、いつ
も私に不平を言っている。 

16 この地上での任務を理解し、この民族の懐に湧き出る霊性の泉の目撃者となったことのすばらしさを掴んでくださ
い。 
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17 私、キリストは、父の言葉であり、あなた方の良心の光である。イエスにある愛にあふれた神の光が、あなた方の
心の中にあるからである。 

18 寒さで死にそうな人に永遠の命を与える暖かさがある、神聖なヒバリの翼の下に来てください。本当にあなたに告
げます。人の心が冷えているのは、愛が失われてしまったからです。それは、夫婦間、親子間、兄弟姉妹間など、愛情の聖
なる炎が消えてしまった家庭のようなものです。体は近くても、魂は遠く離れている。その空虚さ、孤独の深さ、そして家
の中の冷たさはいかばかりか。 

19 もし私が、あなたが寒さに震えて私のところに来るのを見ることがあるとすれば、それはあなたが世間から自分の
痛みに対して無関心であったこと、自分勝手で恩知らずであったことだけを経験しているのを見るからである。 

20 苦しむ者は地上でどんなに孤独を感じ、病人はどんなに見放されるのか。人は倒れた者にどれほど怒り、貧しい者
のために残されたパンはどれほど苦いことか。私があなたに向ける輝きの暖かさが、あなたの心の最も隠れた部分にまで浸
透していくのを感じてください。民衆や苦しんでいる人、病気の人に持っていってあげてください。主よ、私たちはもうこ
の谷に見捨てられることはありません。私たちのために涙を流し、私たちを探し、慰め、私たちに手を差し伸べてくれる人
がたくさんいます。 

21 今この時も「求めよ、さらば与えられん」と言ったが、今度は「与えることを学べ、求められん」と言う。 

22 すべての生き物の心の奥底には愛のコードがあり、それに触れると振動する。それは、優しさと慈愛の道によって
、神がご自分の子供たち一人ひとりに感じておられるもの、すなわち愛を呼び覚まし、心に感じさせなければならないので
す。 

23 現代人が深く隠しているこのコードにつながる道を、一人ひとりの中に発見する方法を知っているマスターは誰だ
ろう。 

24 弟子たちよ、私から学びなさい。私の平易で単純な言葉が、いかにあなた方の存在を動かしているかを悟りなさい
。なぜなら、その本質には神の愛が含まれており、それは心にも精神にも温もりと生命を与えてくれるからです。 

25 今日、主人があなた方と一緒にいるのだから、主人の中にすべての存在の父を見なさい。わたしはもはやナザレの
イエスとも、ガリラヤのラビとも、ユダヤ人の王とも呼ばない。わたしは地上のどの国の者でも、どの場所の者でもなく、
人間として来たのでもなく、わたしは霊によって来たのであり、わたしの本性は神である。 

26 私の地上での存在について、どれほどのことが語られ、書かれたことでしょう。しかし、人がその物質を超えて到
達することは、どれほど稀なことだったでしょう。人々 は、わが言葉やわが仕事の神聖な本質を求めるのではなく、この世
におけるわが足跡を示す場所や物を崇めるためにひざまずくだけであったのだ。しかし、輝く夜明けのように、人類に新し
い時代が到来し、あなたの精神は、以前は不可解な闇に包まれていたものを、正午の明るさの中で認識するようになります
。 

27 この日、人々 はしばらくの間心を静め、救い主がこの世に来られた祝福の夜を思い起こしながら、私に向かって気
持ちを高揚させます。ある者は心に平安があるためにわが霊の平安を感じ、ある者は幼少の頃やこの世から姿を消した愛す
べき存在たちのことを思うために悲しみを感じるのです。ある者は霊的な思索と祈りに没頭し、またある者は世俗的な快楽
や祝祭によって精神の真の喜びを冒涜する。 

28 しかし、私は地の貧しい者、乏しい者に問う。なぜ、あなたがたは泣くのか。ベツレヘムの素朴な羊飼いたちが、
その子の顔に初めて主の顔を見たことを、あなたは覚えていないのでしょうか。 

29 涙を乾かし、顔を上げ、この祝福された言葉の中にあるわが現存の光を見よ、それはこの時代に初めて聞かれたと
き、一般の人々 も聞いたものである。この夜を喜んで祝い、私があなたのもとにやってきて、永遠に私の光をもたらすよう
になったことを思い出してください。 

30 私はあなたの家庭とパンを祝福し、あなたに伝えます。私はあなたの食卓につき、その傍らにはあなたの優しい霊
の母であるマリアがいます。 

31 たとえ身体を慎ましく覆っていても、魂には徳の白衣を着せるようにしなさい。人間にとって本当に大切なもの、
人間によって最も低い位置に追いやられたものが、人が「霊の時代」と呼ぶこの時代に復活するのです。 

32 迷える羊たちが、羊飼いの呼びかけで集まり、平和の囲いの中で生きていく様子をご覧ください。 

33 第一時代にエホバの戒めを聞いたその民の部族は，明らかに地表から姿を消した。今、世界中に散らばって、さま
ざまな人種の男女に生まれ変わっている霊の中で、かつて自分と血のつながりがあった人を見分け、発見できる人がいるだ
ろうか。私の先見の明、炯眼、正義を愛する目だけが、今日の人間に否定されているものを発見することができるのだ。 

34 私は、自分の運命どころか、他人の運命さえも知らない人間の心の器官を通して、ここに語っているのだ。このよ
うな言葉を、私が語る声の主たちの想像や空想だと揶揄する人が多いことは知っている。しかし、本当にあなたに言います
が、この物質化された人類は、人間の口から語られたこの単純な言葉を、まだ正当に評価することができるでしょう。 

35 最初の溝は以前からできており、種は彼らの子宮に落ちているのです。しかし、明日、世界は知ることになる。そ
して、私が来て、ここにいて、この時代に去る間に起こったことを理解するとき、私がひそかに来たのでも、沈黙していた
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のでもなく、東から西まで、世界に証拠としるしを与えて、私の新しい啓示を証明し、古代に人類に約束したことを実現し
たことを告白することになるのだ。 

36 この恵みの日に、あなたがたの心は喜びに満ちている。なぜなら、わが現存が再びあなたがたの間にあるからだ。
私の神聖な教えの言葉を聞き始めると、汚れた感じ、私の言葉を聞く価値がないと感じるが、教えが終わると、純粋な気持
ちになるのだ。それは、恵みの川であるわが言葉が、その水に浸るすべての人を清め、清めるからである。 

37 あなた方は、私の言葉を何度も何度も聞くことによって、生まれ変わり、やがて霊性を獲得する人々 なのだ。この
浄化なくして、わが律法の担い手、わが言葉の使者となることはできないからです。 

38 私は主に認められた者です」と言うだけでは十分ではなく、愛の業をもってわが教えの真理を証しし、あなたに託
された霊的賜物を実践することが必要であることを自覚してください。 

39 この人々 の中には、あなた方の間に私が存在することが天の恵みであり、罪を犯し苦しむ人々 に対する神の愛のも
う一つの証拠であることを認識している人々 がいる。このような恵みを感じる者の心の奥底から、あなたのもとに来た私に
感謝を捧げる詩篇が無限に湧き上がってくるのです。 

40 神の民は、さまざまな民族や国に散らばっています。私は彼らを団結させようとしたが、彼らは世の中の快楽に身
を任せ、私の声に耳を貸さず、私の存在に気づかず、私の再訪の約束に気づかない。私はこの地の片隅でこの民の一部を見
つけ、彼らの霊が私を待ち望んでいること、彼らの心が苦しみの中で硬くなり、私のプレゼンスを感じることができること
を見て、彼らを私の新しい弟子にするためにエリヤを遣わした。 

41 この民が数を増やし、霊化して偉大で強くなったとき、新しいエルサレム、つまり物質の目には見えないまばゆい
ばかりの白い霊の都に入り、その愛の門は、それを求めてやって来る長い巡礼者たちを受け入れるために開かれるのです。 

42 この家のまばゆいばかりの白い輝きは、わが掟を全うする者たちの精神の調和から生まれ、この道を通ってこの兄
弟の懐に入る者は皆、それによって神の民の子となるのだ。 

43 この時期に霊的な贈り物を受けた人たちが、ここで私の話を聞いているわけではありません。わが幼な子の多くが
、恩恵を受けた後、責任と任務を避けて去っていったので、食卓にどれだけの空席があるか見てみなさい。ああ、もし彼ら
がまだこの地上で、各霊が地上に来る前に私にした誓いを知っていたら！？ 

44 苦しみが彼らを再び崩壊させ、不幸が彼らを再び追放する前に-

彼らを探し出し、私の愛はまだ彼らを待っている、しかし苦しまないためには、彼らが遺産を最後に浪費する前に父のもと
に戻らなければならないと告げなさい。 

45 来なさい、来なさいと、主人はあなたに言う。私の道にこそ真の平和があり、私は救いであり、命である。 

46 地上の生活の中で、あなたを驚かせるために降りてこられ、あなたの心に浸透する方法を知っておられる父を愛し
、栄光を与えてください。 

47 あなたがたは、父として、また主人としてのわが言葉を聞いた後、この日、裁判官の言葉も聞くことになるのだ。
私は、あなたの任務を遂行するために、私があなたに与えたすべてのものを説明するよう求めます。 

48 あなたにはあなたを導く光があり、徳があり、能力がある。わたしはあなたを見守り、わたしのもとへ行けるよう
に道をつけてあげた。今、あなたを試す時間が終わったので、あなたに尋ねます。あなたの貢ぎ物は何ですか、あなたの知
識は何ですか？あなたにとって、自分がどういう存在なのか、理解できたか？そして覚悟を決め、良心の声に耳を傾け、わ
が問いに答えよ。 

49 世の中の不完全さという十字架を私が肩代わりし、あなただけがやるべきことを果たすために、あなたの職務を引
き継いでほしいのですか？私は今、あなたに第三の証書を遺そうとしていますが、あなたは最初の二つを理解すらしていな
いのです。もし、この時、あなた方が準備できていたなら、私の言葉を物質的に聞く必要はなかったでしょう。私はその時
、霊的に語り、あなた方は愛で私に応えるでしょうから。 

50 私の裁きの声があなたの中で感じられるとき、あなたは母に避難し、慰めを求めるのです。そして、マリアの優し
く愛に満ちた声が、試練の中であなたを取りなし、寄り添ってくれるのです。あなたの働き、祈り、願いが聞き入れられる
ことのない彼女は、あなたに助言し、子供が良い道に戻り、新しくなり、完全になることができるように、新しい機会を父
に求めるのです。彼女の善意は、マントのようにあなたを覆っています。 

51 エリヤもまた私の前に現れ、その光で人類を導く烽火のようなものです。正義感あふれるその声は、人の心を揺さ
ぶり、反省させる。彼は、私の作品である泉の清らかさを見守ることを私に誓い、泉に近づくすべての人々 がそこで正義と
愛への渇きを癒すことができるようにする。私が人間に寄り添うために用意した杖は、疲れを知らない羊飼いであるエリヤ
で、あなたがたを私のもとに導き、あなたがたを完成させたときに、私の胸に到達させる。 

52 私があなたに与える期間、輪廻転生は、その都度、より多くの光を得て、精神が到達する新たな段階なのです。 

53 わたしがどんな愛をもってあなたがたに贈り物をし、どんな知恵をもってあなたがたに指示を与え、あなたがたを
奮い立たせたか、そうすれば、あなたがたは地上で高貴で立派な存在をつくり出すことができ、仕事を終えたら、種を刈り
取り、父はそれをご自分の穀倉に運び入れることができるだろう。 
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54 愛する人々 よ、私がこの時代にあなたがたに語りかけ、わが意志を知らせた後、あなたがたはわが指示を無視し、
後戻りすることができるだろうか。私の言葉があなたにとって当たり前のものにならないように、そして私があなたを赦し
たからといって、再び罪を犯したり、見張りや祈りを怠ったりしないように。 

55 今、雑草を根こそぎ抜いているところです。この世界的な浄化の中で、自分自身と周りの人々 の心の平和を望むな
ら、仲間を愛することで平和のために働きなさい。 

56 災いと解き放たれた自然の力は人類を浄化し続け、すべての人はこの時代に私の新しい顕現の偉大な証拠と証言を
得ることになるでしょう。熱意と愛に満ちた最初の一歩を踏み出す人は、大きな奇跡を成し遂げて一番になり、今日一番に
なったのに霊的に低迷してしまう人は最後になるのです。 

57 汝らの不幸や苦痛を時のせいにするな。人類がわが法則に導かれず、平和を実現しなかった時、自らが大事にした
苦い果実を刈り取るのは当然のことだと思え。 

58 私はあなたに新しい力を与える。あなたが疲れているのを見るからだ。この命の木の陰に足を踏み入れる者は皆、
強くなる。 

59 父なる神は、あなたがたの中に弟子を見いだすことを望んでおられるのであって、時代を超えて幼子のままである
弱い子供ではないのだから。あなた方がわが慈悲に値するように、あなた方自身に働きかけ、あなた方自身を新たにしなさ
い。この時、わが正義は新たなソドムとゴモラを一掃し、その罪が他の国々 に伝染しないようにするのである。まことにあ
なたがたに告げますが、わたしは良心によって、わたしの声をすべての人に届かせたのです。だから、世界が闇に包まれて
いるとすれば、それは決してわたしの光を否定したためではないことが、あなたがたにわかるでしょう。 

60 あなたの目が国々 の滅亡を見、彼らの不幸を知るとき、あなたの心は痛みと悲しみで重くなる。しかし、今日、わ
が言葉を疑った者たちがわが預言の成就を見るとき、彼らもまた、信仰がなかったために泣くであろう。そして、「最後」
がどのように信仰、信頼、従順の模範を示すかが分かるでしょう。 

61 この年は、世界中に訪問と奇跡的な出来事が起こる年です。 

62 あなたの刷新、あなたの美徳、あなたの平和の模範とともに、良い教えを家庭に運び、大勢の外国人があなたの国
を訪れるとき、彼らは心の整った国民を見ることができます。このままでは、「寝耳に水」と嘆く羽目になることをお忘れ
なく。 

63 兄弟を危険から救おうとするとき、苦難の中で慰めようとするとき、困難な状況で助言しようとするとき、臆する
ことなく兄弟の門を叩いてください。巡礼者イエスのように、心の扉を一回、二回、三回とノックするように行動するので
す。私はあなたの視線に光を当て、あなたが話すべき時には、あなたの唇に真実の言葉を置くと約束したのだ。人類を取り
囲む闇の魂から発せられる邪悪な影響に接触しないように、自分の中も家庭の中も平和と光を保つように努めなさい。そう
すれば、あなたの道は照らされ、あなたの人生の旅路を阻む躓きのような困難や病気に打ち勝つことができるであろう。 

64 あなたの人生を向上させ、あなたの精神を高め、最後の一人がやってきて、わが教えとわが啓示の偉大さを理解し
、あなたに向かって「この数年間の神聖な指導の中であなたは何をしたのか」と言い、そして黙っているのを待たないでく
ださい。まことに、たとえ疑っていても、あなたがたは三度のうちで私に選ばれたのだ、と言っている。あなた方の中で、
私が真に長子と呼ぶことのできる者がいる。 

65 今日、悲しんでいるあなたを見て、私は尋ねます。なぜ、あなた方の心に喜びがないのか。あなたは、人生の試練
や苦難に疲れていませんか？あなたは、国家間の戦争による混乱で消耗していませんか？皆さんも、見守ることや祈ること
に疲れてしまったのではないでしょうか？人間、死ぬ運命にはないのです。私は、あなた方が生きることを告げ、霊的な賜
物を与え、使命を果たすための時間を与えたのです。あなたは、あなたの良心があなたのすべての行動を記録する本が純粋
でないことを見たので、あなたは自分が恩知らずだと思い、これを悲しんでいます。あなたは、過ぎ去った日々 と月日を記
憶の中で追体験し、私の恩恵をひとつひとつ思い出していくのです。あなた方は未来を恐れ、自分への信頼を失い、私に背
き続け、任務を果たせなくなることを恐れているのです。しかし、私はあなたの道を光で満たし、あなたの信仰と希望を盛
り上げ、あなたが精神的進歩への道を決定的に踏み出すことを望んでいるのです。愛する者たちよ、心をひとつに。 

66 私は、戦争で破壊された国々 の国旗を、平和の旗を立てるまで、すべて統合させるでしょう。私がこのように語る
のは、私が平和の神であり、子らの心に喜びを求める父であるからである。 

67 しかし、あなた方が今日、物思いにふけっているのは、この声の担い手たちを通して与えられたわが言葉の真実と
予言の成就を経験したからである。今日、あなたたちは私の神聖な教えを聞き、私の教えの一つ一つが予言であり、法則で
あることを知っているので、震撼しているのだ。なぜなら、あなたがたのように、わが神聖な、生きた、直接的なことばが
あると言える宗教団体や宗派はなく、また、主がご自身を知らせてくださると言える団体もないからです。キリストがこの
民衆に御自身を知らせ、御自身を現すことを保証できる唯一の人であるあなたがたは、それでもなお、わが戒めを果たせな
かった痛みと悔恨によって屈した心を私に見せてください。これは、あなたが人類の間にわがプレゼンスを目撃するために
声を上げることを妨げる。それは、あなたの良心があなたにわが裁きを感じさせ、その裁きは全宇宙を包含し、この時すべ
ての被造物に届いているからである。 
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68 私の愛の言葉で、あなたの精神が私にとって価値があることを証明します。物質的な創造物において、あなたの精
神より偉大なものはありません。光を放つ王星も、あらゆる驚異を持つ地球も、他のいかなる被造物も、私があなたに与え
た精神より偉大ではありません。神とは別に、霊だけが霊的な知性、良心、意志、意思の自由を持っているのです。肉の本
能と傾向の上には、あなたの魂である光が昇り、この光の上には、良心であるガイド、本、審判がある。 

69 すべての被造物は私に貢物を捧げるが、信仰や愛からではなく、律法のためである。一方、あなたの霊は、愛から
私に貢物を捧げている。彼がひざまずいてわたしを拝むとき、それは信仰によるものであり、彼の良心の光によるものであ
る。時間も、空間も、自然の力も、星も、自然界の生き物も、植物も、すべて私の定めた運命に忠実に従うのだ。しかし、
もし私が、あなた方が私の霊的・物質的法則に対して何をしたかを尋ねるとしたら、地球の民を統治するあなた方人間、人
類を霊の道に導くあなた方人間、あなた方の犠牲の血と多くの暗い行いを多数で私に見せなければならないでしょう。 

70 支配者たちよ。国々 に何をした？私には痛みと惨めさしか見えません。この金持ちが。多くの人が飢えに苦しんで
いることを知っているのに、どうして自分のパンがおいしく感じられるのか、どうして自分の富を楽しむことができるのか
。あなたがたは力の奴隷となり、パンは苦く、安らぎはない。これはあなたの作品であり、あなたが蒔いた種です。 

71 この世界が再び正気を取り戻すには、痛みが非常に大きいことが必要です。あなた方が互いに認め合い、仲間の命
を尊重することができるように、私の光を送る。徒党を組む武器を捨てて、長い間、その聖域に訪れていなかったあなたの
霊の父のもとに戻りなさい。 

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 87 
1 私は、あなたの心の信仰を試すために、思いがけない方法であなたを驚かせることを喜ばしく思います。私は、あ

なたが兄弟の模範となるように、あなたの魂の強さを試すのが好きなのです。あなたの霊の中に、私がイスラエルと呼んだ
ヤコブの種が生きている、これは「強い」という意味だ。その家長は、魂の強さの偉大な例を示すために、わたしによって
厳しい試練にさらされたのである。私は彼に天使を送り、一緒に戦わせたが、その男の強靭な腕は倒せなかった。そのとき
から私は彼をイスラエルと呼び、その名で後世に知られるようになった。しかし、もし私があなたに尋ねるならヤコブがあ
なたに渡したその霊的な種を、あなたはどうしたのですか？あなたは私の質問を理解し、それにどう答えるかを知っている
だろうか？私の天使たちは、あなたの過ちと戦うためにあなたの道に現れましたが、あなたはそれを受け止めませんでした
。闇の存在に発見され、彼らの前で弱体化した。 

2 もう一度問う。ヤコブの剣、その熱意と力はどこにあるのか。 

3 私は、あなたを守り、助け、鼓舞するために、あなたの地上生活における光のビーイングの存在を認めたのです。
あなたより進化した彼らは、愛の使命、兄弟の間で利益と癒しのバームを蒔く使命を果たすために降臨します。闇の存在や
失われた魂は、人の信仰や美徳、善への忍耐力を試すという任務を、否応なく果たすことになるのです。そして、最終的に
誘惑した相手の魂の強さと善への忍耐によって打ち勝ったとき、悟りを得て、生命と愛に生まれ変わるのである。 

4 弟子たちよ、わたしはあなたがたに感性を授け、兄弟姉妹の存在を感じられるようにした。霊視の賜物がない者に
は啓示の賜物があり、あるいは脳が霊界を受信する能力があり、少なくとも予感の賜物があるのですが、あなた方はその賜
物を開発するための愛が不足しています。だから、あなたがたは、羊飼いやあなたがたを守る守護者の声、羊の嘆きや下草
の中で待ち伏せしている狼の忍び寄る声を聞くことができるように、用心深く生活するようにと忠告します。 

5 この待ち伏せと危険、深淵と誘惑の時代に眠ってはならない。霊的な贈り物や霊的な光を与える使命を持っている
人は、絶えず包囲され迫害されることを理解しなさい。私は、わが民の間に偏見や迷信を呼び起こすために来たのではない
。私は、霊的なものの存在に対するあなたの信仰を強め、永遠のものへの目を開かせるために来たのです。そうすれば、物
質的なものをはるかに超えて見ることができ、あの世に存在するものがすべて光に包まれているわけではないこと、見えな
いものの中にも溶かさなければならない闇があり、崇高な霊性に変えなければならない不完全なものがあることを理解でき
るようになるのです。 

6 私があなたがたに与えた教えは、あなたがたの生活の中で、闇を明るさに変える光を自分自身に引き寄せることに
成功するように、祈ることと、善を行うために信仰と忍耐をもって見守ることを教えているのである。 

7 罪深い生活に陥った人は、自分の行く手に不吉な影響を残す闇の生き物を引きずり込むことができる。 

8 世界は科学で道を踏み外し、今日もはや進化の原点に自発的に戻ることはできない。なぜなら、信仰や愛がないた
めに真実と嘘を区別することができず、自分の存在意義を知らないからだ。わたしを聞く者は幸いである。彼らはわたしを
理解し、わたしに従い、救いを見いだすからである。私は彼らに、彼らが冒涜し、破壊したすべてのものを回復する力を与
えるだろう。 

9 そして、あなた方の3世代後には、あなた方の子孫の魂は偉大な霊化を達成していることを、本当に申し上げます
。真の高みを求めれば、以後、全人類がそうするようになる。あなた方の世界は、永遠に涙の谷、罪の国、姦淫と戦争の地
獄となる運命にはないのだから。主の日はすでにあなた方とともにある。私の正義の剣は腐敗を打つだろう。私が悪の種、
悪徳、高慢を滅ぼし、代わりに平和、調和、刷新、私への真の信仰の種を庇護したら、何が起こるだろうか。世界は変わら
ざるを得ない、人間は神への精神的献身と生活が良くなれば変わるだろう。 

10 わが掟を真に愛し、霊の掟と世の掟、すなわち永遠の力と現世の力とを結びつける術を知る者が現れる時が来るだ
ろう。それは過去の時代のように霊を奴隷にするために起こるのではなく、霊の真の自由である光への道を示すために起こ
るのです。そうすれば、道徳は家庭の懐に戻り、あなた方の習慣の中に真の教育の場と精神性の場ができるのです。それは
、良心が声を上げ、わが子たちが霊から霊へとわが神性と交わり、種族が融合するときとなるのでしょう。このことは、多
くの相違や争いをなくすことを意味します。これまで、あなた方の世界は非常に小さいにもかかわらず、一つの家族として
一緒に暮らす方法を理解しておらず、統一された礼拝形式を私に提供することができませんでした。古代のバベルは、この
民族と人種の分離をあなた方に命じました。しかし、人の心に私の霊廟を建てることは、あなた方をその贖罪から解放し、
あなた方が真に互いに愛し合うようにすることでしょう。 

11 私がこの国を最後の時にだけ、私の新しい顕現のために選んだとは思わないでください。すべては、永遠の昔から
すでに予見されていたのです。この土壌、この種族、あなた方の魂は、わが現存の時間もまたわが意志によって予め定めら
れていたように、わがによって準備されたのである。 

12 私は、最も貧しい人々 の間で、心と精神を清らかに保つ人々 の間で、私の顕現を始めることにしたのだ。それから
、すべての人が私のもとに来ることを許した。私の食卓には、差別もえこひいきもない。この民に下されたわが言葉は、そ
の形は単純で謙虚なもので、あなた方にとって親しみやすいものでしたが、その意味は明晰さに満ち、あなた方の精神にと
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って深いものでした。なぜなら、私はあらゆる知識の宝庫ですが、私は常に自分自身を単純かつ明確に表現し顕現している
からです。私は誰にとっても謎ではありません。謎も秘密も、あなたの無知の子供たちです。 

13 この時代にも、心に疑問を抱くトーマスはいるのだろうか。信じるために、他に何を見聞きすることを期待してい
るのですか？キリストが再び人間となって、あなた方の間で生きていくことを望みますか？あなたが私から奪った十字架の
犠牲の体を私に返しなさい。そうすれば、人間として戻ってくることを約束する。できるのか？いいえ。一方、私は、光と
信仰に対して死んでいるあなたを見つけ出し、霊的によみがえらせたのです。あなたは地球の中で自分の体を失っていたの
で、私が新しい体を与えてあげたのです。このような奇跡は私にしかできませんが、本当にお伝えしたいのは、あなたがカ
ルバリーでイエスから奪い取った命は、全人類の上に永遠の命の露のように広がっているということです。 

14 それゆえ、あなたがたはわが神殿であり、あなたがたの霊に存在するその聖域であり、わたしがあなたがたの礼拝
を求め、わたしの声が反響することを望むところであり、わたしの祭壇が立ち、わたしが永遠に住むことができるところで
あると、わたしはあなたがたに告げる。 

15 わが教えとわが律法はすべて、霊的生活に入るための準備にほかならない。この時代に私の話を聞いた人のうち、
あの世にすでに住んでいて、その無限の世界への通過に何の困難もなかったために精神的に喜びに満ちている人がどれほど
多いことか。一方、物質主義に猜疑心の強い多くの人々 は、精神生活について話しかけられると皮肉な笑みを浮かべます。
しかし、死の時は必ずやってくる。その時、永遠という差し迫った存在を前にして、恐れない心も、震えない精神もないだ
ろう。 

16 あなたの上で振動し、あなたの存在の深さでかき混ぜられるこの生命が、あなたの準備を見つけることができるよ
うに、いつも見て、祈ってください。 

17 私以外には、あなたの魂を保存することはできないのです。 

18 人類よ、深い眠りから覚めて、真実を直視せよ。この時代、わが正義の影響で、どれだけの人間の夢が砕かれるこ
とか。しかし、その後、新しい時代の夜明けが人々 に輝き、その時、私は人々 に新しい光を示し、彼らを至高の真理の知識
に導くだろう。 

19 新しい世代と新しい霊魂は、高い使命を果たすために地上にやってきます。そして、もし彼らがその途中で、先人
たちが残した善意と模範を発見するなら、彼らはその心から、霊化と光の時代のわが弟子たちへの祝福となる純粋な種を芽
吹かせることに成功することでしょう。 

20 しかし、まことにあなたがたに告げよう、わが弟子たちが信仰と善意において堅固であるならば、彼らは滅びるこ
とはない、彼らの祈りと愛の業によって人類の赦しを達成することができるからである。 

21 世界は平和である限り、私を感じることができず、また感じようともしなかった。したがって、苦痛を通して私を
感じなければならない。人間は試練のときにのみ、創造主に要求を向け、父を思い出し、その恩恵に感謝し、その奇跡を認
める方法を知るからだ。 

22 理解する。わが正義があなたを打つとき、同時にわが愛があなたを守る。 

23 この闘いの中で、私があなた方の霊に遺した賜物が顕現するのを見るために、そしてあなた方が私の神聖な教えを
理解することができるようにするために、人類に霊的混乱が起こることが必要だったのだ。 

24 この時、私の声を聞いたあなた方には、保護者のように、この神聖な霊感の純粋さを歪めようとする者に汚されな
いよう、警戒することを請求します。これらの啓示をもとに儀式や偶像崇拝をしてはならない。そうすれば、私があなたが
たに期待する霊的崇拝を私に捧げることにはならない。 

25 隣人において私を愛し、霊をもって祈ること、ただこれだけを私はあなたがたに求め、これらの指示に従うならば
、あなたがたはその行いを通して私に完全な礼拝をささげることになる。 

26 この霊的教えの弟子を自称する者は、物質的生活が貧しく、他の者が豊かに持っている多くの快適さを欠いている
とか、欠乏と窮乏に苦しんでいるとか、御父に訴えてはなりません。これらの不満は、ご存知のように、たった一つの存在
である物質的な性質から生まれたものです。あなたの霊には父に対してこのように言う権利はありませんし、自らの運命に
不満や悲しみを示すこともありません。すべての魂は地球上での進化の長い旅の中で、経験、快楽、人間的満足のすべての
はしごをくぐってきたのですから。 

27 魂の霊化はとっくに始まっています。あなた方の心が耐え、苦しむことを拒むこの痛みと貧しさは、あなた方がそ
れを達成するのを助けてくれるのです。すべての精神的、物質的な善には意味があり、それを認識することで、どちらかの
価値を否定しないようにしなければなりません。 

28 優れた霊能者は、物質的財産のあらゆる貧しさにもかかわらず、主としての豊かさと幸福を感じる人です。それは
、父が自分を愛し、愛するべき兄弟がおり、世の中の宝は霊の富に比べれば二の次だということを知っているからです。ま
た、優れた霊能者は、物質的財貨の所有者として、それを良い目的に使用する方法を知っており、地上での重要な使命を果
たすために神から与えられた手段として使用する人であろう。 
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29 私に従う者の中に数えられるためには、貧しく、軽蔑され、惨めである必要はない。私に愛されるためには、苦し
む者の中にいる必要はないのと同じである。本当は、私の意志に従って、あなたはいつも強く、健康で、私があなたのため
に創ったすべてのものの所有者であるべきだと、私はあなたに言うのです。 

30 あなたはいつになったら、相続財産の所有者となり、あらゆる恵みに感謝し、すべてのものに人生の正しい場所を
与えることができるようになるのでしょうか。 

31 人々 がどれほど真理の道から外れているかを見よ。しかし、わが全能の力により、彼らを真理の道に戻らせるため
に、あらゆる手段が用意されているのだ。私はこの仕事を一日で成し遂げるが、太陽が地球上の光の道筋によって決めるよ
うな一日ではなく、わが神聖なる霊の光に覆われる霊の日に、良き羊飼いである私は、長い巡礼の道においてあなた方の歩
みを守り続けるのだ。私の無限の愛の証である血の通った道から外れることは、父である私の霊を傷つけると思わないのか
。戻れ、戻れ、愛する羊よ、この道を進めば、平和のハードルに到達できるのだ。 

32 大勢の人たちよ、私のもとに来なさい、しかし、団結して来なさい。わが民の間には分裂も分裂もあってはならな
い。あなた方は兄弟愛と団結の模範を世界に示さなければならない。 

33 「私は、あなたがたに、あなたがたの求める以上のものを与えることができる、としばしば言ってきた。彼らは、
知ること、創造すること、認識すること、自由意志を持つことを熱望していたが、この人生がそのような栄光を秘めている
とは想像もしていなかった。 

34 あなたは楽園を涙の谷に変えたこの世で（長い間）生きてきたので、霊的生活に戻りたいと願い、この来世であな
たの霊に光と平安がないようにと私に頼みますが、私はこれを与えるだけでなく、多くの謎を明らかにして、生命の源を示
し、そこからあなたの父の仕事を霊的に見て理解し愛することになることを考えないで、この来世であなたに光がないよう
にします。そうすれば、物質的な創造物は、そのすべての完全性をもって、栄光と永遠の霊的生命の反射や象徴に過ぎない
ことが理解できるようになります。 

35 しかし、ある日、肉体を捨てて地球の懐に入った後、霊的生命の輝きに包まれた自分を見るとき、私が地上で語っ
た「父は子らが求める以上のものを与える」という言葉を思い出すでしょう。しかし、あなたは精神を完全な面に導く天の
梯子を登らなければならないこと、そして、あなたを頂上に導くのはあなたの努力とあなたの愛であり、あなたの功績によ
って私が約束する高い報酬にふさわしいものとなることを忘れてはならないのです。 

36 私の光は、声を出す人の心の器官で輝き、人の言葉となる。私が人に語りかけるこれらの理解器官の「首」は荒く
、その心は硬く、その唇は不器用である。しかし、私の光が彼らに触れ、私の光線が彼らの心に届くとき、彼らの話す文章
は愛と真実に飢えた者にとって天国の食料となり、苦しみに刺されて来た者にとって憩いと慰め、知恵を愛する者にとって
神の光の書となるのである。 

37 この時、パンとぶどう酒がテーブルの上にある。パンはわが言葉であり、ぶどう酒はその霊的内容である。 

38 食べて飲め、1950年の終わりから、お前たちはこの言葉を聞かなくなるのだから。あなたがたは、まだわが顕現
を受けているこの数年間を利用しなさい。時が来れば、このようにわが声を再び聞くことはないだろうし、あなたがたは、
別の指導の期間を与えるようわが身を説得しようと激しく泣くだろうが、私は前もってあなたがたに告げる。もし、王の言
葉が撤回されないとしたら、神の言葉にはどれほど当てはまるか想像してみてください。 

39 わが意志は必ず成就する。わが意志が成就しなくなるよりも、王家の天体が輝きを失い、天地が過ぎ去る方が早い
からである。 

40 私があなたから私の言葉を取り上げた後、あなたは多くのことをしなければならないでしょう。今やっていないこ
と、できなかったことは、すべてその時にやらなければならない。 

41 汝の貧しき兄弟は汝を求め、汝は汝を隠すべからず。あなたの心は慈愛と困窮への憐れみの源となり、あなたは心
の最高の領域で私を求め、そこで神の霊感を受けることでしょう。 

42 試練から解放されることはありませんが、それはあなたの精神を鍛え、信仰の薄い人々 にあなたの（神の意志への
）降伏と精神的な高揚を示すのに役立ちます。 

43 柔和と服従をもってわが意志に従う者は幸いである。彼らの中には平和と知恵と霊性の賜物があるからである。 

44 今日、私は人生の意味を理解していない人、真実が何であるかを知らない人、すべての事業、プロジェクト、すべ
てのステップで失敗している弱い人を探します。そして、私は彼らに言う。この御言葉を聞きに来れば、今までにないほど
の強さを感じることができるでしょう。信仰は無敵の力を与え、わが教義の知識は消えることのない光を与えてくれる。 

45 このように目覚めた人は、二度と無気力に陥ったり、発展の道を止めたりすることはないだろう。この光を見る者
は、私の声がいつも彼を呼んでいたと言えるようになり、人生の道のりのあらゆる段階で、私の存在が彼に姿を現していた
と言えるようになるのです。 

46 世間に憚ることなく、この光を兄弟に伝え、真実を広め、平和の種を蒔く人は幸いである。彼らは、天の御国へ続
く道を認識する。 
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47 あなたがたがしばしば間違った道を歩むために用いてきた意志の自由は、わが正義によって苦しめられるだろう。
しかし、あなたがたがこの贈り物を完全に楽しむ時が来るだろうし、それはあなたの父にふさわしい仕事だけをするために
役に立つだろう。 

48 群衆よ、私を信じなさい。そうすれば、あなたがたを散らす嵐はない。天の高みに思いを馳せる者を美徳が守って
くれるからだ。 

49 来世には（あなたがたのための）家がある。そこに住むことは、精神にとって無尽蔵の不思議に満ちた本を読むよ
うなものだ。あなた方が地上の客人である限り、できる限りよく生き、常にわが掟の戒めを守りなさい。清く、完璧を目指
し、美しく、善良であり、隣人のために役立つ者であれ。そうすることで、物質から切り離されたとき、魂が永遠へと移行
するための価値観を集めることができるのです。 

50 自分の才能に気づき、自分の力を発見し、自分の使命を理解し、そして、父としての私の愛が報酬を与えるために
あなたを待っているところに到達するまで、道を急がずに来るのだ。 

51 今、多くの人々 が第二の時代のようにわが言葉を欲しているが、その中には両方の時代にわが言葉を聞いたことの
ある魂もいるのだ。私がイエスの口を通して与えたものと比較すると、その形や表現が違っているように見えるかもしれな
いが、本当に言っておくが、その意味は同じであり、決して変わることはない。私の言葉は、私がいつでもあなたに差し出
している道、つまり、あなたの主人が送り出す光を通してあなたの霊が輝くことを望む道を示しています。 

52 あなたの習慣的な人生のコースは、突然強い嵐に鞭打たれますが、その後、無限大に、星の光が輝き、その光線は
、受肉した精神が永遠について考えるために必要な平和、光、静寂を与えるでしょう。 

53 私の存在を感じなさい、私はこの人類の心の近くに、とても近くにいるのだ。私は、深い眠りから目覚めるように
語りかけ、すべての存在が私の慈悲を求めて旅立つように、執拗にその道を照らすのだ。 

54 その時、人々 の間でわが顕現とわが証明は、非常に明瞭に輝き、人々 は 

"主だ！"と叫ぶだろう。ちょうど、私が人間として地上を歩いていた頃、人々 は私の偉大な業に驚き、"彼は神の子だ！"

と叫んだ。 

55 再び、無言の人が話し、目の見えない人が見え、足の不自由な人が歩き、死者がよみがえるのです。このような奇
跡は、ある人には霊的に、ある人には物質的に起こります。私は科学者を驚かせ、そのような偉大な奇跡を経験した人たち
に、どうやってこれを達成したのかと聞くと、彼らは毎回、祈りと信仰によるものだと答えるでしょう。 

56 これらすべての奇跡の噂と、その真実の具体的な証言は、世界のあらゆる地域から、大都市でも小さな村でも知ら
れるようになるのです。そして、霊的な現象に鈍感な人々 の硬直した心は、わが存在を感じ始め、やがて、キリストが人類
のもとに帰ってきたこと、キリストがすべての心に存在していることを理解し、彼らの心から信仰と喜びの叫びがはじける
ときが来るのです。 

57 わがメッセージの書とわが神聖なる啓示をあなた方に遺すため、あなた方の理解器官を通してわが身を知らしめ、
適切な時期に人類に送り届けるのだ。なぜなら、私があなた方の仲介で世界に送るこの天のメッセージの中に、人はこれま
で理解できなかった多くの謎の説明を見出すことができるからです。 

58 もし、あなたがたが、わが教えをはっきりと把握しておらず、自分の作品を通して同胞への愛を証しすることがで
きないなら、わが教えの使者として出発してはならない、それでは良い実を結ばないからだ。国の平和を祈りながら、自分
の家の平和を作れない弟子たちのようなものです。 

59 第三の時代に主の言葉を聞いた多くの人々 の使命は困難である。彼らは、私が与えた純粋さをもってこのメッセー
ジを心に刻まなければならない。なぜなら、彼らの光は、星見客や羊飼いを主の御前に導いた東方の星のように、人類のた
めにならなければならないからだ。 

60 この無尽蔵の水源で渇きを癒し、その新鮮さで、忍耐と理解をもって自分の十字架を背負うことができる。 

61 しかし、覚えておいてほしいのは、あなたが自分の中に命を宿しているように、地上の人間の道に終止符を打つ死
もまた、すべての人間のそばを歩いているということです。 

62 これは、時間、日、年が過ぎて、明日、あなたの精神が収穫を渡す時間が来たときに、何かを刈り取ることができ
ないように、マスターがあなたに教えていることです。 

63 この審判の時、人々 は大きな試練に屈しないために、大きな信仰と勇気と心の余裕が必要である。これこそが、人
類の希望を育むために、私の教えによって地上に広めたいことなのです。裁きの時が来た。観察する方法を知っていれば、
苦痛と罪の中に光が立ち昇るのを見ることができる。 

64 物質的、精神的な力が人類を動かし、それらはすべて審判について語り、科学者に困惑を与えるのと同様に、思慮
深く無学な人間をも震え上がらせるのだ。 

65 この世をあてもなくさまよい、さまざまな方法で人々 の心の扉をたたく魂の軍団は、しばしば、目覚めよ、現実に
目を向けよ、過ちを悔い改めよ、そうすれば、後に地球の懐に肉体を残すとき、彼らのように自分の孤独、無知、物質主義
に涙する必要はない、と伝えようとする声なのだ。このように、闇からも光が生まれることを認識しなさい、木の葉も私の



U 87 

32 

意志なくしては動きません。同様に、日ごとに増加する霊的現象は、最終的には人類の懐疑心を克服するように、人々 に氾
濫します。 

66 地上の魂を憑依されたものから離れさせ、彼らが彼に従うことによってその神通力を現したキリストは、常に父の
中におられ、そこからそれぞれの存在に命じ、その意志を実現されるのである。主は、ある者の光を、時には他の者の混乱
を利用して、愛する子供たちの運命に賢明な計らいをなさるのです。 

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88 
1 鳥のさえずりも花の香りも、わたしにはなんと心地よいことだろう。だが、まことに、わたしの霊は、あなたの祈

りが、より大きな思いと、よりよいものへの固い決意とに包まれてわたしのもとに来るとき、よりいっそうその祈りを好む
のだ。 

2 鳥のように無邪気で、花のように美しいと思うのは、自分の服装が悪いとか、肉体の殻の傷だけで判断しているか
らで、美と天恵に恵まれた精神というものが見えていないのであろう。精神は光、知性、愛、知恵、調和、永遠であり、こ
れらすべてが鳥や花に欠けている。霊の美しさを求めれば、創造主の顔を忠実に映し出す鏡のように、あなたの中にあるは
ずです。外見的な美しさはあまり追求しないように。ただし、自分の存在を何一つ疎かにしてはいけないと言う。 

3 肉体の純粋さは精神性と矛盾しないが、精神が肉体の前にあることを忘れてはならない。以前、私が話したことを
思い出してください。器の外も中もピュアに保つ。 

4 もし、私の言葉が神から出たにしては簡単すぎると思う人がいたら、その人には、私の話を聞きに来たのは単純で
無学な人たちであり、私は彼らが理解できるように話さなければならないことを心に留めておくようにと言うのです。しか
し、もしあなたがより深い考えや説明を望むなら、私の顕現を貧弱だと判断したすべての人々 に、内面的に準備し、私の神
性と霊から霊へとつながるよう伝えますが、それは私が人々 に期待することです。そして、そのような深いインスピレーシ
ョンが彼らの心に届き、彼らは私に、神だけが理解できるような言葉で話すな、と言わなければならなくなるのです。第二
時代のように、「私は地上の教えを与えたが、あなた方は信じない」と、もう一度言う。天のものを与えたのに、どうして
信じられるのか。 

5 心が誠実で、偏見や不明確な考えがないとき、人は人生をよりよく理解し、真実をより明確に見ることができます
。一方、心に疑いや虚栄心があり、心に誤りがあると、すべてが不明瞭になり、光さえも暗闇に見えてしまう。 

6 真理を求めよ、それが命である。しかし、愛と謙遜と忍耐と信仰をもってそれを求めよ。 

7 この顕現で誰かが私の存在を信じなくても、私が傷ついたと思わないでください、私の真実に影響を与えるものは
何もありませんから。宇宙のあらゆる不思議を創造した神の存在を、どれだけの人が疑ったことでしょう。それでも、その
おかげで太陽はその光を絶やすことがないのです。 

8 この道を行くために、どれだけ多くの怪しげな道と、どれだけ多くの余計な富を捨てなければならなかったことか
。しかし、あなたはすぐに、放棄の代償として平和と強さを感じたことでしょう。なぜなら、あなた方があらかじめ生活を
変えていなければ、私の大使に属することはできなかったからです。 

9 世界を照らすのは信仰の灯であり、皆さんにはその灯を担ってほしい。ああ、信仰と善行があれば、すべてを達成
することができると理解しさえすれば 

10 悪い時代が近づいているので、「武器」を買いだめしておく。悪がいかにこの世に実を結んでいるかを見てくださ
い。多くの無秩序と混乱の上に、わが霊の光は明るく輝き、地上のすべての民に浸透しています。私の光を遮るものは何一
つない。私はことあるごとに人の霊に取り付き、確かな道としての真理を示すのを見よ。 

11 この生命は、あなたの精神が完全と進歩のはしごを一歩ずつ進むために与えられたものであることを知る必要があ
ります。しかし、霊がこれらの教えを知るだけでは不十分で、肉に明らかにしようとしても耳を貸してくれないのです。 

12 この時、心は霊が種を発芽させることのできない乾燥した野原であり、それゆえ、人類がこのレベルの物質主義に
達することを私はずっと前に知っていたので、あなた方に戻るという約束をしました--

この約束は現在私が人の間で果たしているものです。 

13 私は神の種をまく者として、罪の影の下に迷い込んだあなたの魂を探し、その中に新たに愛の種を置き、託された
心の中でそれを蒔き育てるようにと言いに来たのです。 

14 戦争をしている国々 から送られてくるニュースに恐怖を覚え、祈るようになったことをご覧ください。祈ることは
良いことですが、それ以上に、もしあなたが誰かとこの贈り物を分かち合いたいと願うなら、あなたの心に平和が訪れ、そ
こから愛と慈悲が流れ出るように努めなければなりません。 

15 今日、あなた方には、人々 の間に平和をもたらし、和解させ、互いに愛し合うよう促すという任務があります。こ
の崇高な使命の背景には、あなた方が主や地上のさまざまな民族の兄弟に対して負っている、古くからの恩義があるからで
す。過去に彼が何を蒔いたか、誰が知っている？前世での彼の作品を誰が知っているのか？ 

16 あなたの精神が肉体に流れ込むことを許した直観的な知識は、あなたに疑いを抱かせ、それによって賠償の任務を
受け入れるには十分ではありませんでした。あなたが絶対に秘密だと思いたかったこと、そして身体が生まれ、成長し、死
ぬのと同じくらい自然なことをはっきりと認識してもらうために、私は自分自身を人間化し、人間を通してあなたに私の声
を聞かせなければなりませんでした。 

17 もし、あなた方の科学が徐々 に人間生活の深遠な謎を明らかにしているのなら、なぜ、わが神聖なる知恵のような
高次の科学が、霊的で永遠の生命についての知識をあなた方に啓示しなかったのだろうか。 
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18 今までの自分、これからの自分を知ってもらうことで、その先の自分をイメージしてもらうために、はじめの一歩
を踏み出したのです。 

19 人間を地上に出現させたとき、私は「成長し、増殖せよ」と言った。私は、あなたの精神を生命の光に昇華させる
とき、同じような言葉をかけました。 

20 このことを知った今、魂がどこまで上昇進化できるかを誰が知ることができるだろうか。あなた方の中で、私に非
常に近づいた人たちが、その完成度の高さをどこまで想像できるでしょうか。 

21 魂は、私がすべての人間に植え付けた種のようなものだ。それはあなたの中で発展し、あなたの幸福と、あなたに
存在を与えてくださった方の栄光のために役立つ美徳と完全性を増大させることでしょう。 

22 あなたの愛の賛辞を受け、あなたを祝福します。また、地上の問題の解決を私に求める人々 、物質的な欲求に疲弊
し、魂の平和を失った人々 がやって来ます。彼らは皆、心に悩みの種を抱えながらやってくる。しかし、私の存在を感じる
とき、彼らは悲しみを忘れる。なぜなら、最高の癒しのバームが神の言葉に含まれていることを悟るからである。ある人は
信仰、ある人は愛というように、それぞれの供養を受け入れる。 

23 ここには、私が父として、また主人としている。私は霊で来るが、あなたの人間の目が私を見ないからといって、
私の存在を疑ってはならない。 

24 完璧な状態から、私は霊的発展の梯子を下りる。それはヤコブに啓示として示されたもので、私の声が存在のすべ
ての面に聞こえるようにするためである。 

25 私が霊的に語りかけ、あなた方の霊に教えを注ぐのは私の天の声であることを人類が確信できるように、私は無知
で単純な人間の心の器官を通して自分自身を知らしめ、それによってあなた方に私の霊対霊の対話を告げました。 

26 このメッセージは全人類に向けたものであるが、今、私はこの民にそれを託し、その主のメッセンジャーとして国
、民族、地方に届くようにするのである。それは、人が戦いの時に向かって盲目的にならないための光である。 

27 世界は新しいメシアを期待してはいけない。私が再臨を約束したとき、私の来訪は霊的なものであることを理解す
るようにあなたがたに教えた。 

28 当時、人々 は、他の人と同じ人間で、誰よりも惨めだと考えていたイエスの中に神が隠されているのではないかと
疑っていた。しかし、キリストの力強い御業に鑑み、人々 は後に、この世に生まれ、育ち、死んでいったその人の中に、神
の言葉があると信じるようになったのである。しかし、現在、多くの人々 は、私が第二の時代のように人間であった場合の
み、私の来訪を受け入れるだろう。私が聖霊でやってきて、こうして人類に自らを知らせるという証拠は、証言にもかかわ
らず、すべての人に認識されることはないでしょう。物質主義は、ある人々 の目の前に暗い目隠しのようになるからです。 

29 キリストが地上でもう一度苦しむ姿を見たい、キリストから奇跡を受けたい、キリストの存在を信じたい、どれだ
けの人がそう思っていることでしょう。しかし、本当に言っておくが、この地上には、私が人として生まれるのを見る飼い
葉桶も、私が死ぬのを見るカルバリーも、もうないのである。今、真のいのちへと昇る者はみな、その心の中に私が生まれ
たことを感じ、頑なに罪にこだわる者はみな、その心の中に私が死んだことを感じるのです。 

30 その時、イエスが行ったすべてのことを物質的なものから霊的なものへ、人間的なものから神的なものへと移し替
えることで、あなたの人生にイエスの受難が現前することになるのです。 

31 なぜなら、彼らは私の来訪について先入観を持っており、その観念は現実と一致していなかったからです。私がこ
の民に自分を示したとき、彼らは霊の直感的な感覚である予感をもって私を待っていた。しかし、彼らは私が来るという明
確な形については決心していなかった。こうして、先駆者エリヤがわが言葉を彼らに告げ-

その時代の最初の召集者の中から選ばれた者の心の器官を通してご自身を現し-

、最初の顕現の証人たちに内面的に準備するように促したとき、彼らは喜びと信仰に満たされた。それは主が人々 のもとに
来られること、その現れ方は最初の時代の預言者たちが告げたこと、そして師が後に約束したことと調和することを感じた
からである。 

32 愛する弟子たちよ、人間の知性という器官を通して私の宣教の間に何度も私の声を聞いた者たちよ、私があなたた
ちに与える指示を新たにしなさい、明日はあなたたちの仲間にそれを説明しなければならないのだから。 

33 私が同じことを繰り返し話すとき、いつも違う形で話すので、よりよく理解できるように注意してください。 

34 しかし、ある者は善良さを保ち、その光が弱くならないように気をつけているが、ある者は魂を暗闇に導く誤った
道に迷い込んでいる。低俗な情熱、利己主義、傲慢、物質主義、無知、その他あらゆる悪徳は、理性を曇らせ、感覚を窒息
させ、良心の声が示す道から人を遠ざける闇の力である。 

35 私の道を踏み外し、内なる光を消してしまった魂がどれほど多いことか。しかし、闇の中をさまようのに疲れたの
で、彼ら自身が私の光の明晰さを求めて旅立つ時が来るだろう。 

36 私の霊から光の火花が無限に放たれ、砂漠の民を養ったマナのように、私の子供たち一人ひとりの中に定着してい
く。 

37 今、あなたが見ているものは、精神的なものも物質的なものも、すべてすでに発表されたものなのです。 



U 88 

35 

38 過去の時代、人類が経験してきたことをすべて予言した人たちがいた。この人々 はわが預言者、光の子であり、民
を諭し、その歩みを善の道に導くようにした。これらの預言者は、人類が主の呼びかけに無関心であった結果、艱難と破壊
の暗闇を予言したのである。 

39 今、わが恩寵に値しないと感じているあなた方は、自らに問うがよい。"神がその光を示し、メッセージを知らせ
るときにその声を聞かせた人々 がいたのに、その一方で、大多数の神の子らの視線から自らを隠していたのはなぜか？"と
。これに対して私は、わが霊とつながることができた人々 は、何の特権も享受していないと答えます。彼らは、神の思想と
霊感を心に映すために、自分の精神の光を清らかに保つことにのみ気を配ってきた。 

40 悟りを開いた者の一人の口を通して、すべての目が私を見る時が来ると、あなたに告げたのではなかったか。今、
私はあなた方に、その時は、人々 が私の存在を感じるために心を準備する時であることを告げます。すべての霊に属する賜
物であるのに、少数の者の特権がどこにあるのか。 

41 あなた方の人間の科学が人の人生を変えることができたことを経験したように、私の教えがあなた方の存在を短期
間で変えることを経験することになるでしょう。 

42 理性、正義、愛は、精神と肉体の両方にとって最も本質的な内容であり存在理由であるにもかかわらず、徳なしに
生きようとした人々 の心の中で、その地位を占めることになるでしょう。 

43 しかし、ひとたび人が真理に生きるようになれば、人々 の心の中から、簡素で霊性に満ちた新しい神への礼拝が湧
いてくるのを見ることになるでしょう。宗教的狂信、偏見、偶像崇拝は、すべての良心が放つ真実の光の前で消滅し、倒れ
るだろう。 

44 人々 は徳において偉大であり、わが意志とわが律法の前に謙虚である。地上の権力ばかりを望み、霊の宝を軽んじ
て地上の神々 であると考えた人々 は、厳しい試練を受けなければならないだろう。 

45 わたしと一緒に働きなさい。わたしはすべての人をわたしの仕事に参加させるから、やがて、わたしがあなたがた
に告げたことがすべて実現するのを見ることになるのだ。 

46 あなたの霊に私の住処を与えてください。私は、あなた方が私のために建てるべき不滅の神殿を、ここで探してい
ることを理解しなさい。私はあなたの心の中に住み、あなたの働きの一つ一つに私の存在を感じさせたい。そして、あなた
の信仰の消えない灯がこの聖域の中で燃え続けることを切望している。 

47 第三の時代の弟子たちよ、わが教えを広めるために出発するとき、あなた方が装備されているように、あなた方自
身をわが言葉に一致させなさい。 

48 私とあなたの隣人に対するあなたの責任は計り知れません。真実を輝かせ、そのために生き、必要ならそのために
死ね。 

49 あなたの父の愛がイエスにおいて人となり、その生涯が真理の宣べ伝えと弁護に捧げられたことを思い出してくだ
さい。しかし、もしあなたが私の歩みに従うには弱すぎると感じるなら、私をあなたの心に入れ、そこに住まわせなさい。
私の存在が、闘いの中であなたを強くすることを保証します。 

50 なぜ、役に立たなくなることを恐れるのか？目を過去に向けよ。第二の時代、ユダヤには賢いとされる者と純粋な
心を誇る者がいたが、わたしはそのどちらをも選んでわが使徒団を形成したのではないことを考えよ。貧しく、学もなく、
素朴で謙虚な12人の男がいた。私が彼らに「来て、私についてきなさい」と言ったとき、彼らは私の呼びかけに耳を傾け
た。 

51 今、私が使うのは学識ある者でもなく、正しい者でもなく、謙虚な者、平和と愛と光に飢えた者であることを告げ
ます。だから、人々 が恩知らず、あざけり、厳しさによってあなたに茨の冠をかぶせることを恐れず、あなたがもたらした
メッセージを人々 が理解する時が来ることを信じて、地の道へ出て行きなさい。 

52 人があなたがたにする侮辱を許しなさい。十字架上のわたしの言葉「父よ、彼らをお赦しください。 

53 あなたの言葉だけでなく、あなたの視線と心の中に、苦しむ人々 のための正義の時代の幕開けを告げる夜明けを携
えてください。 

54 昔、あなたの心は墓であり、私の名を命なきもののように保管していた。その墓は今、信仰の灯火をともす祭壇に
姿を変えている。その祭壇は、明日、あなたが昇る霊的な梯子となり、あなたが救ったすべての人々 を私のもとに来させる
ことになるべきではないでしょうか。 

55 あなた方の説教の時が近づいている。あなた方が、わが意志に従って準備してその中に入ると、あなた方が経験し
たことのない、考えたこともない、聞いたこともない出来事を語るのを聞いて、驚くことであろう。 

56 真の人生の道を歩む足取りが確かなものになり始め、自分が神の国にいることを実感する瞬間が訪れるのです。 

57 私の弟子たちの多くが希望に燃えており、私の愛の力と真実の説得力がこの人類を変えるに違いないと固く信じて
いるのがわかる。 
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58 しかし、他の人々 は、私が今皆さんにお知らせしている世界、すなわち、互いに愛し合う人々 や国々 があり、あら
ゆる自己欺瞞から解放され、主に霊的崇拝を捧げる方法を知っている人類を理解していないために、懐疑的な態度を示して
います。 

59 もしあなたがたが私を信じるなら、私の力は人間の罪の力よりも無限に大きく、それゆえ、罪が真理と正義の光の
前に道を譲ると同時に、人間とその生活は変わらなければならないと信じることができる。 

60 人々 が神の意思を実行したら、この世界の生活を想像できますか？ 

61 たとえそれが自分でなくとも、未来の子供たちであっても、この時代が来ることを、皆さんの心の中に少しずつで
も思い描いてください。 

62 改めて言うが、対立を恐れてはいけない。だから、主があなたのところに来られたことを、最も自然な態度で仲間
に伝えてください。 

63 十字架上で亡くなったのはイエスであり、キリストが身を隠した体であり、神の言葉が宿る生きた神殿であること
、しかし、神の愛であるキリストは生きておられ、御霊となって子供たちのところに来て、彼らを御霊の国に導く道を教え
て下さることを伝えてください。 

64 もし彼らが、わが来訪の時が来るまで私はどこにいたのかと尋ねるなら、私はあらゆる霊の中にいて、人の心が私
を望み、人の声が私を呼ぶのを待っていたのだと言ってやりなさい。 

65 そうだ、人々 よ、語れ。耳の聞こえない者に聞こえるように語れ。そして皆に伝えよ。私は今日、人間として来た
のではない、だから可愛いマリアもこの時、地上に来て、母として私に仕えなかったのだと。もしあなたが彼女について尋
ねられたら、彼女の霊は永遠の聖域に住んでいて、そこからすべての子供たちに彼女の無限の母性愛の放射線を送っている
、と答えてください。 

66 あなたの心の中を読みますと、ある人は、あなたの罪がこれほど大きな恵みを受けるに値しないと考え、私があな
たのところに来ることは不可能だと言いますが、他の人は、まさにこの罪が、私があなたのところにいる理由だと考えます
。あなたがたが熟考し、わが言葉を不注意に通り過ぎないことは、われに喜ばれることである。なぜなら、あなたの熟考と
研究によって、あなたの進歩が決まるからである。 

67 私があなた方の心をどのように読んだか、お気づきですか？それゆえ、わたしはあなたがたに、わたしの存在があ
なたがたから離れるよりも、まつげがあなたがたの目から遠く離れていることを告げます。だから、自分の罪を恥じる者は
、わたしが赦しであることを知り、わたしのことばで身を清めなさい。 

68 わが教えの一つ一つの価値を認め、わが声に耳を傾け、目覚めよ。私は、1950年を私の出発の年として示したこ
とに留意してください。しかし、あなたがたはその前に、あなたがたの愛と関心のなさのために、わたしのことばを終わら
せることを望むのか。今年はもう間近に迫っていますが、その時あなたは何を私に提供しますか？あなたは再び私を否定し
、私を十字架につけるのですか？見て、祈って、その時が来れば、あなたは強くなれるでしょう。 

69 もし、私が約束した時間の前に、私の言葉を撤回するならば、あなた方は孤児になったと感じるだろう。しかし、
もし私が1950年にそれを終わらせるなら、あなた方は、私の顕現の間にすべてを受け取ったので、いかなる不満も正当化
することはできないだろう。 

70 災いなるかな、わが言葉を聞いても忘れる者は、主を慕って涙を流し、その行く手に偽りのキリストだけを見出す
であろう。彼らは、私がわが身を知らせたのと同じ方法で彼らに語りかけるように見えるが、命の本質も真理もない言葉で
、彼らを混乱に陥れるのだ。もし、偽りの光によって、私の言葉が愛情を込めてあなたのために拓いた道を失うことを、あ
なたは苦痛と思わないのでしょうか。だから私は、あなたがたがわがことばに満たされ、その本質を認識できるように、頻
繁に語りかけているのだ。 

71 あなた方はみな罪人であるが、私はあなた方を弟子として迎え入れた。すべてわたしの教えであり、すべてわたし
の聞いたことであり、人の訴えはわたしに届くからである。私は同じ愛で、金持ちの守銭奴、権力者、君主、支配者、兄弟
殺しや悪事を働く者、謙虚な者、正義に飢えた者を迎え、彼らの必要を聞き入れるのだ。私は、彼らの宗教や信条を判断す
ることなく、すべての人々 の祈りに応えました。 

72 それゆえ、私はすべての人にわが光を送る。自分の宗教を愛し、精神的な理想を大切にする人は皆、真理と永遠を
求めているのだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 89 
1 あなたは自分の十字架を背負ってきた。人生の問題はあなたの魂に重荷のようにのしかかるが、あなたの運命に存

在する霊的な十字架は、私に従うためにまだ背負っていないのだ。 

2 人々 はもっともっと自分の精神的な情熱を通して生きるために立ち上がり、自分の十字架を受け入れるべき時が来
たのです。 

3 私があなた方に教え、カルバリーで私の血で封印したあの言葉、「互いに愛し合うこと」は、最終的に人類の心の
中で花開くでしょう。 

4 私のあなたへの愛は、あなたが失われることを許さないので、私はイエスにおいて、あなたが救いを得ることがで
きるように、いつでもその助けを与えるために、永遠の価値を持つ御言葉をあなたに与えたのです。神の言葉は、あなたを
救うために人となったのです。あなたの霊が、兄弟姉妹を救うためにこの時転生しなかったかどうか知っていますか？ 

5 イエス様はこの地上における神の「言葉」であり、言葉だけでなく、その働き、姿、思いなど、すべてが語られて
いました。師匠がそう言うのは、あなたがそのお手本を真似ることができるからです。あなたの中に眠っている能力が目覚
め、その能力を発揮できるように、あなたが愛すること、あなたの心が善意で満たされていること、それだけで十分です。 

6 あなたの十字架を負い、へりくだって私に従いなさい。あなたが誰かを慰め、心に平和をもたらし、精神に光を与
えている間、私はあなたの物質的な生活に関連するすべてのことに気を配り、何事も怠らないことを信じてください。 

7 私があなたの霊に語りかけるとき、あなたの心も見て、その中に悩みや必要や望みを発見していると信じてくださ
い。 

8 新しい夜明けは人々 を照らし、その光は人々 の心に信仰を呼び起こすことでしょう。 

9 愛する弟子たちよ、わが言葉に慣れてはならない、そうすれば、それを聞くたびに、あなたの心は、この神の種が
その深い感性に落ちたと感じることができるだろう。 

10 光を求める魂よ、私のもとに来てこの御言葉を聞きなさい。悲しい心の持ち主よ、私の声で希望を取り戻しましょ
う。汝ら、人生の難路に屈した身は、我に力を求め、再び己を正すのだ。 

11 私の声を聞く魂たちよ、この世の生活の問題があなたがたに痕跡を残し、ましてやあなたがたを曲げるようなこと
があってはならない。あらゆる試練を含む光を求めて、強く、節度ある人間になるように。 

12 魂が肉体を征服することに成功しなければ、後者が肉体を曲げて支配する。このため、魂は弱くなり、肉とともに
死ぬと信じるのである。 

13 かつて私が心を求めたように、今私が求めているのは霊であり、互いに愛し合うことなのだ。 

14 今日、私は人間を超えた愛、すべての世界を統合する愛を教えに来たのだ。 

15 私の言葉は、あなた方の運命が地上生活だけにとどまらず、霊的にも使命を続けなければならないことを明らかに
しています。 

16 わたしは、わが光に照らされ、道を照らす松明のように印をつけられた14万4千人に導かれ、大軍のように立ち上
がる民を形成しているのだ。 

17 平和の兵士がこの民を形成し、預言者と先見者が来るべきものを告げ、人間の科学を持たない医師が慈悲と愛のバ
ームで病人を癒し、私の光に触発されたカウンセラーが神の教えを語り、彼らの世界での足跡が回復と再生と霊性の証しと
なるのです。 

18 この民は人間だけでなく、光の精霊の大軍もその一部となり、その見えない武器が地上で戦う者たちを助ける。 

19 あなたはこの人々 の一員になりたいですか？わが声を聞き、祈り、肉体の弱さを捨て、わが教えを仲間の間で適用
し始めよ。 

20 疲れを感じている人が、どうして強さを伝えられるのか。健康を失った仲間を、どうして病人が癒すことができる
のだろう。あなた方が喜びをもって十字架を背負うことができるように、私とともにあなた方自身を強め、養いなさい。 

21 愛する人々 よ、私はすべての心に私の愛のマントを広げます。 

22 私は今、無限からわが光を照らし、明日、わが言葉を理解することができるように、あなたがたを準備しているの
だ。この世界、この時代へのイエスの輝きは現実のものなのか、皆さんは何度自問したことでしょう。あなた方は自分自身
の中に闘争を呼び起こしているのです。それは、聖霊があなた方にわが啓示は真実であると告げる一方で、その心と小さな
脳を持つ不屈の肉体が、疑い、揺らぎ、しばしばこの形におけるわがプレゼンスを否定する、というものです。 

23 あなたがたが私を信じて愛するときも、私を疑って道から外れるときも、私はあなたがたを祝福するから、恐れて
はならない。私はただ、すべての人が真実を知ることができるように、人類に光を与えるために来たのです。 

24 第三の時代の幕開けに私が送ったこのメッセージは、わが神聖なる愛が抱くもの、そしてわが完全なる正義に期待
できるものについて、あなた方に明瞭さと確信をもたらすものだ。 
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25 私は光の種をまく者であり、種をまき、刈り取るのに最適な時期を正確に知っている。風が木々 を揺らし、大地を
乾かした後、種をまく時が来た。今日はまさに、風が世界を揺らし、木々 が葉を落とす時である。苦悩の杯を飲み始める時
期です。物質と精神の戦いは目前に迫っている。善と悪、光と闇、真実と嘘の戦いである。 

26 人類が堕落の極みにあるとき、世界が罪に堕ちたとき、あなたがたの神が光を与えに来られると、昔から書かれて
いるのです。 

27 人がこの時間殺しに勝利している間、私は彼らに命を与えることで勝利するのだ。私の神業は魂を救うことです。
あなたはまだ「世の中の救世主」の意味を理解できていませんね。 

28 あなたがたの心には、私を感じなくても生命が息づいており、それでもなお、あなたがたの心に私の霊が光を当て
ていることを不思議に思っている。救い主が失われた魂を探し求めることが、あなたにとって何が不思議なことなのでしょ
うか。羊飼いが迷子になった羊を探しに行くとき、不思議に思ったことはないだろうか。 

29 私は、あなたが創造される前から、あなたが私に背くことを知っていた。そして、私は愛によってあなたを救う。
私は、人が王座に十字架を与えるようなイエスの中に、私の神聖な愛を受肉させなければならないことを知っていました。 

30 私は、限界のない愛の力をあなたに教えるためにイエスにいたのであり、それは私の血と赦しによって、言葉や癒
しの中に絶えず流されているのです。この愛がラザロを目覚めさせ、マグダラを赦したのです。しかし、あなたがたは、こ
の世に死を与えたのだから、私がこの世に帰ってきたなどということはあり得ないと思っているのです。しかし、私は父の
懐に戻り、あなた方はもはや私を人間として感じ、想像するのではなく、ただ愛として感じなければならないことを理解し
ていないのです。 

31 その時代、神の愛はイエスの唇のように純粋な唇を通して語られ、そして今、それは罪人の唇を通して現れ、私は
私の教義を伝えるために、彼らを通してあなた方に私の言葉を宣べ伝えていることは事実である。しかし、私はまた、本質
がどちらの場合も同じであること、そして、私の愛は、この時、より完全な形で現れていることを告げなければならない。
なぜなら、私はあなた方自身を私の口添えにし、それによって、あなた方の傷が私を軽蔑させないことを証明するからだ。 

32 ある者は、わたしがわたしの姿を現す人々 は神を冒涜する者だと言うが、わたしはあなたがたに言う。 

33 すでに多くのレッスンで、人に対する私の霊的な輝きについて啓蒙してきましたが、それでもなお、あなた方は疑
念を持ち続けています。あなたがたは、第二の時代に私があなたがたに与えたような物質的な証拠を、あなたがたに与える
ことを望んでいるのだ。 

34 もし太陽がすべての自然、すべての存在に生命の光を放ち、星々 もまた地球に光を放つなら、なぜ神の霊は人間の
精神に光を放たないのだろう。 

35 今、私はあなた方に言います：人々 よ、あなた方自身の中に入って、愛に起源を持つ正義の光を世界中に広げてく
ださい。真の愛がなければ、魂の救済は得られないと、わが真理を確信させるのです。 

36 私が新たに何をしに来たのか、ご存じでしょう。だから、正しい道を思い起こさせるわが教えを守りなさい。世界
が真のスピリチュアリティに到達するまで、私はあらゆる物質的、人間的な手段を使って人間に近づき、コミュニケーショ
ンをとることをやめないだろう。あなたの感動と上昇志向、そして永遠への到達を待っています。 

37 あなた方にとって敵対的に見えるこの世界も、実は徳と愛の活かし方を知っている人にとっては適切で好ましい場
所であり、すでに霊的な上昇を遂げることができます。 

38 苦しむ魂、泣く母、悲嘆にくれる心、たくさんあります。世界は、血と病と悲しみに満ちている。人類を助け、自
分の感情を高め、もっと慈悲を実践してください。手を差し伸べて、隣人を自分の子供のように助け、兄弟姉妹のように話
を聞きなさい。そうすれば、あなたは世界に愛を与えることになり、心の奥底に父の愛の反映を感じ、愛撫のようにあなた
を覆って、闘いを続けるよう励ましてくれることだろう。 

39 一歩一歩、刻一刻と、今まで人の心に閉ざされていた私の聖域に、私が住まう時が近づいているのです。 

40 私に近づくためには、見返りを期待せずに与えることだけに人生を捧げなければならない、あるいは、すぐに見返
りがなくても自分を犠牲にしなければならないと考える人は、間違っています。あなたを必要とすることで、慈悲の道にお
いて、あなたが父に近づく機会を与えてくださるからです。 

41 だから、弟子たちよ、世に出て行って、同胞に伝えよ。この時代、もし彼らが私の到来を待っているならば、彼ら
は人としての私を見ることはないだろう、と。もし彼らが、第二時代のように、盲人、麻痺者、難病者、憑依者を主のもと
に連れてくるために地上の主の到来を待つならば、彼らは私を人間として見ることはないだろう。なぜなら、人間の間での
私の存在は純粋に霊的なものだからだ。それでも、彼らは自分の病気を私に命じ、その悲しみと苦しみを私に告げることが
できる。私は私の子供たちの近くにいて、そこにいるからだ。 

42 この光、このみことばは、この時代に私があなた方に教えたもので、あなた方が互いに癒し合い、慰め合い、人生
の道で助け合うことができる霊的で簡単な方法を示してくれるでしょう。それは、病める者が互いの愛によって癒しを得る
時であろう。 
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43 そうです、人類よ、あなた方は情念の火を燃やし、その後、天に向かって、父があなた方を罰しないことを理解で
きないまま、罰しないでくださいと叫びました。あなた方こそ、憎しみと戦いの火を、償いと美徳の水によって消す方法を
理解していないのです。汝らにはこの徳がないのだから、今こそ涙で、血で、火を消し始めなければならない。 

44 私は、あなたが泣くこと、痛みを感じることを妨げようとした者です。私は、あなた方が立ち上がり、自分自身に
勝利することを望んでいる者である。 

45 謙虚さを、精神的な上昇を達成するための最良の味方のひとつにする。霊の国である天の門は、傲慢な者には完全
に閉ざされているからだ。彼はそれらを通過したことがなく、また通過することに成功することもないだろうが、もし彼が
謙虚になるなら、私は彼を最初に賞賛し、彼のために永遠への扉を開くのは私の慈悲であるだろう。 

46 自らを鼓舞することのできない知性の器官を通してこのように語りかけることで、わが存在の最良の証明とわが照
射の真実の証明を与える。では、なぜあなたは不誠実な意図をもって私に証拠を要求するのですか？ほら、謙虚な人だけが
私の王国に入れると言ったでしょう。謙虚になれば、わが言葉が含む愛と慈愛を理解することができる。 

47 私に挑戦してはならない。そうすれば、あなたが慈悲を求めた人に慈悲を与えないのを見たとき、あなたにどんな
権利があったのか、私が尋ねることになるからだ。 

48 あなたがたのうち、何人がわたしの種をまく者になるか、まだわからないのだから。人の偏見に対する恐れを捨て
よ。そのような恐れを感じるべき者は、同胞の心にこの種を蒔くために私に仕えないであろう。恐怖は物質的な性質の弱点
に過ぎず、信頼や信仰は霊の資質である。 

49 あなたがたは、主人であり主であるキリストの愛に対して、非常に冷淡であったと考えなさい、しかし私はあなた
がたに尋ねる。この気持ちの冷たさの原因は何だったのでしょうか。 

50 第二の時代には、「狐には巣があり、鳥には巣があるが、神の子には頭を置く場所がない」と言ったが、今日、私
があなた方の心の扉を叩いても、あなた方は私に開こうとしないのだ。しかし、私はあなた方を私の弟子とする。私の愛は
決して負けることはないのだから。 

51 この惑星は、人類がその驚異の中で創造主を礼拝し、栄光を帰するために、御父が霊的生命のイメージとして用意
されたものですが、後に人間によって涙と血の谷に変えられてしまったのです。それ以来、この世界は、試練と浄化の激し
い試練を乗り越えなければならない存在たちの贖罪の谷であり続けているのです。それなのに--

この地上に天の国と永遠を見る人が、まだどれほどいることでしょう。 

52 ここでは人間の虚栄心が宮殿と王座を建て、人間は自分を王と戴き、盲目のうちに自分を神と思い込んで崇拝する
ことを許したのである。私は、彼の欲望を妨げたり、自由意志の贈り物を奪ったりしたことはありません。自分から真理の
光を発見し、人生の本質を知ってほしかったのです。 

53 私の力は、罪を犯した子供たちを罰するために、世界も家も贖罪の場も作ったことはありません。地球が苦痛と苦
渋の坩堝であるとすれば、それは人間の仕業である。 

54 もう一度言いますが、この世は平和であり、不思議であり、啓示であり、初めから霊の王国に似ていたのです。 

55 私があなたがたに賠償について話したとき、何を言いたかったかわかりますか。人間同士の兄弟愛があり、すべて
の被造物との調和と主への霊的な崇拝を実践する世界。 

56 私はあなたの裁判官ですか、それとも違うのですか？そうだ、人間よ、わが裁きはお前に対して無慈悲で厳しいが
、それは生命の創造主である彼の愛から生まれたものだ。わが掟を冒涜し、罪を犯し、背いた者をすべて滅ぼすこともでき
た。しかし、死によってお前を倒すことに、どんな価値があるのか。真実と愛には力がないのでしょうか？ 

57 死者はいらない、贖罪のために泣く者の嘆きを永遠に聞きたくはない。 

58 現在いる者の中で、私は不在の者を受け入れる。明日、この言葉がもはや聞かれなくなったとき、わが証人の唇を
通して、聞かなかった者に伝えられるだろう」。弟子たちよ、互いに愛し合いなさい。そうすれば、あなたがたの心は兄弟
のための救命ボートのようなものとなるであろう。 

59 この時代のグッドニュースは、地球のすべての心、すべての隅々 にまで届くでしょう。私が第二の時代にイエス様
を通して伝えたメッセージは、すでに人類の知識の体系となっています。その祝福された種に、スピリチュアリズムの実り
ある雨が降り注ぎ、過去のメッセージを照らし出し、説明してくれることでしょう。 

60 幸せな生活をしている人、罪や痛みをあまり知らない人ばかりを捜すのではなく、らい病人、人斬り、冒涜者、人
生に迷っている人のところへ来てください。その存在が外見上あなたに見せる惨めさにひるむことなく、その人の中に霊が
宿っていること、その人の中に主の子が宿っていること、あなたの兄弟姉妹の一人で、永遠の神の絆であなたと結ばれてい
ることを直ちに思い起こしなさい。痛みを感じず、和らげずに通り過ぎることがないように、常に私の言葉をあなたの中に
生かしておくのです。 

61 隣人の痛みを感じる者、兄弟の試練を内心で経験する者は、その祈りと言葉によって、その者が自分を使う者、あ
るいは共に苦しむ者の上にある重い贖罪が解かれることが認められるのです。 
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62 困っている人がドアを叩いても、何の準備もできていないことに気づかれないようにしてください。そうすると、
あなたの霊は、このような困難な使命を果たすために地上に送った神に対して証しをすることができなくなります。 

63 あなたの魂は、新しい人類を創造しなければなりません。そのためには、世界を包む悪と戦わなければなりません
。子供たちを見守り、若者の善を強化し、新しい世代があなたの寛大な業を継続させるのです。 

64 私の視線が、生き始めた者が陥る奈落の底や、身を守る武器を持たない者に待ち受ける危険を発見しないとでも思
っているのか。 

65 人民よ、もはや堕落に慣れることなく、純粋さを誇ることなく堕落と戦い、仲間の罪に憤ることなく、堕落を克服
せよ。機転を利かせ、正確に、慈悲深い言動をすれば、世間はあなたの言葉に耳を傾け、あなたの教えの言葉にも注目する
ようになります。この教えを伝える前に、それを実践しなければならないことを、改めてお伝えする必要があるでしょうか
。 

66 弟子たちよ、わが言葉を研究し、その本質を発見するようにしなさい。私はあなた方をこの啓示の最初の守護者と
し、明日、世界に公表することにします。 

67 この啓示には大したことはないように見えるが、これが人類の間でどんな意味を持つか、将来わかるようになるは
ずだ。 

68 この人々 の中には、この仕事の偉大さを予感し、その出現が世に与える衝撃をすでに感じている者、これは良い道
だと信じて満足している者、また、この教えの偉大さを発見できず、その勝利と人の心に入ることを疑う者など、さまざま
な弟子たちがいるのである。私があなたに託した宝石であり、その神聖な光線は、あなたが私の教えを理解していないため
に、認識しようとしなかったものです。 

69 イエスがナザレの大工と貧しい女の息子で、後にガリラヤの貧しい漁師たちの仲間になることを知ったとき、人々
はイエスの出自と服装で判断し、イエスの言葉を疑っていたことを忘れてはならない。村から村へ、粗末な衣服で巡回する
この伝道者が、主がイスラエルの民に約束された王であるとは信じられなかったのである。 

70 なぜなら、人々 は、精神によってのみ見たり感じたりすることのできる偉大なものを信じることができるように、
感覚を麻痺させるような外側の輝きを求めるからです。 

71 人々 が目を見開くように、私は血を流し、命を捧げ、よみがえらなければならなかったのです。あなたがたが私を
信じるために、今、わが霊はどんな杯を飲まねばならないのか。人間性：あなたが救われるのを見なくてどうする。 

72 まだ短い期間ですが、お話を伺います。まだ私の出現に気づいていない人々 は、後にそれを理解するようになり、
そして揺るぎない信念をもってその使命を受け入れるようになることを私は知っています。 

73 私は忍耐で武装して来る。私は、私の教えのために来る者には教師であり、私に健康だけを求める者には医者であ
る。私は、多くの罪を犯した後、謙虚に頭を下げて私の前に来て私の許しを請う者には寛大な裁き手である。明日、彼らの
望みが叶うのを見るとき、彼らの唇はまさに無知な者たちに教えるために語るだろう。彼らは神の医者のもとに来るが、た
だ隣人の苦しみのために癒しと慰めを求め、また、彼らを傷つけた者のために執り成すために、わが正義に向かうだろう。 

74 師匠になるには、まず弟子や兄にならなければならないと申し上げました。 

75 誘惑に陥らないように見守り、祈りましょう。 

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 90 
1 私は、あなた方の心の扉をノックする放浪者です。私がノックしても、あなたはそれが誰であるかを知らず、あな

たは開けても私を認めない。私は、ある村に来て自分を知っている人がいない放浪者のようであり、異国の地に入ったが言
葉が通じない外国人のようである。これが、私が皆さんの中で感じていることですいつになったら、私の存在を感じられる
のでしょうか。人々 よ、いつになったらわたしを認めるのか。ヨセフの時代に、エジプトで兄弟たちに認められたのと同じ
ように。 

2 ヤコブの子ヨセフは、実の兄たちによってエジプトに向かう商人たちに売られていた。ヨセフはまだ小さかったが
、すでに予言の偉大な才能の証拠を示していた。嫉妬に駆られた兄弟は、もう会うこともないだろうと、彼を始末した。し
かし、そのしもべを見守る主は、彼を守り、エジプトのファラオとともに偉大な人物とされました。その後、世界が旱魃と
飢饉に見舞われたとき、ヨセフの助言と霊感に導かれたエジプトは、その襲来に耐えるだけの十分な食糧を蓄えていたので
す。その時、ヤコブの息子たちが食べ物を求めてエジプトに来た。弟のヨセフがファラオの大臣や顧問になったことを知っ
たとき、彼らはとても恐ろしくなりました。その姿を見た彼らは、自分たちの犯した罪を悔やみ、彼の足元にひざまずき、
兄の予言が的中したことを悟った。死んだと思っていた人が、力、徳、知恵に満ち溢れた姿で目の前に現れたのです。彼ら
が売った預言者は、主が幼い頃から彼の唇に載せていた預言の真理を彼らに証明したのです。彼らが苦しめ、売った兄弟が
彼らを許したのです。皆さん、お分かりになりますか？なぜ私がこの日のことを話したか、おわかりいただけたでしょうか
。ヨセフが兄弟を認識したように、あなたはいつ私を認識するのでしょうか？ 

3 私もかつて、あなたがたに予言をした。私も売られ、死に引き渡された。でも、「また来るよ」と言ったことを忘
れないでください。では、なぜ今、私があなたの扉を叩いているのに、あなたは私を受け入れないのですか？あの時のよう
に、干ばつや飢饉が地上に現れて、ようやく私を求めることができるのでしょうか。 

4 あなたがたを悪から救い、完全なものにするために、私は太古の昔からあなたがたにどれだけ語りかけ、与えてき
たことだろう。しかし、あなたはまだ山の頂上に到達する時間が必要です。そこでは、私の愛から生まれた宝石のように、
私のもとに戻ってくるあなたを守るために、私があなたを待っているのです。 

5 すべての人は、わたしがすべての被造物の父であり、存在の運命がわたしのうちにあることを知っている。しかし
、私は彼らの注目も尊敬も浴びていない。彼らはまた、創造し、主人であり、隣人の運命を支配する力を持っていると信じ
ています。 

6 このように、人間はわが忍耐を試し、わが正義に挑戦してきたのだ。私は彼に真実を見つけるための時間を与えた
が、彼は私から何も受け入れようとしなかった。私は父として来たが愛されず、次に主人として来たが理解されなかった。
しかし、人類を救うために必要なので、今は裁判官として来たのだ。人は私の正義に反抗することを知っている。彼は裁判
官である私をも理解せず、神が復讐を果たしたと言うだろう。 

7 神様の愛は完璧なのだから、復讐心を抱くことはありえないということを、みんなに分かってほしい。私は苦痛を
与えることはできない。苦痛を引き寄せるのは、あなたがたの罪である。私の神聖な正義は、あなたの苦しみや、あなたの
死の上にさえあります。苦しみ、障害、失敗は、人間が常に自分に課している試練であり、その種をまくことで少しずつ刈
り取っていく実りである。このような人生の危機の一つ一つに、私の光があなたの精神に届き、その救済を達成することが
できれば十分である。 

8 多くの人が、「キリストの教えがわからない」「何から目をそらし、どこに歩みを向ければいいのかわからない」
と言います。しかし、私は彼らにこう尋ねます。「その教えは、あなたにとって高すぎると思いませんか？それなら、今、
私の声を聞けば、それらが理解できるだろう。 

9 その教えをすべて説明するために、私は戻ってこなければならないと思ったのです。だから、真理の霊が来て、す
べての謎を説明し、あなたが理解していないことを理解させると言ったのです。真理の霊がすべての肉体とすべての霊魂の
上に漂っている時です。あなたは良心の奥底に集中して私の声を聞けばよいのです。しかし、私はこの時代の最初の実りと
して、人間の知性という器官を用いた私の宣言をあなた方に与えたいと思った。このメッセージが、あなた方の成長への道
に確固たる信念を与える種となるように。 

10 この時、私はあなたに愛と平和と霊的な教えを与え、あなたの心は-貧しく、これらすべてを必要としている-

神聖な贈り物を受け取るために自らを清めるのです。 

11 強者や知識の豊富な人が見放したものを謙虚な人が受け、立派な宮殿で軽蔑されていたものが貧しい小屋に届き、
喜びをもって受け止められる。 

12 長い待ち時間と多くの苦しみに疲れたあなた方は、私のもとに来なさい。この瞬間のために、私はすべてを準備し
、すべてが整っているのです。わたしは風に香りを与え、あなたがわたしの爽やかな息を吸えるようにした。わたしは無限
の愛であなたに近づきたいからだ。 

13 強大な力を持つ子供たちは、私の呼びかけを聞くと、「明日また来なさい、今日はあなたの居場所がないのです」
と言い、一方、単純な心を持つ人々 は、「先生、来てください、私たちの小屋にあなたの臨在を与えてください」と言う。
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私たちの恥ずべき汚点に目を向けないでください。罪人マグダラの家を訪問された方、あなたを見る幸福を与えてください
。 

14 この緊急かつ謙虚な呼びかけが私に届くとき、私はこの時のために準備されたこれらの心に、あたかも聖域のよう
に近づき、入り込む。 

15 私はあなたがたの中に、痛みの涙に塗られた者、迫害を受けた者、屈辱に耐えた者を見いだす。 

16 しかし、羊飼いが道に迷い、危険にさらされている羊の鳴き声を聞いて急ぐように、私があなたの呼びかけに応じ
て、遅滞なく来たことを理解するようになる。 

17 あなたがたは、大きな信仰をもって私を呼び、たゆまず私を求めました。 

18 信じて待つことを知るすべての人に、私は愛の洪水のように祝福を注いでいることを自覚しなさい。苦しみを忘れ
させてくれる愛の歌のように聞こえてくる私の声に耳を傾け、あなたの心が人生の道で少しずつ収穫してきた苦しみをすべ
て赦しましょう。 

19 あなた方は現在、私の霊的存在を心の中で感じることを学んでいますが、この知識は、ある人にとっては休息、あ
る人にとってはオアシスのようなものです。私はすべての人を探しているが、まず、私の話を聞いても私を否定せず、私と
ともにいるために兄弟姉妹のあざけりに耐える術を知っている人々 の間で自分を知らせるために急いで来たのである。 

20 試練に耐えなさい。そうすれば、あなた方はわが働きの証人となる。しかし、私はまた、わが忠実な弟子たちが真
理に立っていることを人類が理解できるように、証人となるであろう。 

21 あなたたちだけがわが働きの証人となるのではなく、わが民の男女だけがわが来臨の証人となるのではなく、すべ
てがわが来臨を語り、わが真理の証人となる、あの第二の時に起こったように、十字架上の死の時そのものに、太陽が隠さ
れ、大地が揺れ、すべてのエルサレムは荒れ、悲しんだのである。 

22 愛する弟子たちよ、もはや私のために泣くな、あなたの涙は至福に変わるだろう、あなたが地上で私の教えの勝利
を経験するとき、あなたはなお無限の喜びで泣くだろう、そして誰もあなたからこの至福を奪うことはできないだろうから
。当分の間、この霊的な宴席で、甘い命のパンを食べ続けてください。 

23 私との交わりを得た瞬間、苦難を忘れることができるように、あなたの精神に映るこの祝祭を楽しんでください。
あなたの傷は癒え、あなたの労苦は休まるだろう。このような時が来たとき、あなたの心は、宴会のために飾られた家のよ
うに輝き、地上の最も高い王宮でさえ、その時にあなたの精神に輝く輝きを持つことはできないだろう。 

24 心の柔和な人は幸いである、その人たちには天の国がある。 

25 羊飼いが怒られたとき、深く苦しむ者は幸いである。しかし、私のことを心配するのではなく、苦痛が確かに落ち
込ませ、誘惑が打ち負かすことができるあなた自身のことを心配するのだ。 

26 私の話を聞いて、「先生、私たちはこんなに小さくて弱いのに、どうして私たちを選んでくださったのですか」と
尋ねるとき、あなた方は自分をリフレッシュすることができるのです。しかし、私はあなたに答えます。あなたの主は決し
て間違っていません。 

27 あなたが初めて私の話を聞くようになる前から、あなたが私の来訪について何も知らなかったときから、あなたの
心はすでに、嵐の中で漂流者を導くビーコンのように、主人が世界に光を送ろうとしていることを指摘していたことを認識
しなさい。 

28 あなたがたを呼んで、わたしの働き手とし、このよい知らせを宣べ伝えるために、あなたがたを旅立たせようとし
た。しかし、その前に、自分の敵、つまり自分にいばらの冠をかぶせた者、自分に胆汁や酢を飲ませた者をすべて許すこと
を学んで、自分は今、外に出て霊化の種を撒くことができるほど強くなったと言えるようになってほしい。 

29 このようになれば、播種に出発し、精神的な布教の狭い道では、苦しみや苦悩に出会うでしょうが、それを補う大
きな喜びもあることでしょう。私の愛の種を蒔きに行くときは、祈り、信仰を持ちなさい。時には泣くこともあるだろうが
、その一方で、わが掟を全うすれば、喜びとなることがたくさんある。 

30 贖罪の旅が終わり、すべてが平和で調和し、完全な幸福がある約束の地に到着するまで、日々 の仕事の中で涙や喜
びに出会うことでしょう。 

31 あなたの杯は、あるときは蜜で満たされ、あるときは苦で満たされる。しかし、私はあなたにもう一度言う。私に
祈り、見つめ、信頼する者は、弱さに屈することなく、その心は信仰に満ち、決して私を否定することができず、その唇は
揺るぎなく私の真実を地上に宣べ伝えるからだ。 

32 悲しく遠い道だが、私の愛があなたの心の渇きを癒してくれるだろう。私はいつも、飢えや渇きで死にそうになっ
ている人を見て、その人のところに来ていたことを忘れないでください。 

33 キリスト、神の約束は、第二の時代にイエスにおいて人となり、神の言葉は人の言葉となった。愛、光、知恵の霊
は、良心を通して人の精神と心に触れ、私の考えを伝えるよう教える一筋に限定されている。 
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34 ある者は心の中で私に言う。"主よ、どうしてこのように私たちの心に降りてこられたのでしょうか "と。- 

オー・マイ・チルドレンあなたは、母親が町の汚い場所に行って、自分の子供がため息つきながら、不潔や惨めさで腐って
、彼女に懇願しているのを見たことがありませんか？ 

35 このような母親たちだけが、迷子の子供が自分を呼ぶ鼓動を感じ、自分の存在と母性愛を訴え、許しを得ることを
信じていたのだと言えるでしょう。 

36 そして、すべての愛の典型であり、すべての父とすべての母の愛がある彼である私は、あなたの精神の呼び出しに
鈍感であり続けることができるはずですか？わが子の一人が破滅に翻弄され、私に呼びかけようとしているところに、それ
がどんな場所であれ、駆けつけるのを控えるべきでしょうか。わたしは、あまりにも多くの、あまりにも無限の形で、あな
たがたにわたしの愛を現したが、あなたがたは、わたしのことをどれほど知らないのだろう。 

37 私を信じた者だけでなく、私を裏切った者、私を迫害し裁いた者にも、私が何度愛を示したか覚えていないのです
か？では、なぜ、そのような嘲りを許したのかと、あなたは私に尋ねるかもしれません。そうすれば、私自身を明らかにす
る適切な機会が与えられ、私が世界に教えた慈悲と愛をすべての人が経験することができるからです。 

38 私はユダの心を動かして私を裏切らせたのではなく、彼の心が闇で満たされていたときに、邪念の道具となったの
だ。しかし、その弟子の不貞を前にして、私は赦しを明らかにした。 

39 そのような謙遜の例を示すために、私の仲間の一人が私を裏切る必要はなかったでしょう。師は、人が差し出すど
んな機会にも、それを示したことでしょう。たとえあなたが、イエスの死をもたらしたのはあの男の弱さだと考えたとして
も、それは間違いです。なぜなら、私はあなたがたに完全に自分を捧げるために来たのですから、もしそのような方法でな
かったなら、別の方法であったと確信できます。ですから、あなたがたは、自分の兄弟でありながら、暗闇の瞬間に主人に
対する愛と忠誠を欠いた者を呪ったり裁いたりする権利はないのです。私の死を責めるなら、私の血がすべての人の救いの
ために流されたことを知りながら、なぜ彼を祝福しないのですか？あなたがたは、誰も誘惑に陥らないように、祈って頼む
のがよいでしょう。 

40 あなた方は、常に光の道具となり、決して闇に仕えることのないよう、祈り、見守る必要があるのです。私は、こ
の不信心で物質主義的な人類に、私が明らかにしたすべての真理を示す機会を常に持っているのだ。 

41 昔と同じように、今日も人間が自分の意志を決定する自由を残し、その意志の賜物を生かして、自分の意志で私の
ところに来るようにする。 

42 私はあなた方を自由に創った。悪のためではなく、水の流れのように、植物の成長のように、鳥の歌のように自由
なのだ。 

43 その時、私は、私を呼ぶように、私を求めるように人々 を誘惑しなかったし、人々 が私を拒絶しても抵抗しなかっ
た。私は、彼らが自分の意志を行うことを許したのは、その後、すべての被造物に対する私の意志を行うためである。これ
によって、あなたの意志を生かして、私のところに来させることを伝えたいのです。人類を動かしているこの素晴らしい力
を、無理に別の方向に向かわせようとしても、完成には至らないからだ。だから、あなたの意志を私のものにしなさい。そ
うすれば、あなたは道の最終目的地である私の父の心に到達することができるのです。 

44 私は飽きることなくいつものようにあなたを呼び、私の声は毎日毎日、"私のもとに来なさい 

"と愛情を込めて繰り返しているのです。しかし、あなたが私のことを聞くために 

この呼びかけを聞いたとき、あなたは心を清めなければなりません。そうすれば、美徳、純粋さ、善良さに反対する不吉な
力は、あなたに親近感を抱くことはなく、あなたを誘惑しても、あなたを陥れることはないでしょう。 

45 私の王国の門は開かれている。そこから大きな光の洪水が流れ出し、その輝きは心と精神と落ち着く場所を求めて
この世界に到達する。 

46 私は、すべてのことに先立って警告する。闘争があり、わが教義がさまざまな方法で闘われることを、すでに告げ
たからだ。しかし、わが教義が消滅する前に、まず最後の魂が、つまりこの世の最後の人間が消滅しなければならないのだ
。 

47 あなたがたは、御霊によってあなたがたに語りかけたのはキリストご自身だと言うと、神への冒涜者だと言われる
かもしれないが、恐れてはならない。第二時代、イエスが「自分は神の子である」と言ったときも、人々 は激怒した。私は
彼らの信じられない気持ちを許し、彼らが私を好きなように呼ぶことを許します。 

48 多くの人は、私が罪深い人間の口を通してあなた方に話したことを否定するでしょう。しかし、その時、私は彼ら
に言う。器にこだわらず、内容を評価しなさい。そうすれば、私の教えの純粋さを、私の否定者の心に注ぎ込むことになる
のだ。わたしにはわたしの羊を呼ぶ印があり、彼らはその羊飼いの声を認識するからである。 

49 彼らは、あなたが間違っていることを証明したいので、私を試しに来るでしょう。もし私が彼らに私の名前を告げ
なければ、彼らは私が私でないと言うでしょうし、もし私が悪意を持って聞かれた質問に答えれば、彼らはさらに熱心に私
を否定することでしょう。 
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50 光の国に入ろうとする者は、心からそれを求めなければならない。しかし、私を認めないで生きようとする者は、
神の知識を自分の霊から差し控えることになり、その結果、明確で光り輝く啓示のすべてを自分にとって謎と秘密とするこ
とになる。 

51 私の平和は、世に約束されたものではなく、私があなたに感じさせるものである。私の平和を持ちなさい、あなた
の踏む道は茨だらけです、私は知っています。人類は苦しみの海を航海している。罪が解き放たれ、これらすべての苦難と
戦うだけの力がない。そのために、私はあなたに力を与え、この混沌から抜け出させるために来たのです。あなた方は道に
迷い、落ち着かないとき、深い混乱の中で、これが私の道なのかと自問するが、私はいつも正しい道を示すと答える。 

52 今日、ある不信心な者が私に尋ねた。"主よ、私たちに語りかけているのはあなたですか 

"と。それは、あなたが私を知り、この光によって啓発され、あなたを清め、あなたの心を整え、それを復活させ、それを
待っている霊的な生命を示すためである」。 

53 私はこの時、『私の指示の書』を開いています。あなた方の心の前に開かれたまま、その教えをたゆまず記憶して
ほしい。今こそ、わが愛が示す時、あなたがたを知恵の所有者とするために、私はあなたがたに指示を与えているのだ。 

54 純粋なあなたは私から生まれたが、時の流れの中で魂を汚してしまった。浄化と苦難の末に私のもとに来たあなた
に、私は失った価値と恩寵を返す。私は、あなたが仲間に認められるように、光の印であなたをマークします。私はあなた
方を弟子と呼び、第二時代の人たちを見習いなさいということです。私があなたを選んだことに、あなたは同意しませんか
？- 

あなたは沈黙のうちに、私に「御心のままに」と言う。私はまだあなたに私の代わりをさせることはできないし、あなたに
は教えるだけの能力もない。たとえ、みことばの賜物があっても、わが光線に啓発されなかったら、声の担い手が何を伝え
ることができるでしょうか。彼らはまだ不器用で、わが霊感を受け、それを伝えるだけの準備しかしていない。しかし、彼
らの心は未熟であるために、まだ慈悲と愛の泉ではない。私の言葉を聞いて信仰を感じ、私が大きな証拠を与えなくとも、
私に感謝を捧げる者は幸いである。 

55 誰も偶然に来たのではなく、私がここに連れてきたのです。しかし、もしあなたが私と話をしたのなら、あなたは
私を認め、私を愛する義務があるのです。- 

今日まで立派な住居に住んでいた男女よ、私について行きたいのか？あなたがたは、わたしに選ばれた者であり、わたしの
仕事に奉仕することがわたしの意志であることを知らないのですか。たとえあなたが世を非常に愛してきたとしても、今日
は霊的生活を愛し、兄弟姉妹に仕え、人生の喜びをそこに基づかなければなりません。しかし、この精神的充足のために、
あなたの親族や友人があなたを誤解しても、痛みを感じず、強くなって、私を手本にしなさい。 

56 第二の時代、私があなた方の間に住んでいたとき、私の子供たちが知識と力によって傲慢になっているのを見つけ
た。私の言葉を彼らの心に入れてほしかったのですが、御霊の賜物に無関心であることがわかりました。でも、だからとい
って、彼らの道から目をそらしたわけではありません。私は、彼らの硬い心を変えるために、試練を用意し、彼らを啓発し
ました。 

57 ある時、私の言葉を聞いた人の中に、それを信じないで来た人がいた。瀕死の状態にある妻の健康を回復する手段
が見つからず、恐怖と絶望に満ちた表情でやってきたのだ。痛みに打ちのめされた彼は、自分の科学に相談しても無駄で、
仲間の命を絶とうとしている病気の治療法を発見することもなく、私に向かって言った。「あなたは、癒す方ですか？そし
て、私は彼に答えた。"善人よ、あなたの心にあるものは何ですか？"そして、妻の回復を懇願するように話した。私は彼に
言った。"おそらく、私の知識は無用であり、私に与えられた力は効果がないのでは？"しかし、私は彼の足跡をたどり、末
期患者のキャンプにたどり着き、彼女の額に触れたのです。夫が信じられないという顔をしながらも、彼女は元気を取り戻
した。妻は起き上がると元気になり、完全に悟った彼女は喜びのあまり涙を流し、地面に身を投げて私に言った。「先生、
あなたは神医であり、私たちの神です。これほどの奇跡を起こしながら、なぜ彼らはあなたを認めず、あなたに従わないの
でしょう。""待て、女よ 

"と私は彼女に答えた。"理解されるためには、あなたから行くことが必要である。しかし、すでに私の真理を認識する者は
選ばれた者である"。 

58 それは第三の時代でも同じです。わが顕現と奇跡を直接目撃した多くの人々 は信じていない。しかし、時は流れ、
これから起こる出来事がこれらすべての奇跡を語り、証言してくれるでしょう。そして、それでもなお、新たな証拠を要求
してくるでしょう。他の人々 は、最初の瞬間から私に従い、私と共にいる。これらの人々 は、肉体のためよりも精神のため
に生き、私が語るのをやめるまで待たずに、誰が教えてくれたかを理解する人たちです。 

59 私の弟子であるあなたたちが、少しの信仰をもって出発し、人類のために働くならば、あなたたちは奇跡を起こす
だろう。私はあなたたちを用いて、要求する人々 に私の意志に従った証拠を与えるからだ。 

60 時が来れば、わが選ばれし者の手に書物は残らないだろう。彼らの信仰と善行が、彼らの運命の成就へと導いてく
れるからだ。 

61 私に従おうとする者は、兄弟姉妹の裁きを恐れてはならない。多くの恐れを抱く者が私に言う、「どうしてあなた
に従うことができようか。もし、私の両親、親戚、友人がこの言葉を聞いたことを知ったら、彼らはもはや私を知らず、彼
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らの間から私を追い出すだろう。"そんな心に、師匠はこう語りかけます。私とともにある者は、すべてが平穏であるわけ
ではなく、私に従うために、苦しみの課程を経てきた。しかし、私は彼らを苦しめた者たちに問う。この生き物たちは、あ
なたにどんな悪さをしたのでしょうか？なぜ、彼らを泣かせてしまったのですか？ 

62 より大きな正義と厳しさを持つ時代がやってくる。それまでに善と真理の業を隣人に蒔き、その実を刈り取ってほ
しい。あなたの慈悲の行いの代償を世間が払ってくれるとは思わないでください。あなたの人々 への愛に、私の祝福で報い
ることができるように。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 91 
1 滋養を欲してここに来た者は、近くに来て、疲れたら、この木陰に居て、自分を強くするように。悲しいことがあ

ったとき、木の幹で歌うナイチンゲールに耳を傾けると、心の中に甘い安らぎを感じることでしょう。 

2 あなたがたのうち、不信仰にとらわれる者があっても、わたしはそのことをとがめず、その者が心の底からわたし
に申し出た世界観や信条を非難することはない。 

3 私の声はあなたの霊に届き、人生の広大な砂漠を信仰をもって前進し、神の約束に生かされて、真の約束の地、す
なわち霊の王国に到達するようにと告げているのです。 

4 耳を傾け、わが言葉を心に刻み、その記憶が消えないようにしなさい。このような形で私の声が聞こえなくなる時
が来ると、私が声帯を通じてあなた方に与える最後の指示が来ることを保証します。だから、最も貴重な宝物のように守ら
なければならないのです。師と弟子たちにとって厳粛なその時が来たら、あなたの準備した精神は冷静さを保ち、観想と祈
りに没頭すべきです。 

5 私は、この宣言が、今、あなた方に私自身を知らせるという形で終わる前に、その深い意味と外側の形を理解し、
明日、私を聞いていない人たちに説明することができるようにしたいのです。兄弟への愛の行いをもって確認すれば、あな
たの証言は真実とみなされるでしょう。 

6 わが顕現が説明されるとき、わが霊は無限であるから、声を持つ者の心の上にその全容を降ろす必要はなかったと
言えるように、あなた方は準備するのである。一筋の光が、彼の心にインスピレーションを伝えるのに十分だったのです。
また、わが顕現の短い期間に、わが声の担い手は霊的歓喜の賜物、すなわち、わが言葉の道具となり伝達者となることを可
能にする賜物を持っていたということを忘れてはなりません。 

7 この間、わが声の担い手が人類にわが霊的メッセージを伝えてきたのは、短く単純な言葉で言えば、この方法でし
た。 

8 しかし、あなた方が狂信に陥って、私がこの時代の人々 に語りかけたのは声の主たちの仲介によるものだという意
見を頑なに拒まないように、大勢、民族、国家を率いる任務を負っているすべての人間は、私が人類に語りかけるための手
段であることを知っておいてほしいのです。 

9 私の愛は、宗教、教義、言語、文化の違いを超えています。なぜなら、私は、同胞にメッセージを伝える準備をす
る人の中に霊的な準備を見出すだけで十分だからです。そして、私の思いやりに満ちた愛は、彼を通して私の真理を知らせ
るために、彼を仲介者として用いるのである。 

10 ある人の口から、深い意味を持つ言葉や、聞く人の心の奥底にある糸を震わせるような言葉を聞くとき、それは話
す人の側に、霊的な準備と優れた才能があったことの証明になるのである。しかし、なによりもあなたがたは、彼がわたし
の霊感を受けたという証拠をもっているのだ。一方、もしあなたが、真実でない言葉を話す人を耳にしたら、それがどんな
に華麗で婉曲な形式であったとしても、そこには霊的な準備もなく、私の霊感もなかったと確信することでしょう。 

11 このメッセージは、その時が来れば、人々 に精神的なものと単なる人間的なものを区別し、より大きなもの、より
高いもの、純粋なもの、光り輝くものを、不完全なもの、不正なもの、偽りだけを含むものすべてから切り離すように教え
、諸国に精神の目覚めをもたらすものであり、私は今すぐにこのメッセージをやめることになるでしょう。 

12 主人としての私の愛は、いつでも人々 が必要とする指導に熱心であり、私は常に人々 の精神的成熟と知的発達に応
じて話をするようになったのである。 

13 私があなたのところに来たのは、人の言葉やあなたが作った教えでは、あなたの霊の燃えるような渇きを癒すこと
ができないことを見たからです。だから、私はあなた方と共に身を置き、謙虚で無知で無学な人々 に仕え、彼らの口から第
三の時代のメッセージが流れ出るように、心と精神の歓喜に陥らせるのである。私の神聖な思いを受け、伝えるにふさわし
い存在となるために、彼らはこの世の物質化や誘惑と闘わなければなりませんでした。このように、自分の個性を押しとど
め、虚栄心を懲らしめながら、短い時間の中で自分の存在を完全に委ね、自分の心の器官を神のインスピレーションに捧げ
、知恵と優しさと正義と癒しと平和に満ちた言葉をその唇から発することができるようになったのである。 

14 声の主がこれほど多くの知識を言葉で表現し、これほど多くの生命のエッセンスを大勢の聴衆の心に注ぐことがで
きるのはなぜか、わが霊がその心に降り注ぐことなく、わが光の一筋だけが彼らを照らすことを理解できない人々 が常に存
在するのである。その上で、あなた方が太陽と呼ぶ王星でさえ、地球を照らすためにわざわざ地球に来る必要はないのだ、
遠くから地球に送る光で十分に光と温もりと生命を浴びることができるのだと、私は伝えます。 

15 同様に、御父の霊は、無限の輝きを持つ太陽のように、霊的にも物質的にも、すべての被造物に降り注ぐ光によっ
て、すべてを照らし、活気づけるのです。 

16 私の光があるところには、私の霊も存在することを理解しなさい。 

17 これらの説明を記憶しておきなさい。明日は、これらの例を用いて、人間の理解器官を通して、同胞にわが宣言の
本質を理解させなければならないのは、あなた方なのだから。 
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18 このようにすれば、わが霊が、これらの知性器官のいずれにも豊富に降り注ぐことなく、わが声帯に送る霊的振動
を通じて、いかにその存在を感じさせるかを容易に理解することができるようになる。 

19 この時、あなたに届くのは私の父の愛であり、それが声を持つ者の心に触れる時、人間の言葉に変わるのです。 

20 あなたの存在の最も奥深いところにある神殿の門を開き、見えないものを見よ。あなたが遠い存在だと思っていた
霊的なものを、私があなたの手の届くところに持ってきたことを喜びなさい。 

21 この霊的な教えの大勢の弟子たちからなる人々 よ、あなたたちは、わが知恵の書のページでどれだけ自分をリフレ
ッシュさせ、一度も終わりに到達することがないのだろうか。 

22 まさに知恵こそが、御霊の賜物であり、御霊の永遠の栄光と祝福を確立する最大の継承物なのです。 

23 あなたの人間の心に無尽蔵の教えの世界を作ったように、あなたの精神に永遠無辺の知恵の天国を作ったのだ。 

24 あなたの行くべき道の新しい部分が目の前に現れ、あなたがこの道にしっかりと足を踏み入れて、あなたを永遠に
導くことができるように、私はあなたに私の指示を豊富に残している。 

25 私は、すべての人が同時にこのメッセージの真意を理解するわけではないことをよく知っています。ある人は、今
が私を迎えるべき正しい時だと信じるでしょうが、ある人は、このメッセージがどのように受け取られたかを知ると、私の
メッセージに疑いを持つでしょう。彼らは、正直に言うと、神の霊が人間の心を通して御自分を知ることができたというの
は、あまりにも驚くべきことだと言うだろう。そこで、あなたは彼らに、神の言葉がイエスにおいて人間となったことも驚
くべきことだったと思わないか、と問うことになる。 

26 そのことを考えるやいなや、私が第二の時代に人間となったとき、あなた方に対する私の愛の最大の証拠を与えた
こと、そして、今、私が人間の心の器官を通して自らを現したのは、あなた方を霊と霊との対話に導くためであり、それは
子供たちが天の父とコミュニケーションするための完全な形となることを理解するようになるのである。 

27 神の言葉は永遠であり、全能であるため、第二の時代にイエスにおいて語られたのと同じ言葉があなたに語られて
います。私は、イエスの口を通しても、預言者、使徒の口を通しても、あなた方に語りかけました。 

28 それは、「神の言葉」であるキリストが、「純粋で大声の者」であるイエスの口を通して語られたのである。 

29 イエスという人は生まれ、生き、死んだ。しかし、キリストについては、生まれたのでもなく、この世で成長した
のでもなく、死んだのでもない。キリストは愛の声、愛の霊、神の言葉、父の中に常にあった創造主の知恵の表現であるか
らだ。 

30 キリストがイエスにおいて語られたとき、その声は至る所で聞かれた。それは、語ったのは永遠の言葉であり、あ
なたの父の声であったからだ。キリストのことを考えたり、その名を口にしたりするときは、必ず天の父を念頭に置いて行
うように、これらすべてを理解し、熟考しなければならないのです。 

31 この時代に啓示されたわが言葉は、人がわが真理を隠そうとしたすべての偽りを剣のように打ち砕くだろう。しか
しそれはまた、恐怖に満ちて霊化の光を求めるすべての漂流者のための救命ボートとなる。 

32 弟子たちよ、キリストは神の愛の最高の現れであり、霊の領域における生命である光であり、闇を突き破り、あら
ゆる霊的視線の前に真実を明らかにし、謎を解き、扉を開き、知恵と永遠と魂の完成への道を示す光なのです。 

33 第二の時代には、キリスト-今、あなたに語りかけているのと同じ方-

が人となり、地上に住まわれました。新しい時代に再び来て、最高の慰めと真理の光をもたらし、人間に啓示されたすべて
のものを照らし、説明するという約束です。 

34 様々 な相貌を見せながらも、常にその正義と力と完全性を現してきた神聖なる一つの霊を見よ。 

35 霊にのみ許された知識を、決して人間の知性の範囲に収めようとしてはなりません。 

36 あなたが私を至高の愛として、絶対者として、創造者として、全能者として理解することは良いことです。しかし
、あなたが主について話すとき、より深い表現を見つけるために霊的なインスピレーションを求める必要があることを理解
してください。まことに、あなたがたに告げよう。わが力と知恵と愛は、人間の心が想像し得るすべてを超越しているのだ
。 

37 私は今、あなたの魂の未来を準備している。だから、籾殻*は今、神の正義の火で焼かれている。 
* 欲望や悪徳がまだ魂にまとわりついていることを意味します。 

38 このとき、自分を新しくする準備ができていない者は、最大の苦渋を知らなければならず、地上から連れ去られて
、自分の罪を償い、法と真理と生命とに自分を調和させる貴重な機会を失うことになるのです。 

39 一方、義務を果たした安らぎと満足感をもってこの物質的人生から霊的故郷に向かう者たちは、わが光によって啓
発されたと感じるでしょう。もし彼らが再転生しなければならない者の一人であるならば、私は彼らが人間生活に戻る前に
、純粋で、霊性を備え、より優れた知恵をもって蘇るよう準備するでしょう。 

40 もう、善の道を歩むという誓いを忘れるような不注意はしないでしょう。あなたは善の道から外れることなく、私
と交わしたこの霊的な契約の記憶を常に持ち続けるのです-あなたの道中で遭遇する試練や誘惑にもかかわらず。 



U 91 

48 

41 私に従いたい者は、自分の十字架を背負って、私の跡をたどれ。私は、平和と救済と隣人の幸福を願う善意の人々
に期待しているのです。私は、この崇高な理想をもって私を求める者を愛のマントの下に置き、彼らを世界のあらゆる道に
送り出し、私の思いを言葉に、私の言葉を行いに変え、そうして彼らを通して私の教えを知らしめるのだ。ある者はシンプ
ルな言葉を使い、ある者は御言葉を開花させ、人々 の真理への渇きを癒すために霊的な水の洪水をその唇から流し出すでし
ょう。 

42 わが使徒や使節の列にいるときは、話すことを恐れてはならない。このメッセージは人に理解されないという考え
を抱いてはならないのだ。 

43 私は、あなた方の心を啓発し、物質主義から解放し、真の幸福への道を示すために来たのです。これは、あなたが
どこにでも持っていくことになる良い知らせです。 

44 善意の者よ、戦いの準備をせよ。そうすれば、適切な時に兄弟のもとに来ることができる。この正しい時間につい
て、私は、あなたが私を必要とするまさにその瞬間に来るという例を挙げます。人類が奈落の底に落ちていくのを目の当た
りにしても、救い主が来るのが遅すぎたというのは、正しいことだろうか。 

45 あなたがたは、これまでほとんど信じていなかったので、この言葉をほとんど使っておらず、疑いの心が何度も心
に入り込んでいることに気づき、この言葉の真相を知るのだ。しかし、信仰の薄い者でも、私が蒔いた果実が熟すのを見る
時が来るでしょうし、世界中に霊化に目覚めた者が現れるでしょう。 

46 愛する弟子たちよ、世界中に愛を蒔こう。私はあなたたちの働きによって、私の種を心に入れさせよう。模範を示
して蒔けば、やがて私の教えが実を結ぶのを見ることができる。 

47 第二の時代におけるわが来臨の先駆者であるヨハネが、群衆に向かって「エルサレム、エルサレム、あなたの王を
知る準備をしなさい」と言ったように、わが新しい先駆者であるあなた方は、世界に向かって「神の国の栄光を感じさせる
ことを望む神聖なる霊の存在をあなたの霊に受け入れる準備をしなさい」と言うべきなのだ。- 

主が私たちに啓示されたこの知恵の深さを理解するには、神学者でなければならないだろう」と言われることがあります。
生命の持つ不思議を理解するためには、科学者になるべき」。これに対して私は、もしあなた方がこれらの科学を研究する
ならば、わが啓示を理解することはできないだろうと答える。 

48 私はあなたの心を、そのささやかな理解の範囲内で私を理解できるように準備した。このように、邪魔されず、私
の教えから外れたいかなる影響からも自由であるため、より容易に私の教えを浸透させることができるのです。私は、あな
たの霊が読書を学び、霊的な知恵を知るための本をあなたに委ねます。この知恵を地上の書物に求めるのは無駄である。人
の書物が含む種は、もはやあなたの中で発芽しないのだから。あなたの仕事は、自然の秘密を探るために地球にやってきた
人たちとは違います。あなた方は、世界に精神の光をもたらすことを宿命づけられた人々 なのです。 

49 七つの封印を知らないのか？あなた方が理解できるように、7章からなる本、つまり生命の知識と霊的な知恵を含
み、人類の前に開かれた本を想像しなさい。七つの封印のうち六つの封印が解かれたので、あなた方は今、第六の封印に到
達し、その光と啓示を受けるのである。 

50 愛と謙遜と敬意をもって、このわが知恵の象徴を理解するようになる者は幸いである、なぜならそれはその人の心
の中で光となるからだ。七つの封印の書」は、あなたの霊が平和と完全の家へと続くはしごを見つける聖域のようなもので
す。それは、七段階に分けて人間に与えられる「わが知恵の書」である。 

51 この書物が書かれた「言語」は神であり、あなた方の永遠の父の霊が、その子供たちのために書いたものだからで
ある。"私の言葉 

"は、あなたのためにそれを人間の言葉に翻訳し、人間がその最初のページからそれを知り、生きることができるようにし
たのです。 

52 現在、この啓示の研究を紹介している。明日、声の主が沈黙したとき、あなた方の霊は、父から直接、神聖な教え
の続きを受け取るための準備を始めるでしょう。 

53 第七の封印が解かれたとき、人類が主との交わりを持つように、霊と霊との談話が行使されることが、わが意志で
ある。 

54 弟子たちよ、これらの教えをよく考えてみると、この啓示の偉大さを感じ取ることができるだろう。 

55 主を迎えるために来た人々 を歓迎します。私が別の時代に人類に与えた予言と約束が成就する時代に生きているこ
とを理解したのですから、歓迎すべきことです。 

56 私の新たな顕在意識は、平和のない世界を発見した。今日、国々 は、あなた方がみな兄弟姉妹であることを理解し
ようとせず、互いに破壊し合っています。 

57 初期の熱心なキリスト教徒は、主が戦争と憎しみの時代に世に戻られると知ったとき、その崇高な教えが口から口
へ、心から心へ伝わった後、どうして人が互いに愛し合うようにならないのか理解できなかった。 

58 ああ、もし彼らが、キリスト教徒であった国々 が互いに立ち上がり、互いを破壊しあうことを知りさえすれば、人
の心は巨大な墓と化し、そこにわが教義が教えるすべての美徳が埋葬されることになるのだ。人間は、闇に閉ざされた魂の
ようであり、埋葬された死者のように腐敗し、孤独である。しかし、私の声は、墓の中のこの死人を、真実に、愛に、光に
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目覚めさせた。眠ってはならない。これは、あなたがよみがえる第三の日であり、第三の時は、霊がその償いと高揚のため
に運命づけられ、それによってすべての負債が永遠に支払われ、地上での使命が完了するのだ。 

59 私は、あなた方の宗教団体が、これほど多くの悪を止めるのに必要な力も、あなた方の理性を啓発するのに十分な
光も持っていないことを見ました。それは、彼らが、何よりも霊のために意図されているわが教義の本質から遠ざかってい
るからです。 

60 多くの人々 にとって、イエスは美しい古代の伝説の人物であり、その模範的な働きは、物質主義の現代では理解さ
れ、実践されることはないのです。イエスのことばと働きは過去のものではなく、これからもそうであろう。イエスの世界
における働きの本質は愛と謙遜であり、人類はその霊的進歩のためにイエスの教えを必要としているからである。 

61 死者が--愛という観点から--

真の生命によみがえるとき、あなたがたはわが名とわが言葉がこの世に新たに現れるのを見るであろうし、多くの唇が言う
のを聞くであろう。"キリストは死からよみがえった！"しかし、その時、私は彼らに、私は常に存在しており、決して死ん
だことはないと言うだろう。一方、人類が私を感じることを許さなかったのは、私から精神的に背を向けたからである。 

62 弟子たちよ、今日、私はあなたがたの体に疲れを感じ、魂に落ち着きを感じ取る。しかし、あなたがたはわがこと
ばを欲しており、その中に平安と慰めを見出すのだ。 

63 第一時代、人々 は砂漠で祈り、マナを送ってもらった。今日、あなたの霊を高めて、食物であり、永遠の命である
主の声を聞きなさい。 

64 この言葉を世界中に聞かせたいと何度も願ったことでしょう。これに対して、師はあなたがたに言う。心の器官を
通して私の声を聞くのは、ほんの少数の者だけで、後にはすべての者がこのメッセージを受け取ることになる。私の光は、
すべての霊とすべての肉に注がれる。あるいは、同じように、種がそれを貫いて実を結ぶために、大地は準備されている。 

65 罪に執着する者だけが、わが現存を感じない。しかし、私は、私がすべての人のために来たこと、そして、すべて
の人に自分を見せたことを、世界に理解させる。 

66 新しい日の光が地平線上に現れ、一冊の本があなたの目の前に開かれました。私の精神的な教えは、影を溶かそう
ともがき、やがてその真理が勝利を収めるでしょう。 

67 私があなたがたに託した霊的な賜物や、私に耳を傾けるために与えられた恵みを誇ってはならない。あなたが受け
取った愛の教えを語り、証しするのは、あなたの作品でなければなりません。 

68 人々 はあなたがたに試練を与えるだろうが、その時は信仰心に満ちてわが意志にあなたがたを委ねなさい、私はそ
れを通してあなたがたを助ける。 

69 また、心を失った者、あるいは憑かれた者をあなたの前に連れてきて、彼の精神に光を与え、彼の心に自由を与え
ることができるようにします。 

70 あなたの癒しの才能の）証明を恐れず、それを信じ、仲間に対して謙虚になりなさい、あとは私がやる。私は、あ
なた方に確かに権威を与えたことを人々 に示すのだ。彼らは影響を受け、多くの人が改心するでしょう。しかし、あなたに
危害を加えようとする者たちは、あなたの助けの愛に負けたと感じるでしょう。 

71 闘争と真の精神化の時が来たのです。神殿、教会、シナゴーグから、外面的なカルトに与する人々 が、夢から覚め
て、仕事、種まき、闘争のある主の畑を求めるようになるのです。 

72 体への過剰な愛情を捨て、魂を慈しみ、浄化し高揚させる手助けをしてください。それができたとき、魂も身体も
どれだけ強くなれるかを体験することができます。 

73 もし、魂が病んでいたら、どうして心に平安があるでしょうか？もし、魂に後悔の念があるなら、平和を享受でき
るだろうか？ 

74 あなたがたに言うが、聖霊を待ち望む者はすでに大勢いるのだ。聖典と予言は人々 によって探求され、研究されて
おり、その中で、この時代の出来事は、私が私の来訪について与えたサインが今、実現しつつあることを示していることを
発見している。しかし、人類の大半はまだ眠っているのです。もし、すべての民族が私を待ち望み、予言が正しく解釈され
ていたなら、人はすでに、霊と霊との対話を明らかにする星に向かって道を歩み始めていたことでしょう。 

75 わたしのことばを聞くあなたがたは、わたしが自分を知らせる者たちのさばき手であった。しかし、最も厳しく不
正を働いた者を私は呼び寄せ、同じ霊的な贈り物を与えた。同じように彼が裁判官や不信心者の前に出るとき、声を伝える
者の上にある困難で重い仕事を自覚するように。 

76 弟子たちよ、前進せよ。わが仕事における信仰、従順、熱意とは何かを教えるために、「最後の」者が来るまで待
ってはならない。なぜなら、あなたたちは、開かれた扉、準備された家、並べられた食卓をもって彼らを待つ義務があるか
らだ。 

77 私は、わが言葉を求めて来るすべての者を受け入れる-

早くから準備をし、あらゆる無駄なことから心を向ける者も、ただ習慣的に私の言葉を聞きに来る者もだ。どちらが私の教
えをより生かすことができると思いますか？私の旅立ちの時が来て、私がこの仲介者を通してあなたがたに自分自身を知ら
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せるのをやめるとき、どちらが強いと思うか？彼らはもちろん、私の教えを受けるために本当に準備をしている人たちです
。それゆえ、霊をもってわたしを聞き、心を公平にし、心を動かされなさい。そうすれば、わたしの言葉があなたの存在の
深みに浸透し、高貴な感覚に満たされるのを感じることでしょう。 

78 このみことばに立ち会わない者は、この顕現に場所を取る多くの者よりも、わが臨在に近い。これは、師の教えの
ことばは、肉にではなく霊に来るからである。ああ、この世の情念に侵された魂たちよ、この言葉を聞いた瞬間に、私はあ
なたを救う舟と、危険にさらされている兄弟姉妹を救う網を差し出すと知っていたら 

79 ついに私は約束したようにあなた方と共にある。ついに私は到着し、さまざまな形で私の存在と私の正義の証拠を
あなた方に与えない日はないだろう。 

80 人が自由意志を快楽や卑しい情熱、敵意や復讐に使ってきた時代は、今、終わりを告げようとしているのです。私
の正義は罪の道を塞ぎ、代わりに和解と再生の道を開き、人々 が他の手段で無駄に探した平和の道を見つけることができる
ようにします。 

81 あなた方は、自分たちのことを兄弟姉妹と言いながら、そうであったのはごくまれなことに過ぎないのです。だか
ら、今日、あなたがたに、わがことばを受け取る準備をしなさいと言ったのである。その中で、あなた方が神の中の本当の
兄弟姉妹のように感じられる、私の優しく愛に満ちた声を聞くことができるからです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 92 
1 あなたにとって、わたしのことばを聞くその日は、祝祭日なのです。信仰を持つ者は自らを清め、疑いを持つ者は

自らを苦しめる。なぜなら、わが存在の絶対的な確信を得るために、私を人間として見ようとするからだ。 

2 しかし、心配することはない。私を見ずとも、私に触れずとも、やがて信じるようになると師は言う。私の言葉は
あなたを納得させると同時に、あなたの存在のすべての霊的繊維を感応させます。やがてあなたは、平和があなたの扉をノ
ックするとき、愛があなたの心に近づくとき、死がつきまとうとき、誘惑が待ち受けるとき、霊的啓示を身近に感じるよう
になります。私があなた方に残す最高の遺産は、この教えです。この教えをどのように解釈し、どのように実践するかを知
っている人は、最高の心の平和を得ることができます。しかし、解釈や適用においてそれを偽る者は、苦い涙を流さねばな
らない。しかし、これらの者は私を責めることができない。彼らの良心は、この痛みこそ、彼らが律法の外にいた証拠だと
言うだろうから。 

3 地上においても、両親が残してくれた教えやアドバイスに従う人は、常に良い実りを得て人生を歩むことができま
す。しかし、その言葉に耳を傾けず、それを忘れてしまう人、また、自分が受けた愛のレッスンよりも、遺産の一部として
受け取る物質的な財に価値を置く人は、没落と変化する運命を辿ることになります。自問自答してください。過ちを犯した
子供たちが、不従順の結果である苦難や苦痛を感じるとき、彼らを罰するのは父であると言うのは、正当なことでしょうか
？いや、わが子たちよ、あなたがたに報酬や罰をもたらすのは、いつもあなたがたの行いなのだ。 

4 愛する弟子たちよ、私は今、あなたたちに私の愛の教義を与えているのだ。わが顕現が行われるこの貧しさの中に
こそ、わが聖域がある。この霊的な神殿では、儀式は行われず、典礼の偽りの華やかさにも目を奪われず、ある時は愛と慰
め、ある時は深い知恵、ある時は厳格で公正な愛の声だけを聞くことができるのだ。 

5 あなた方がそれを飽きることなく聞き続け、いつもそれによって征服されたと感じるのは、私の教えは外見上は互
いに似ているが、内容は異なっており、次第にあなた方を私の真理の霊的実現に導いてくれることを発見したからである。 

6 あなた方は地球のさまざまな場所から私の話を聞きに来るが、私はあなた方を代表と呼んでいる。もしあなたが家
族の父親か母親なら、私は家庭の代表としてあなたを迎え入れます。ある地域から来た人はその地域の代表として迎え、遠
い国から来た人はその国の代表として呼ぶ。私にとっては、あなた方は皆、私の子供であり、私の愛する弟子であり、私が
好意なしに教える者たちである。 

7 私の言葉を疑う者には、待つようにと言う。疑いを心に秘め、唇を閉じるのではなく、耳を、心を、心を開くよう
に。今は驚きと奇跡の時であり、それを知覚し確認することができるのは、装備された者だけだからだ。 

8 すでに最後の戦いが始まっており、戦うための武器と身を守るための盾が必要なのです。しかし、この裁きは世界
が期待したようなものではないので、すでに同じであることに気づいていないのです。目覚めた者はみな、同胞を憐れむな
ら、彼らに警告し、彼らの間で善き知らせを証しするように。この民衆の中には、証言するために話すことができるにもか
かわらず、沈黙している者が多く、また、私の教えを理解していない者が、その意味と意義を知らずにひたすら話し、無責
任な虚偽に陥ることが多いのを私は見ているのだ。このような人たちには、あらかじめ勉強して備え、誰かが混乱したり、
私の仕事を悪く判断したりすることがないようにしなさいということです。 

9 また、私の言葉を剣として仲間を傷つけ、笏として仲間を辱める者は、私の弟子とは呼べないことを指摘する。こ
の教義を語るときに興奮して冷静さを失う者も、信仰の種を蒔くことはできない。 

10 装備された弟子とは、自分の信仰、つまり自分の信念の中で最も神聖なものが攻撃されるのを見たとき、冷静でい
る方法を知っている人のことで、嵐の中の灯台のようになるのです。 

11 あなたの信仰が増し、あなたの魂の高揚の欲求を満たすことができるように、たゆまず私の声を聞きなさい。 

12 この時、私は第二の時代にあなた方に与えた教えのうち、多くの者が把握しておらず、他の者が忘れているものを
、すべての者に理解させ、さらに、私の新しい教えのために従わせることにする。 

13 これらの啓示を受けたあなた方は、人間の理解器官を通して、私の新しい顕現を人類に告げ知らせる運命にあるの
です。この証言は、あなた以外に誰がするのですか？もし、あなたが宗教団体の高官や聖職者にこのグッド・ニュースを人
類にもたらすことを期待するならば、それは間違いです。たとえ私を見たとしても、人に向かって「見ろ、キリストがいる
、彼のところへ行け」と言うために唇を開くことはないだろう。いや、弟子たちよ、私を宣べ伝えるのは彼らではないし、
この時代の人々 のために新しい道を切り開くのも彼らではないだろう。一方、あなたがたは、見聞きしたことを忠実に語る
ことができるように、そして何よりも、神への礼拝と同胞への愛の業によってそれを確認することができるように、わが言
葉は絶え間なく準備されているのだ。 

14 試練に弱くならないように、わたしのことばに力を満たしてもらいましょう。美徳の道は、時に茨や誘惑が蒔かれ
ることを忘れないでください。 

15 愛する弟子たちよ、この仕事がいかに繊細なものであるかを理解し、また、あなた方が誤りに陥ったり、兄弟たち
の間に不和を生じさせたりしないように、すべてを探り、考えなければならないことを理解しなさい。 
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16 わたしのことばを守りなさい。そうすれば、あなたがたは強くなれる。わたしは強い嵐に耐える神殿を建てるから
だ。 

17 誰も、今日の仕事に取り組むには疲れすぎていると言ってはならない。そう語るのは精神ではなく、肉である。私
は、あなた方が重荷から解放されるためには、あなた方が住んでいる物質世界から少し離れるだけで十分だと言っているの
です。成熟した精神は疲労を感じない。物質的な闘争で疲れるのは肉体である。愛を持って運ばれたこの精神的使命は、重
くなったり疲れたりすることなく、むしろ人生の苦難を和らげ、身体と精神を強くしてくれます。 

18 弟子たちよ、言っておくが、隣人への愛を感じる者は、疲れを知らないのだ。もし、私があなたを愛していなけれ
ば、あの時、あなたが私に課した裁きと犠牲の死を受け入れたと思いますか？しかし、人類に対する私の愛は、イエスに力
を与え、彼において、私の贖罪の業を成し遂げさせた。理解する：あなたが隣人を愛するように、あなたは彼らの侮辱とあ
なたの仕事が引き起こすかもしれない苦難に耐えることができる強さになります。 

19 祈りなさい、善に強くなりなさい、そうすれば、あなたの不完全さを取り除き、毎日、私の愛にふさわしいと感じ
ることができるようになるのです。 

20 この祝福された時間において、わが神聖なる光線は、この顕現のために奉献された様々 な集会所にいるわが声主の
心に触れ、この光はわが民の霊のための生命の言葉へと変化しているのだ。これは、荒野での苦難の時代に、飢えた民にマ
ナが降ってきて養ったのと同じような現れである。誰も見捨てられることを恐れないように。あなた方は、私がいつでも私
の存在の証拠を与えていることを経験したのだから。 

21 私の思いやりのある愛が、あなたを無用で有害なものから徐々 に遠ざけていくのを感じないのか？あなた方が、わ
が教えが提供する清らかな水の泉で自らを清め、こうして清められたあなた方がわが啓示にふさわしい者となることは、わ
が喜ばしきことだからである。 

22 弟子たちよ、聞け。わが霊がすべての霊とすべての肉体に注がれ、人類が霊的な幻影と象徴的・予言的な夢を見る
ようになると予告された時が、今、来たのだ。異なる信仰共同体の人々 の間で、霊的な賜物がどのように感じられるかに注
目する。しかし、すべての人の中に、無名で目立たないが、霊的な発現が明確で、正確で、正しい方法で行われている人が
いる。私は彼女において、主人としての私の声を聞かせ、これらの霊的才能の究極の目的を明らかにし、彼女の使命を達成
するための確かな道を示したのです。 

23 これは、わが啓示が下るわが民（霊的イスラエル）であり、最初の時代にイスラエルと呼ばれたその古代の民の後
継者であり、今世界に再び立ち上がり、わが真理を人類に知らせるという任務をその霊において携えているのである。 

24 この民はこの時、わが声を聞き、永遠のぶどうの木からの枝として、わが身を養う。その子らはみな、命を得た木
の実を世に与えなければならない。私の言葉は、最も純粋な水による灌漑のように彼らを実り多いものとし、決して不純な
水で水を撒くことがないように彼らを装備させるであろう。 

25 この物質主義の時代、人類を包む闇のために、私の愛の教えは忘れ去られてしまったのです。しかし、私はあなた
がたに、それらを消すことのできないあなたの霊に求めよと言う。そこでは、あなたがたの賜物はすべて、私が約束した報
酬を得るまで、あなたがたの進むべき道を照らす消えないランプとして密かに残っているからだ。 

26 私は今、わが民を集め、わが知恵を授けようとしている。私に仕えるべき者は、私だけが見出すことができる。3

つの時代において、私は弟子を探し、彼らに私の指示を与え、私の使者として準備させた。これらの時代のそれぞれで、私
はさまざまな形で自分自身を知られるようになり、私の現存は人々 を驚かせた。なぜなら、彼らはこれらの出来事が起こる
時が来たとわかっていても、私を待つためにどのように準備したらよいかを知らなかったからである。私が彼らに直面した
とき、彼らは私を認識しなかった。しかし、私の言葉は常に同じ本質を彼らに提供した。私の教えの目的は、いつの時代も
同じだからだ。私はあなたに言います。私がどのような形であなたがたに姿を現そうとも、あなたがたは私を認識すること
ができる。なぜなら、私は常にあなたがたに私の愛を示しているからである。私が人々 に自己を提示するために用いた形は
、私を人々 の視線から隠すための仮面ではなく、自己を限定し、理解され、人々 の信仰を試し、私への信頼を植え付けるた
めの手段であったのです。 

27 この宣言に確信が持てない者は、一定時間後に確信が持てるまで黙っていることだ。 

28 あなた方の疑問の多くは、これらの声の担い手に不完全な存在を見ていることから生じており、これがあなた方に
考えを与えている。このような手段で、神霊が私たちに語りかけているのだろうか。しかし、私はあなたに尋ねます。心の
清い者、正しい者がどこにいて、彼らの中にわが身を知らしめることができるのか。老人の中にも、処女の中にも、子供の
中にも、哲学者や科学者の中にも、さまざまな宗教団体の聖職者の中にも、この地上には見当たりません。だから、私は素
朴な人々 の中に、向上していない知性とは別に、十分な霊的成長を持つ者を探し、彼らが本当の愛を持って私に仕えたのだ
。 

29 もし、私が自分の姿を見せずに、人間の口を通して私の言葉をあなた方に与えるとしたら、それは、あなた方に功
徳を積む機会を与え、私が第二の時代にあなた方に伝えた「見ないのに信じる者は幸いである」という言葉を繰り返すため
である。 
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30 これらのわが顕現の時が過ぎれば、あなたたちは、わが子であるがゆえに、わが愛とあなたたちをわがもとに引き
上げたいというわが願いを理解する器官を通して表現するために、もっともふさわしい手段として、あなたたちを選んだこ
とを理解することになる。 

31 あなたが私に示す価値を疑ってはいけません。私の創造の楽園にあなたを送った瞬間から、あなたへの私の愛は証
明されています。そこでは、あなたがたの疲労回復と栄養補給のためだけでなく、精神的に上達するために必要なすべての
ものを与えている。この美しい庭で、あなたは創造主を知り、愛するようになり、自分の精神の中で、あなたに存在を与え
た創造主の能力と特性を発見することができます。 

32 地上の人間は、わが愛とわが正義がこの称号を与えた王子であり、彼が初めから受けた使命は、地上を支配するこ
とであった。 

33 私は、彼の意志の自由という神の贈り物の上に、彼の人生の道を照らす光り輝く道標、すなわち良心を置きました
。 

34 行動の自由と善悪を見分ける良心の光は、わが父の愛があなたの霊に遺した最大の贈り物の一つです。生まれる前
も、死んだ後も、人間の中にあるのです。良心は彼を導き、絶望しても、理性を失っても、死の苦しみにあっても、彼から
離れることはない、なぜならそれは精神と深く結びついているからだ。 

35 私が教えるすべてを理解しても、わが霊がわが子を通して人類に御自身を知らせるのはふさわしくないと思うのか
。あなたがたは、いかに父を知らず、いかに己を知らぬか。 

36 これは驚き、しるし、不思議の時であり、わが啓示があなたがたに気づかれずに通り過ぎることのないように、あ
なたがたは目を覚ましていなければならないのです。観察し、感じ、考える。あなたに語りかけるのは神の言葉だけではあ
りません。すべての被造物もその言葉で絶え間なくあなたに語りかけ、あなたの義務の道を示しています。 

37 もしあなたが自分の存在の最も奥深い部分に集中し、あなたの精神が信仰の光を灯し、それによって発展の道を照
らす方法を知っているならば、私は今、あなたが『霊的知恵の書』を理解し、大きな進歩を遂げることが可能であることを
発見します。 

38 かつて私があなた方に、私の教えを聞いて黙っていろと言ったとすれば、それは昨日人類が私の預言者たちを殺し
、あなた方の師であるイエスさえも殺したからである。しかし、そのうちに、これらの遺した啓示や予言がすべて現実のも
のとなったことを、人々 は知ることになる。この経験をすでに持っているあなたたちは、もう一度、私の予言の言葉を拒否
し、それによって私の新しい口寄せを霊的に死なせる勇気があるだろうか。 

39 かつてのわが預言者たちの証言の中に、人間の理解器官を通じたこの宣言の告知を求めよ。もし人が今までこれら
の予言を見つけられなかったとすれば、それは彼らが神の言葉を理解し解釈することなくそれを読んだからに他ならない。 

40 私の教えを聞きたいと思う者はすべて受け入れる-

疑いや嘲笑さえ隠す者も、この宣言が真理であることを確認するために命を捧げようとする者もだ。しかし、私は弟子たち
にこのような犠牲を要求していません。 

41 すでに私の旅立ちの日が近づいているのだから、あなた方は準備をしなければならない。私の遺産は知恵と愛と力
であることを忘れないでください。私はあなたがたに、あなたがたの生活を正しく導くために必要なすべての指示を記した
『わが言葉』の書を残す。 

42 どこに行くにも信仰を伴うようにしましょう。喜びの時に私を忘れていたのなら、今度は心に喜びと平安がある時
に私を思い出し、私に感謝しなさい。苦痛の時でさえ、あなたは孤独の中で私を求め、あなたの存在の親密な回心の中で、
あなたが必要とする力を求めて、あなたのすべての不満を私に委ねるために。 

43 あなたはいつも仲間の信仰や宗教的信条を尊重し、人の心は私の神殿であることを忘れてはなりません。もし、そ
の内部に入りたいのであれば、愛を持ってそれを行い、この聖域のベールを剥がす前に祈るべきである。 

44 敬虔な心もなく、魂であるこの聖域の敷居をまたぎ、その灯を消し、供物を荒らし、祭壇を破壊する者のように行
動してはならない。そうすれば、わが神殿を汚し、冒涜する者になるからだ。 

45 多くの人の心の中には、偶像がそびえ立つ狂信的な祭壇があることでしょう。このようなことがあっても、あなた
がたは、その供物が良いものであり、誠実であり、私の方を向いている真心から出たものであることを理解するであろう。
- そうして私は、心を開くための唯一の鍵である敬意と慈愛を教えるのです。 

46 私は、今も昔も、あなたがたの父に礼拝をささげるべき形を明らかにしていることを忘れないでください。皆さん
の多くはこのように教えられていますが、さまざまな宗教団体や宗派がいかに神への崇拝を複雑にしてきたかを考えると、
精神化の理想がこの世で本領を発揮し、単純さと純粋さを求めて戦うには、人類の中に闘争心が生まれなければならないと
考えてみて下さい。 

47 たしかに、伝統への狂信、偽りの宗教、偶像崇拝は民衆の心に深く根づいている。しかし、あなたがたに待ち受け
る戦いを思って悲しんではならない、あなたがたの信仰は揺るがないのだから。すべての心が立ち上がり、私に近づくよう
招く、そして、私の弟子たちが世界中で待ち受けているこの戦いで、私の愛によって守られ、強められるというわが言葉を
思い出してください。誰も自分の力に頼っていると感じることはなく、その信仰が勝利へと導いてくれる。 



U 92 

54 

48 なぜ、私が執拗なまでの熱意をもって、あなたがたに自分自身を知らせるのかを理解しなさい。私は、あなたが眠
ったり、想像上の危険に対する恐怖で満たされることを望んでいません。この世で霊的な進歩を求め、敵ではなく兄弟姉妹
を探すこと、つまり兄弟愛と霊化のメッセージを伝えるべき兄弟姉妹を探すこと以外に考えてはならない。- 

恐ろしくて信仰の弱い弟子たちよ、言っておくが、私の教えを理解し、そこから力を引き出して、近づいてくる戦いを恐れ
ず、強く感じるようにしなければならない。 

49 あなたの任務を助けるために、私はあなたの霊と肉を、あなたの道で遭遇するもつれた状況に勇気と平静と信仰を
もって耐えることができるように準備しているのだ。 

50 親族や友人の拒絶を恐れるな、このために軽蔑されても気を落とすな。最高の金床である私の教えの中で、あなた
の心を今すでに鍛えてください。 

51 この試練の中で謙虚になり、威厳をもって行動し、謙虚に戦うのだ。もし、あなたがたの中に蒔かれたわが種が、
人間の心という敵対し乾燥した土壌で愛の実を結び、発芽することを望むなら、あらゆる侮辱を赦すことができるようにな
るのだ。もしあなたがイエスの中にいる私を手本にしたいのなら、私が人間として、生まれてから十字架という私の道の終
わりまで、誤った判断をされ、迫害され、拒絶され、嘲られたことを思い出してください。私の苦悩の時でさえ、多くの人
が私の痛みを喜び、私の死を祝ったのです。 

52 しかし、この注意はあなたがたを落胆させるものではなく、あなたがたにとってわが教えを実践することが困難で
あると思われてはならない。当時の私の弟子たちにとっても、それは難しいことだったようですが、それでも彼らはその使
命を果たしました。彼らは、師が世に勝利し、死を打ち破り、その道で贖罪の業を成し遂げるのを見たので、師が去った後
もその足跡をたどることができ、隣人愛を掟とし、同胞への愛から真の生命としたのである。 

53 彼らは、第三の時代の弟子であるあなたがたのための美しい模範であり、わたしはこう言う。私の言葉を聞きなさ
い、そうすれば、あなたの傷を癒すバームのようになる。 

54 あなたがたのうちの何人が、わたしのことばを聞いて感動の涙を流しているのに驚いたことだろう。 

55 今まで長い間、私はこの教えをあなた方に与えてきたが、まだ弟子たちが弟子に変身するのを見たことはないが、
あなた方を良き主人にするまで、私は私の言葉を与え続ける。この世の知識のために、未熟な者を選んだのは、私を喜ばせ
た。彼らの心は、霊的な知恵を理解するために必要な単純さと明瞭さを備えているからだ。なぜなら、彼らはわが恩寵を身
にまとっていると感じたとき、謙虚さのうちに、私が彼らに与えた霊的な賜物の価値を理解したからである。しかし、地上
の権力ばかりを追い求める金持ちは、神から与えられた能力が彼らにとってどれほど取るに足らないものに見え、祝福と霊
への贈り物を求めて私に立ち返る者はどれほど少ないことだろう。しかし、私はいつでも、私の子供たち一人ひとりの準備
の瞬間に、私の秘密の宝物を注ぐ用意があるのだ。 

56 私が飾った貧しい者たちは、この宝を自分のものにしておくだけでなく、兄弟に分け与えなければならないと教え
ているのです。 

57 精神は、主から与えられた賜物が自分の中にあることを知り、それを守るために喜び、奮闘する。彼は、その開発
に関する知識を持ち、自分に託されたこの宝石を輝かせるために努力しています。 

58 覚えておきなさい、相続を受けた後にわが道を離れる者は、主に対してというより、自分自身に対して恩知らずで
ある。 

59 律法の外を歩む者は、その徳と霊的な賜物を自ら奪うことを知らないのか。ですから、私は今回、あなたの精神が
失い、弱り、助けを求めていると感じたものをすべて取り戻すお手伝いをしたのです。皆さんは光を受けるでしょう。自分
の精神が目覚め、人間の上に立つことへの切望を感じない人はいないでしょう。寄生虫だった「植物」は、繁茂し、実を結
ぶものに変わるのです。私はあなた方を愛しているから、あなた方が自らを救う機会を常に与えているのです。しかし、そ
の機会を逃すと、救いの道への復帰がより哀しいものになることを忘れてはならない。 

60 今日、わたしが来たのは、あなたたちを蔓延する腐敗から引き離し、あなたたちが安心してわが言葉を聞き、同時
にそれを熟慮し、理解できるようにするためだ。魂の渇きは、愛と慈悲の純粋な水によってのみ癒されることを意識してく
ださい。 

61 もし、あなたが世間で使用人を持ち、名誉を与えられてきたのなら、これをすべて捨て、有用で勤勉で謙虚な仲間
の使用人にならなければなりません。あなたがたは、これまでしばしば世に仕えてきたが、これからは私の指示に従い、神
に仕えるのだ。この世はあなた方に喜びを与えました。しかし、今、あなた方は、わが愛の法則を全うして生きたならば、
完全な満足を得られる霊界に入るために魂を準備する時なのです。 

62 この世にいる間は、恨みではなく、愛し、優しさを与えるために使ってください。私があなたがたに言葉を与える
この生きものたちに注意を払いなさい。そうすれば、彼らがその生活の中でいかに迷惑を被っているにもかかわらず、私の
顕現の瞬間に、あなたがたのために愛の言葉を発しているかがわかるでしょう。その時、イエスの教えが持っていた命を与
える力と、それに耳を傾けた多くの人々 の喜びを想像できますか？それは、弟子たちの魂がひれ伏す天の国の声であった。
神様の唇が開くたびに、その言葉がバームのように病んだ心に降り注ぎ、多くの傷を癒していったのです。しかし、イエス
が通った道は、花が咲き乱れるような道だったのだろうか。弟子たちよ、ゴルゴダへの苦難の道はベツレヘムの飼い葉桶か



U 92 

55 

ら始まったのだ。 

だから、あなた方の救いのために苦難を受けられた方の声であるその御言葉は、多くの心に矯正の決意を固めさせ、闇の中
に生きていた多くの人間の存在を変え、その後、御言葉という愛の炎に啓発されたと感じたのであった。 

63 恵みの命から死んだ者は、希望と信仰に満ちた新しい命へと蘇り、利己的で硬く残酷な心を持つ者は悔恨の涙を流
し、無関心で軽蔑さえしていた人々 を愛し、良いことをするように促された。これらの改心の奇跡の多くは、私だけが見た
もので、多くの弟子たちには気づかれなかったからです。そして今、この時代に、この御言葉の生命エッセンスを受け取る
ことで、この奇跡が再び起こっているのです。私の話を聞く多くの人々 の中に、悪に染まっていた人々 が、以前は軽視して
いた美徳を実践することによって、自分の人生を立て直し、再生しているのを発見するのです。私は、わが軌跡に従うため
に団結する家族と、わが教義が与えた霊化の理想の中で絆を深める結婚を目にするのです。 

64 また、私の労働者の中に、かつて地上の亡者であり、罪の奴隷であった人々 が、今日では罪から解放され、苦しみ
を背負っていた人々 が、今では心に平和を持ち、兄弟姉妹とそれを分かち合う方法を知っているのを見ます。 

65 なぜなら、人間の心を通したわが言葉は、私がイエスにおいて与えたものと同じ力、本質、説得力を持っているか
らである。しかし、今日私があなた方に与える指示は、罪を犯し冒涜する唇から出たものである。あなたがもっと純粋にな
ったら、私とあなたの精神との交わりはどうなるのでしょう？弟子たちよ、努力し、謙虚さと積極的な慈愛の賜物を発展さ
せなさい。そうすれば、あなたの魂が浄化され、高められる機会を得ることができるのですあなたが永遠に生きることがで
きるように、私に従いなさい。 

66 私の言葉の響きがあなたに届き、その声があなたを手招きし、新しい命に目覚めさせ、私のもとに戻る喜びを経験
させるまで、あなたの心に死と平安の道を示す手を見つけられずにさまよう多くの人を、私は見た。 

67 あなたの魂は、あらゆる霊的活動に対して盲目、唖、聾のままでしたが、その本質において、この知識を得ること
を切望し、願っていたのです。あなたの知性はこの内なる葛藤を理解していなかったので、あなたが生きている間に平和と
喜びが欠けていることの説明がつかなかった。 

68 そして、私の存在があなたの魂の暗闇の中でビーコンのように輝き、あなたはすぐに私を認識し、私にこう言った
：「主よ、あなたこそ私が待ち望んでいた方です。その時から私はあなた方を私の弟子として受け入れ、日ごとにあなた方
にそのページの内容を明らかにしてきたこの本の最初の音節を綴ることをあなた方に教えた。 

69 そうすれば、私に献身し、わが教義をあらゆるところに伝え、この腐敗と悲惨の時代に、同胞の心にわが愛の種を
蒔き、それは心と徳の変革にふさわしい場となるのだ。 

70 私は、恩寵のために死んだすべての魂を生き返らせ、科学や哲学では見つけられないもの、つまり霊性を教えるた
めに来たのだ。 

71 宗教は何世紀にもわたって日常と停滞の眠りについており、真実は隠されたままであった。しかし，エホバの戒め
と神聖なる師の言葉を知っている者は，このときあなたがたに語りかけるこの声の中に，この時代に約束された真理の霊の
声を認めなければならない。 

72 人類は、わが存在と魂の不滅を信じるために、超自然的な証拠を求めている。本当にあなたに言うが、この偉大な
出来事と成就の時に、私は彼らにそれらの証拠を与える。 

73 新しい世代はこのような形でわが言葉を聞くことはないだろう。彼らのために、私は霊から霊への対話を用意した
のだ。 

74 私の命令を遂行することを期待している。私は、この時代が終わったと思う1950年まで、声の主を通して話をす
る。しかし、その義の日に弱音を吐いてはいけない。そうすれば、あなた方は分裂し、誤りに陥るからだ。良心の声を聞き
、すべての課題に責任を感じることができるように備えてください。 

75 体の健康を大切にし、保存と活力を大切にする。私の教えでは、魂と肉体に愛情を持って接するよう助言していま
す。両者は、託された困難な霊的任務において、互いに補い合い、必要とし合っているからです。 

76 私の道は狭いが、安全だ。もう無駄な懺悔をせず、実のない犠牲を払わないように。物質的な生活に必要なものは
自然から摂取し、精神的な栄養を求めることで私のもとに昇るのです。 

77 愛する者たちよ、あなたがたの中に平和を持ちなさい。この悲しみの時に慰められたように、人生の大きな試練の
重さの中で弱っていく人々 を慰めるすべを知ることができるように。 

78 いやされ、御父から賜物と恵みを受けたあなたがたは、明日、人々 から霊的に豊かな者と呼ばれるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 93 
1 ようこそ、光に飢え渇く心たちよ。わたしと共にありなさい。そうすれば、決して死ぬことはない。 

2 過去には、希望や信念を失って、自分が死ぬと感じたこともありましたね。あなたたちの心の中には、真の人生の
道を導く光も、「近づきなさい、これが平和の道だ」と愛情を込めて教えてくれる声もありませんでしたが、いつも愛と慰
めに満ちているわが言葉を聞き、その光によってあなたたちの平和が取り戻されました。 

3 あなたの盲目は良心の光によって照らされ、これがいつも祈りと積極的な隣人愛と矯正を諭してくれるのです。こ
うして、あなたたちはわがプレゼンスに入り、わが言葉は、あなたたちの道を照らす輝く救いの烽火のようなものであった
。そのときから、あなたはこの光は私からしか来ないと理解し、私に言った。「主よ、私が待ち望んでいたのはあなたです
。今日、私はあなたを愛し、あなたを必要としていたことを知りました、マスター」。 

4 そうだ、弟子たちよ、私はここにいる。私があなた方をわが教えとわが啓示の真の弟子として備え、後にあなた方
を地方や国々 に送り、この信仰を広めるまで、あなた方が上りの道の第一歩を踏み出すのを助けているのだ。 

5 その争いは、最も大きな罪と苦難と苦痛の時に起こり、あなたには霊性以外の資源も、真理以外の武器もないでし
ょう。私はあなたがたを、貧しく、学もなく、へりくだった、休耕地であるが、実を結ばせ、霊の種を受けるにふさわしい
者として選んだのである。 

6 私は、哲学者や神学者や科学者を探しているのではなく、常に私を待ち望み、私の呼びかけに駆け寄ってきて、忘
れ去られた、あるいは使い古された遺産をその精神に帰する庶民を探してきたのである。 

7 人類は、最初の2回の啓示の核心に触れることができなかったのです。しかし、この第三において、わが言葉は、
あなたがたにわが以前の教えを理解させ、解釈させ、実践させ、あなたがたはそれらを現在の教えと一体化させるであろう
。 

8 この時代、私は世のため人のために生まれてきたのではありません。私は人の言葉となったわが霊の光であなたが
たのところに来たが、これによってあなたがたの心に信仰を起こすために、わが生命の本質を与えるのである。 

9 私はあなたに新しい命を与え、あなたを目覚めさせ、この世の闇で盲目になったあなたの目に、永遠の真理を見さ
せるのです。 

10 科学者が知らないから教えられないことを、私はあなたに明らかにします。彼は地上の偉大さの中で眠り、わが知
恵を欲してわがもとに立ち上がることがなかった。 

11 様々 な宗派や宗教団体で、精神にとって偉大で豊かな霊的知識を教えるべき聖職者の心が閉ざされているのです。 

12 私は、過去の時代に私が人類に遺した法と教えが隠され、儀式や外的なカルトや伝統に取って代わられているのを
見たのです。 

13 しかし、この言葉の本質は、イスラエルがシナイ山で受け、第二時代の多くの人々 がイエスの唇から聞いたものと
同じであることを深く理解しているあなた方は、御霊に適わない愚かな伝統に従うために神の律法を忘れてはならないこと
を、神への礼拝とその業によって教えるべきである。 

14 弟子たちよ、私に学びなさい。もうこれ以上隠れていてはいけない。すぐに光の中に出て、私のメッセージが知ら
れるように、精神と魂で準備をしなさい。あなた方の霊感の賜物によって、私があなた方にわが意志を知らせることができ
るように、あなた方自身を霊化しなさい。 

15 私の霊の光があなたの心を照らし、あなたの唇から出る言葉が霊から出たものであることを望む。自分の言葉を感
じる準備が十分でない場合は、この作品について語ろうとしないでください。あなた方がわが言葉を伝える媒介者となるに
は、精神と心とがあなた方の中で一体となっていなければならない。 

16 新しい世代は、もはやあなたがたが目撃しているような形でわたしの声を聞くことはないだろう。 

わたしが示した、もはやこのように自らを現さない日が近づいているのだ。 

その年の最後の日まで、わたしの言葉をあなたがたに授けよう。私はたゆみなく語りかけ、あなたがたを励まし、元気づけ
る力と光に満ちたわが恵みの声は、奔流のようにわが民に降り注ぐだろう。 

17 最後までわたしに耳を傾ける者は強くなければならないし、永遠に従順な弟子の模範となるであろう。試練に弱ま
ることなく、立ち止まることなく、分裂することもない。 

18 もし、ある者が精神性を求めて闘い、ある者が古くて遅れた儀式や役に立たない伝統に甘んじているとしたら、こ
の民族はどうなってしまうのだろう。日々 の仕事に疲れないように共に戦い、良心の声をはっきりと聞くことができるよう
に見守ることです。 

19 弱い生き物ではなく、強い精神になるように、気を引き締めて生きてください。慈悲と愛と正義の道にあなたの歩
みを導いてください。私があなた方の健康な肉体のリフレッシュのために用意したものを、あなた方自身から奪ってはなら
ない。また、自分の魂を否定して苦しめるなと言う。そうすれば、肉体と魂が一つの意志を形成し、その上で、私の神聖な
光である良心を監視することができるのだ。 
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20 私は、世間があなたを物質主義に陥れ、私があなたに託した恵みを奪うことを望んでいません。そうすれば、私が
あなたを救った不幸と苦痛の人生に逆戻りしてしまうからです。 

21 私があなた方の救いのために来て、あなた方の弱さを克服し、あなた方を縛っている鎖を断ち切るのを助け、つい
にあなた方が弱さや病気や苦難から解放された満足感を味わえるようにしたことを忘れてはいけない。 

22 私の道を歩み出す者は皆、私の中に強さと、人生の道の終わりまで同行する助け手を見出すだろう。光と救いを求
めて飢え渇く者は誰でも、私の作品の中に永遠の命のパンと水を見出すことができる。 

23 もし、あなたが私の跡を追って牢屋に入れられたとしても、その試練の時に私があなたとともにいることを知り、
あなたの師の苦しみを思い起こすことで気持ちが強くなるように、あなたの精神を困難な危機の時のために強くしなさい。
大切な人が痛みの床に投げ出され、もうすぐ息を引き取るのを見たとき、あなたの思いを私に向け、喜んで私の意志が行わ
れるようにしてください。その時、あなたは、私の助言に身を任せ、信じることへの報酬として、奇跡が起こるのを見るで
しょう。人生の旅路で孤独を抱えたままの人は、母や弟子たちから遠く離れ、群衆に追われながら、心の中で孤独にカルバ
リーに向かって歩くイエスを思い出すとよいでしょう。 

24 この記憶のイメージを意識するたびに、私はあなたの苦難に寄り添い、苦難の杯を回避すると約束したと思い、甘
い慰めを感じることでしょう。 

25 その苦しみがあなた方を浄化し、そして苦難の時が終わったとき、あなた方は師匠の後に生きる機会を得たことを
幸運と思い、霊的遺産の所有者であることを実感することでしょう。 

26 私の教えを注意深く学べば、私の一つの教えがいかに前の教えを裏付けるか、同じように、この時代の私の言葉が
、過去に私があなたたちに語ったことすべてを裏付けることがわかるだろう。 

27 新しい時代が到来し、私が今、人類に霊的な自己顕示を行っているというサインを認識する人は、ほとんどいない
でしょう。彼らの大部分は、物質的な進歩のために人生と努力を捧げ、この冷酷な、時には血生臭い目標達成のための闘い
の中で、盲人のように生き、方向を見失い、もはや何のために努力しているのか分からなくなり、新しい夜明けの明るい光
を見ることができず、印を知覚せず、わが啓示についての知識を得ることから遠のいている。 

28 この人類は、私が昔から与えてきた啓示よりも、人間の教えや言葉を信じてきたのだ。あなたは、今が真理の霊と
しての私の顕現のために予告された時であることを感じ、信じることができるように、御父の義において、あなたが見るた
びに見るしるしよりもさらに大きなしるしを送ってくださるのを待っているのですか？ああ、信仰の薄い人たちよ。弟子た
ちよ、なぜ私が時々 、荒野で私の声がしていると言うのか、それはそれを聞いて真に耳を傾ける者がいないからだと、これ
で理解できるだろう。 

29 目覚めよ、人々 よ、この正義の声に身震いするのを感じ、同胞に、法、光、審判、そしてそれとともに人類の救済
がこの世に来たと宣言するよう促されるのを感じよ。 

30 この闘争の中で自分の任務を果たすことを不可能なことだと考えてはならない。この人類を救済するのも、国々 の
生活を変革するのも、あなた一人ではない、これらの業は超人的なものだから私がやるのだ、と今も私は予言しているので
す。私はただ、あなた方が自分に課せられた使命を果たし、新しい世代が、あなた方が到達できた場所よりもさらに遠くま
で私の種を運ぶことを望んでいるのです。 

31 霊的生活に戻り、父の定めた運命を地上で全うした者の至福の時を想像できますか？その満足と平和は、魂が人間
生活の中で得ることのできるあらゆる満足よりも、無限に大きなものです。 

32 そして、私はこの機会をあなた方に提供する。それは、あなた方が、自分の国に帰るときに喜ぶ者たちの中にいる
のではなく、深い落胆や後悔に苦しみ、泣く者たちの中にいるようにするためである。 

33 この時代の人類が巡航している情熱の海の荒波にもまれ、漂流者となっているあなた方の助けを求める叫びを、私
は急いで聞こうと思う。あなたの願いは私に届き、私の慈しみは平和のマントのように広がる。かつて私が弟子たちを連れ
てガリラヤ湖を航海していたとき、波が押し寄せて船が沈みそうになったときのように。恐怖に満ちた弟子たちは、自分た
ちが滅びると思って私に救ってくれるよう頼んだ。私は彼らに、私とともにいて私を信頼する者は決して滅びないことを証
明したのだ。 

34 この時、船は私の仕事、海は人生、嵐は情熱、訪問、試練を意味します。 

35 嵐が来るとき、この船の中にいる者は幸いである、救われるのだ 

36 この海を渡り、彼岸に向かって絶対の信念で航海しなさい。彼岸には完全な平和があることを知るのだ。もし、良
心の赴くままに行動したならば、誰がこの道を踏み外すことができようか。 

37 疲れを感じる人がいたら、私を呼びなさい。もし、誰かが信仰が揺らいでいると感じたら、その人が祈れば、すぐ
に私がそばにいて助けてあげます。しかし、誰も原点に戻ろうとしたり、嵐の波にさらわれて滅びることを諦めてはならな
い。 

38 祈りが伝える霊的な力を知るために、祈りを完璧にすることです。それは、あなたが真の霊の交わりにおいて、私
のもとに昇っていくための天の梯子です。 
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39 信仰を失い、私への信頼を失う者の道は、いかに暗きものであろうか。起きているあなたたちは、眠っている世界
のために祈りなさい。 

40 私がこんなに熱心にあなたのことを気にかけているのが、不思議に思えますか？それは、あなた方が、あなた方に
対する私の愛が何であるか、あるいは、あなた方が私にとって何を意味するかについて、本当の知識を持っていないからに
ほかならない。あなた方の中には、自分を地上の神だと感じている者もいれば、反対に、あなた方の中に私の愛にふさわし
いと感じていない者もいるからだ。物質的な性質が人間にとって驚くべきものであったとすれば、霊的な生活はさらに壮大
で驚異的なものであり、あなたの至福と喜びのために、あなたは自分が両方の存在次元に属していることを知らなければな
らないと私は言います。- 

このようにして、わたしのことばは、あなたがたが上へ上へと成長するために、わたしについて、そしてあなたがた自身に
ついて、知るべきすべてのことを教えてくれる。 

41 この日、私の意志として、1950年までに、私によってマークされ定命された14万4千人の霊が、私の愛の種を世
界にもたらすために完成することを、あなたがたに明らかにするのです。ある者は転生し、またある者は霊界の家にいる。
彼らはみな、わが霊感の光の下で目覚め続け、それぞれが大勢の人々 の道を照らし、霊の王国へと導く松明となるのです。 

42 イスラエルが約束の地を求めて砂漠を越えていた時代、人々 に神の崇拝を教え、神の律法を思い出させ、その理解
を助けたのはレビ族であった。そして、部族が信仰と忍耐によって征服した土地に定住した後も、レビ族は律法を見守る存
在であり続けました。しかし、時代は流れ、人の魂は進化し、私がイスラエルに託した神の種は多くの民族に届き、今や人
類に散らばっている。 

43 その神の民が光に満ちて地上に復活し、その精神に新たな啓示を受けて、国々 に伝えていくのである。今、律法の
監視を任されているのはレビ族だけでなく、神の民の一員となることを望んで目覚めたすべての人々 によって、多くの魂が
加わっていることを自覚してください。 

44 ここには，当時シナイでエホバの全能の声を聞いて恐れ倒れた者たち，捕囚と涙と屈辱を捨てて祝福と平和の地を
求めて旅立った者たちが，わが言葉に動かされて大勢いる。今、彼らの目は新しい光に開かれ、その時から彼らの精神が歩
んできた道をはっきりと見ることができるようになったのです。 

45 この民はまた、偶像崇拝、悲惨、誘惑を養う世界に代表される新しいファラオから自らを解放するために苦闘する
ことになるのです。また、他人から見捨てられ、拒絶されたと感じ、その進行を妨げようとする多くの同胞に反対される砂
漠を越えることになる。しかし、いったん必要な精神化が達成されれば、正義と愛の法則を語りかける神の声をその存在の
奥底で聞くことになるのです。しかし、この光が降り注ぐのは心ではなく、霊に直接届くのです。 

46 この教えを実践すれば、人々 の働きの一つひとつが、人間の中にある霊の神殿を建てるために役立つのです。 

47 この民の一員になりたいと願う者は皆、内心で自分を考え、信仰で自分を満たしなさい。そうすれば、闘いの中で
強くなり、私があなた方をイスラエルと呼ぶにふさわしい者になれる。ちょうど、第一時代に私がヤコブを善と愛と寛容に
「強く」呼び、律法と美徳への熱意に強く、罪、痛み、中傷、不幸に直面しても強く呼んだように、である。 

48 この指示を与えた後、私の視線はあなたの足取りを追い、あなたが私の指示をどのように実践しているかを見て、
あなたの真の愛の業を判断する。 

49 孤児、やもめ、人生の闘争に敗れた者、悪徳に敗れた者、光に飢えた者、真実に渇いた者を連れてきて、働く機会
を与えようとするのだ。あなたのもとに絶えずやってくる出来事を偶然のせいにせず、あなたの心の扉をノックするのはあ
なたの主人であることを忘れないでください。あなたがたは、今、愛に満ちた活動によって、自分の霊魂が地上に存在する
ことを証明しなければならない時期に来ているのです」と、私は本当に言っています。 

50 私の声は常にあなたの精神に届き、あなたが何をしているのか、何のために人生を使っているのか、使命を果たし
ているのか、と問いかけます。 

51 あなたには大きな仕事がある。それは、長い間放置されてきた間に蓄積された仕事であることを理解しなさい。私
があなた方に重荷を負わせるとは思わないでください。私は、あなた方が負債を返済し、地上での使命を果たすことだけを
望んでいるのです。あなた方には、これらの義務に加えて、互いに好意を持たずに愛し合い、信条、言語、階級の違いに妨
げられることなく奉仕する義務があります。 

52 私の教えは利己主義の種を破壊し、それによってあなたの精神に限りない活動の場を与え、そこであなたは愛する
という使命を果たすことができるようになるのです。 

53 ある者には祈りの中で語り、ある者には直観を与え、わが声を知覚させる。霊化から遠く離れたところに住む人々
には、啓示的、予言的な夢を見せます。物質化した人々 には、自然の力を使って話します。彼らは目に見えるもの、あるい
は科学で証明できるものだけを信じているからです。 

54 しかし、これらの警告の叫びにもかかわらず、彼らが眠っていたり、耳が聞こえなかったりするならば、彼らがあ
れほど挑戦してきた私の力と私の正義を感じさせてやるのだ。 

55 わたしの鎌が熟した穀物を刈り取る時が来たからだ。私は、善が実らせた果実、愛が実らせた金色の麦を集める。
残りはすべて破壊される。罪の実と利己主義、憎悪、高慢の雑草は、わが正義の鎌の容赦ない刃の下に倒れるだろう。 
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56 刈り取りのタイミングに合わせて来ています。以前、「穀物は早々 と切ってはいけない、麦と雑草は一緒に成長さ
せて熟成させてから切るべきだ」と言ったことを思い出してください。 

57 これこそ、私が現在行っていることではありませんか。今日のわが業績が、第二の時代についてのわが教えをいか
に裏付けるかを見よ。 

58 私は、心の器官を啓発した声の担い手の心によって、あなた方に語りかけ、その唇に知恵の言葉を載せ、人々 がこ
のメッセージを精神の糧として受け取ることができるようにしたのだ。 

59 私は、あなたがたが、このような示現を前にして驚いているのを見ています。だからこそ、私は、この示現は、立
派ではあるが、あなたがたに与えるべき最後の指示でもなければ、人々 と私のつながりの最高の示現でもないことを、直ち
にあなたがたに伝えたいと思うのであります。この顕現は、私が与える新しい啓示の約束である霊的知恵の書の1ページと
しか考えないでください。この本はあなたの精神の前に開いている、それは私の知恵であり、この本から光の流れが発せら
れ、あなたの存在に満ち溢れるのです。 

60 この仕事の本質と意義に納得していない限り、真の強靭な魂で戦場に出ることはできない。このため、私は、わが
民が安全な道を進んでいると確信できるように、わが顕現のたびに愛の証をあなたがたに浴びせかける。 

61 あなたの使命が書かれたこの本を愛を持って受け取りなさい。しかし、この光の時間には横になって眠ってはいけ
ません。明日、何のメリットもないのに、どんな褒美をもらえるというのか。すべての努力の究極の目標は、光と平和と精
神的完成の達成であることを忘れてはならない。この完璧さを達成するために、あなたは命が吹き込まれたときから、あな
たの良心が示す正しい道を示していることを皆に知らせましょう。しかし、あなたが地上に転生したとき、道から外れない
ように、私は私の痕跡をそこに残しました。 

62 過去と現在のすべての瞬間に、この痕跡を探せば、すぐに見つかるはずです。 

63 私はいつもあなたを探していた。あなたの魂は一度転生すると、多くの道に乗り出し、そのほとんどが道を失って
しまったからだ。ああ、弱い被造物よ、自分の意志の決定で堕ちたくせに、神の子の道は誘惑に満ちていると言って、私を
責めたてるのか。あなたがたは、多くの道を見たと思っても、ただ一つの道、すなわち、わたしに通じる道に従っていれば
よかったのです。あなたの父が、あなたを誘惑して罪を犯させるようなものを作ったと想像できますか？ 

64 明日、人間が無知と唯物論の重荷から解放されたとき、障害だと思っていたものは、魂が上昇し経験を積むための
ステップにすぎず、絶壁だと思っていたものは、自分を強くするための試練にすぎないことを発見するだろう。そして、人
間が自分の転倒の原因や欠点だと考えていたものが、自分の完成を助ける道具であることを発見する。この知識の前では、
悪に関して作り出した迷信的な考えは、すべて人間の心から消えてしまうだろう。 

65 この人生の光に目を開くや否や、人はどんな力とどんな美しさを発見するのだろう。彼の無知が彼に誤った解釈を
させ、彼が誤りに陥り、すべての存在を創造された方を非難したものはすべて、人の心から消え去るでしょう。 

66 人々 が真の霊的法則を理解せず、またそれに惹かれない限り、宗教的狂信に陥り、落とし穴と不確実性と影に満ち
た人生に直面せざるを得なくなります。 

67 いつになったら、わが教義を学ぼうとするのか。それは、魂を照らし、決して隠れることのない神聖な太陽のよう
なものだ。あなたがたに言わせれば、そんなことはありえないことですが、私は、この光はやがて全人類を照らすことにな
ると言っているのです。 

68 あなたが「ガリラヤのラビ」と呼んだ方の声が、今この瞬間も聞こえているのです。その時、「人はパンのみによ
って生きるのではなく、神のあらゆる言葉によって生きる」と言ったとすれば、今、私はあなた方に向かい、人は科学や人
間の知識のみを糧とするのではなく、神の源を糧とすべきであり、その人の中には愛と知恵と平和のみを糧とする御霊が生
きていることを伝えるのである。わが弟子たちよ、己を養い、己を強めよ、そうすれば、己の内に真の生命を持つことがで
きる。 

69 苦難と苦渋の時があなた方に訪れ、あなた方の信仰と私の指示に従う堅固さによって、私の教えの証人となるよう
準備しなければならない。 

70 時々 、私の不信心な弟子たちは、私が第二の時代に持っていた体、つまり、刺し通され、血まみれになった手を見
せることを望み、私が再び私の人々 の間に戻ってきたことを信じさせる。そして、彼らは心の中でわたしに言う。"あなた
を見なかったのに、どうしてあなたを証しすることができようか"。しかし、あなたがたに尋ねます。私が再び来ることを
あなたがたに告げた、あの時の私の言葉を知っていますか。私が人間として来ることを、いつあなたがたに告げたか。あな
たが実体化したのだから、信じるには見なければならない。一方、予言を知らなくても、わが存在を感じ、真理を理解する
人々 もいる。このような人は、心も体も清らかな人です。 

71 霊は人間よりも高い視力を授かっているので、真理を発見し、その中に父の御顔を見るのは彼です。もし、あなた
の精神が最初に占ったのでなければ、どうやってあなたの感覚で神を発見するのでしょう？これらの言葉は、あなたの信仰
が薄いから非難するのではなく、あなたが疑うから拒絶するのでもない。それどころか、私の霊の愛の火で彼らを照らすた
めに、私は消えてしまったこれらの灯りを探しているのだ。 
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72 この言葉を聞いたとき、至福に震える者がいる。明日、私がこの姿で姿を現さなくなったとき、私を理解できなか
った者、あるいは私の声を聞いて疑った者は、霊化の過程で、私の顕現に立ち会いながら信じられなかったことを思い出し
、自分自身を嘆くことでしょう。私は彼らを私の光で浴びせ、彼らは私の声を聞くだろう：恐れるな、あなたの心の奥底に
私を求めよ。 

73 世界の人々 、国々 の人々 よ、わたしのもとに来なさい。さあ、あらゆる人種の人々 よ、平和の王国でわが律法があ
なた方を待っている、あなた方が一つの民-神の民-を形成するために。 

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 94 
1 私の言葉は、愛に満ちてあなたがたに知らされている。あなたが泣きながら私のところに来たとき、私は父のよう

に助言してあなたを正さなければならなかったので、それは慰めの言葉でした。私がこの言葉を、私の声を伝える者たちの
唇に沈黙させる日が近づけば、その愛と優しさはいつも同じであるが、あなた方はこの言葉が裁判官から出たものだと感じ
ることだろう。しかし、それはとても多くの光を秘めているので、あなた方が自分自身について持っている最も秘密の欠点
や最も隠れた点さえも発見することができるでしょう。 

2 あなた方は私について、私があなた方の不完全さを指摘しなかったとか、私の教義であなた方を欺く教えを与えた
と言うことは決してできないでしょう。明日、自分の非を発見し、この啓示の偉大さを理解するとき、あなたは父に正義を
もたらすことができるだろう。 

3 あなたはまだこの真実を理解していない。最初に闇があなたの目に暗い包帯を巻き、次にわが言葉の光が来たが、
あなたはそれによって盲目となった。この光に慣れ、周囲のものがすべて見えるようになるまで、しばらくの間、暗闇の中
にいることは避けられないのです。それまでは、批判や言動に気をつけなければならない。まだ、道を確実に歩むことがで
きず、真実を語ることもできないからだ。 

4 真理は一つであり、永遠であるにもかかわらず、異なる真理を捏造する人間を見てください。わが教えが地上でど
れほど踏みにじられたことか。 

5 キリストがあなたがたに真理を語って以来、どれだけの人が真理を語ろうとしたことでしょう。しかし、私はあな
たに尋ねます。彼らはまた、愛と従順と愛の活動において、私を模範としたであろうか。私の真の弟子、使徒が誰であった
かは、常に私だけが知っている。 

6 もし明日、この宣言を判断するとき、罪深い口上によって伝えられたために、その真偽を疑う者があれば、罪は私
を遠ざけるものではなく、逆に、道を見失った者に私を近づけてくれたのだと理解させるだろう。 

7 人が認めるであろうわが力のもう一つの証は、罪人の口が清らかに語り、神を冒涜する唇が神の教えを口にし、訓
練されていない心が知恵に満ちた教えと啓示を伝えることができるのは、私だけができるということである。 

8 このとき、真のわが言葉の使徒として表に出てくるのは、いったい誰なのだろうか。あなたがたのうち誰が、わが
教えのすばらしさを同胞に示すことができようか。 

9 あなたがたの働きは必要である。必要なのは、わが言葉を聞いたこの民の生きた証である。 

10 私があなた方にもたらした教えは、計り知れないほど大きな松明のようなものであり、その周りには、真実に飢え
、正義を渇望する人々 、そして、光を求めることに心を奪われた誤った魂、探求者たちが集わなければならないのです。 

11 大勢の同胞が平和のオアシスを求めて旅立つ時に備えて、謙虚に準備をしなさい。私がみことばであなたにもたら
した美徳をあなたの魂に蓄積しなさい。虚栄心や実体のない教えで仲間を感心させようとしてはいけない。まさにそのこと
から逃げて来るのです。 

12 人間の理解器官を通してわが言葉を聞いた者だけが、この民の子と呼ばれるのではない。自分の十字架を負う者、
この律法を愛し、この種を広める者はみな、わがぶどう園の労働者、わがわざの使徒、この民の子と呼ばれるであろう、た
とえこの布告によってわが声を聞かなかったとしてもである。 

13 なぜなら、そうすれば、宗派や宗教団体から反対されるような脆弱な点がたくさん出てくるからです。 

14 もし、あなたが道徳的な向上、生活の純粋さ、礼拝の精神化を求めるなら、あなたを打ち負かすことのできる武器
、思想、教義は存在しないでしょう。霊を土台にすれば、すべてが保存され、訪問と戦いに生き残ることができるのです。
物質的な土台の上に建物を建てると、砂の上に建物を建てる愚か者のように、少しの揺れでも崩れるに違いないのだ。 

15 あなた方の心を宝物庫にして、私の教えをあなた方の精神が今まで受け取った中で最も貴重な宝物として、その中
にしまっておいてください。 

16 私は、この精神的葛藤の時代に、あなた方に自分自身を知らせる。なぜなら、あなた方はこの法を語るために世に
遣わされたのだから。あなた方はすでに解放され、無用なものから離れ、イエスに愛された真の働き手として、さらにその
道を進んでください。 

17 私は、あなたが私について語り、あなたの霊がその経験を他の人々 に伝えることができるように、この時期にあな
たをこの世に送ったのだ。 

18 あなた方がイスラエル人であることを明らかにしたのは、あなた方が地上で長い間、わが道を歩んできたことを知
るためであり、また、あなた方の責任を反省するためであった。あなたがたの信仰心や熱意や慈愛の欠如を、私が時に非難
するのは当然だと思いませんか？ 

19 太古の昔から、ひとりの神があなたに語りかけている。あなたが認め、愛するべき神はひとりである。さらに、一
つの礼拝を私に捧げてほしいのです。 

20 多くの種類の神々 を作り出したのは人間であり、それぞれが異なる方法で神を感じ、崇め、想像している。- 

私はこの民をあらゆる宗教的影響から遠ざけている。それは、ここで、孤独の中で、隠遁生活の中で、彼らが私の話を聞い
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て理解し、ついには創造主にふさわしい礼拝を私に捧げることができるようにするためである。私は、イスラエルが何世紀
にもわたってエジプトのファラオのくびきと災いの下に捕虜となっていた当時、同じことをしました。それは、マイ 

モーセを使者として使い、律法と人類を照らす光を受け取る運命にある人々 を奴隷状態から救い出そうとする意志。当時の
出来事と現在の出来事を比較すれば、マスターがこれらの出来事をどのような意図で話したかがわかるでしょう。 

21 人類はこの時代にも物質的な隷属と艱難辛苦を経験し、霊の束縛をくぐり抜けてきたと、あなたの霊は私に告げて
います。 

22 だから、私は再びあなたがたのところに来て、「第二の時代に私が教えたように、互いに愛し合いなさい。霊性、
秩序、従順、信仰、慈愛を持てば、戦いに強さを感じ、地球のすべての人々 の模範となることができるだろう。 

23 多くの人が、あなたの歩む道は何か、どこへ行くのかと尋ね、あなたの歩みが謙虚でありながら、確信と堅固さに
満ちていることを知れば、信頼と信仰に満ちた心であなたについて行くでしょう。 

24 今日、あなたの霊は食物を求め、心は安らぎを求め、心は光を求めて渇いているのです。しかし、師は告げる。進
化の初期に、あなたはこれらのすべてを、たとえそれを得るための功労がなくても持っていた。しかし、今は、互いに愛し
合うことを教える律法の中の業をもって、すべてを達成しなければならない。 

25 健康、強さ、平和、豊かさなど、その時代には何も代償がなかったからこそ、簡単にすべてを失ってしまったので
しょう。今、私はあなたに言います。努力と労苦と犠牲によって、あなたがその価値を十分に評価しなかったそれらの贈り
物の展開を取り戻したとき、あなたはもはやそれらを失うことはないでしょう。この人類が深い眠りから覚めて、（これら
の贈り物を）取り戻して進化することを目標に出発するために、どれだけの進化をしなければならないか、わかっているの
だろうか。しかし、あなたは道を切り開き、彼らの精神的な成長の道を教えなければなりません。このみことばを聞き、す
でに共同体を形成している今、あなたがたの魂に純粋さを持ち、あなたがたの装備に忍耐して、わが業を完全に明瞭に現す
ようにと、私は言っている。私が託した仕事を純粋にこなしてほしい。- 

落ち着いてください、あなた方がすべてを行うわけではありません。 

26 地球上の多くの地点から、個人、グループ、大勢が名乗りを上げ、新しい時代について、霊化について、人類に語
りかけ、人間の解放と兄弟愛を実現するために活動することでしょう。このため、あとは私がやると言っているのです。 

27 私にしかできない仕事がある。その一つは、この人類が自ら作り出した奈落の底から救うことだ。しかし、御父は
、御自身の神聖な任務と義務を、愛する子供たちが支えてくれるのを見るとき、限りなく喜ばれるのです。だから、すべて
の人に呼びかけるようにしたのです。私は彼らに我が顕現の目的を説明し、その後、善意の心を選び、我が神業の兵士と使
者として準備させるのである。 

28 私は、この民がやがて路上に、民族や国々 に、軍勢のように散らされ、良き知らせとわが言葉の証しと、わが約束
の光を運ぶのを見たい。もし、あなたが本当に団結すれば、あなたの心から素晴らしいインスピレーションが湧き、それは
、あなたが今日ノックすることに対してまだ閉じている扉を開く鍵となることでしょう。 

29 その時、私はあなたがたに言った。「あなたがたは世の中の影響を受けて、かつての私の教えの痕跡をすべて消し
てしまったのですか？これが、私が来た理由です。地球の住人のうち誰が、あなたの精神が持っている経験と光の富を、あ
なたに理解させることができるでしょうか。 

30 人類の中には、ある時、神の約束に従って砂漠を越え、山の上で主の声を聞いた人たちがいる。また、イエスの時
代に生き、イエスの業を見、イエスの言葉を聞き、私に従って荒れ地に行き、その声を聞くために山に登った群衆に私が与
えたパンと魚を食べた人たち、そして、私の十字架の日に、群衆と一緒に叫んで走った人たちを私は見出すのである。ここ
でも、（イエスの時代と同じ）天のコンサートを聴きに来た群衆の中に、今は新しくなっている、そういう魂を発見する。 

31 泣く者、私を聞いて震える者、語りかける声を認識する者、これらの者は、その精神が私の言葉の響きを今も保ち
続けている者である。 

32 この顕現に来た者のうち、わが言葉を聞くためにここに来ることを妨げるような人間の力が一切なく、永遠にこの
道にとどまり、ここでこれらの仕事に専念する者がいかに多いかに気づくか？彼らは、まだ別の時代から神に愛の負債を負
っており、神に自らを捧げる機会がなかったが、最後まで私に従い、私に仕えるために私を待つと自らに約束した者たちで
ある。 

33 今日、私は彼らがすでに経験した出来事を思い出しています。 

34 その頃、私の弟子たちは、私がまもなく彼らのもとを去ることを知ると、私に尋ねた。「主よ、いつまたあなたに
お会いできるのでしょうか」。そして、わたしは何時ごろ帰るのか、また、わたしの帰るしるしとしてどのようなものを与
えるのかを彼らに告げた。 

35 今、私は新しい弟子たちに言います。これは予言された時であり、しるしは一つも欠けることなく成就しているの
です。 

36 人間の理解器官によるこの顕現も終わりを迎えることを知っているあなたたちは、彼らと同じように、「主よ、あ
なたの言葉が聞こえなくなったら、あなたの顕現を何らかの形で感じる幸せはなくなるのでしょうか」と問うのです。これ
に対して、私はこう答える。この後、あなたの霊性化、つまりあなたの主との直接の交信の時間が訪れ、その中であなたは
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私が永遠に存在していることを感じるようになるのです。この程度になれば、もう二度と、父が来るとも、父が去ったとも
言わなくなる。その時、私がいつもあなた方と一緒にいることを理解したことになるからだ。そして、私がイエス様を通し
てお伝えした、"神の国はあなた方の中にある "ということを思い出してください。 

37 国々 に福音を伝えよう。このメッセージをあらゆるところに広めてください。私を待ち望む者の多くは、私が人間
として地上に現れると信じていることを考えなさい。しかし、私はこのことを決して言わなかったが、私の来臨は霊的なも
のであり、「雲に乗って」来るのだということを理解させた。 

38 私はすでに、教会や宗派を訪問して、無気力から目覚めさせることをお伝えしました。そして、この時代の光を認
識し、精神化の理想を育んでいくのです。しかし、私が託した部分を実行してもらうことが必要です。この種は、土に落ち
て発芽し、人類の知恵と精神的進歩の実を結ぶのを待つだけだからです。 

39 聖職者に導かれることなく自らの道を進み、儀式やシンボルなしにわたしに礼拝を捧げるこの単純な人々 の例は、
何世紀もの夜の中でまだ眠っている人々 を呼び覚ますものとなり、多くのわが子たちの再生と浄化の刺激となることでしょ
う。 

40 この仕事における自分の責任を無視しようとしないでください。私はあなた方を第三の時代の開拓者、預言者とし
て地上に送ったことを忘れてはならない。 

41 まことにあなたに告げます、もし私がこの時間に、あなたがたが見たのと同じ身体で現れたら、私の傷は新しく、
私の顔には犠牲の死の印がまだ押されているのを見ることでしょう。しかし、それは人類への絶え間ない非難となる。私は
、私の傷をあなた方から隠し、私の光だけをあなた方に見せることを好む。なぜ多くの人が、イエスの姿をした人間として
の私を見たいと思うのでしょうか。私は形だけではないのです。確かに私は、あの時もこの時も、イエスという姿で自分を
見ることを許した。しかし、この恵みはすべての人のためにあるのではなく、すべての人がこのように私を見る必要はない
のです。もう一度言います。"見ずして信じた者は幸いである "と。 

42 人々 が外側の宗教的慣習を捨て、人間の作品であるイメージの中に私を求めるのではなく、自分自身を霊的にする
とき、彼らは私をとても偉大で全能であると理解し、私を限定して見ることに同意せず、イエスの姿の私を見たいという欲
求も持たないだろう--霊的にさえもね。 

43 この時代、予知能力者の仕事を果たすことがいかに難しいか。内なる悟りがなければ、霊的な視力の賜物だけでは
不十分です。彼の良心以外に誰が彼を導くことができようか。また、祈りと霊的な警戒心以外に誰が彼を誤りから救い出す
ことができようか。 

44 イスラエルには第一時代に7人の大預言者がいた。彼らは人類の未来について語り、書き、国々 に訪れる訪問につ
いて語り、主が人間に授ける神の啓示を告げたのです。彼らが偉大だったのは、多くを語ったからではなく、わが光を求め
て霊的に高まったからだ。 

45 父は今、新しい預言者たちにも同じことを望んでおられます。すなわち、彼らが人類に、しかし真理に満ちた、わ
が労働者たちに私が言ったような霊的なものの一つの像を提供することです。あなたの種の収穫として、少なくとも三粒を
わたしに持って来なさい。ただし、それらは発芽できるものでなければならず、藁や籾殻が優勢な一房の中に入ってはなら
ない。あなたの作品こそが、あなたの永遠への道を準備するものであることを忘れてはならない。 

46 今、わが神聖なる霊があなた方にその存在を知らしめ、私はあなた方に一筋の光を送り、それが声を持つ者の心に
触れて、あなた方に言葉となったわが光を伝えるのである。 

47 見よ、第二の時代に語りかけた "言葉 

"が、今、あなたがたの間にいるのだ。同じ教義、同じ本質でありながら、今日、私は人間の体に身を包んでいない。そし
て、私の足は世界の塵に触れた。今日、私の光だけがあなたの精神に明らかにされる。人はパンだけでは生きられないこと
を真に知っているのだから、私を感じる心を整え、わが言葉をもって自らを養いなさい。かつてパンとワインとして贈った
私の体と血を、あなたがたに与えよう。さて、霊的には、わが体であるパンに代わるのはわが言葉であり、わが言葉の霊的
本質は、わが血としてあなた方が飲む葡萄酒となるであろう。 

48 人々 の魂は、わが臨在に至福の喜びで震える。師匠も新しい弟子たちの存在によって祝福されているのです。今、
師が第二の時代*の使徒たちに語るのを聞いてください。 

* これらは、精神的な意味での集会です。 

49 "愛するヨハネ、あなたの神殿を私の心臓に当てたあなたは、私に耳を傾けるすべての人が、私に寄り添い、私の
平和を感じ、生命の源に近づくのにふさわしい人になることを望んでいます。あなたの魂はたゆまず祈り続け、あなたが多
くの不思議なことを予言した第三の時代の人類の間にその光を送っています。この時代、親愛なるヨハネよ、あなたは今、
あなたが幻視と歓喜の中で見た、その意味も、いつ実現するかも知らなかった示現が成就するのを経験しているのです。世
界のために祈りながら見守る" 

50 「イスカリオテのユダ、わが使徒よ、今日、あなたの魂には謙遜が宿っている。しかし、今日、あなたの影響は人
類に恩恵をもたらしています。目に見えないところで、あなたは男性の相談役を買って出ているのです。弟子よ、私はあな
たに私の平和を与えたが、なぜあなたはそれを自分の魂で十分に感じないのか？わたしはあなたがたを慰め、赦すことを決
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して否定しなかったが、あなたがたは大いに泣いた。主よ、十字架から降りてきてください、今私は平安です、今私はあな
たの赦しを受けるにふさわしいのです」と私に言うことができるように、わが子の最後の一人が救われるのを待っているか
らである。" 

51 "人類が日々 ますます罪に陥り、それを通して私を冒涜し、裏切り、十字架につけているのを見る限り、あなたの
魂は世が想像できないほどの苦しみを受け、私を傷つけるすべての罪は、私を傷つけたのは自分であるかのように感じるの
です。 

52 息子よ、弟子よ、私の食卓からパンとぶどう酒を取りなさい。私はあなたに言います。食べて、飲んで、今日はそ
の食事で受け取れなかったもの、みんなが受け取ったものを提供します。あなたの困窮と不幸を取り除き、大きな悔い改め
の実りとして今日あなたのものとなった謙遜のために、あなたのうちに私の平和を受け、その中に私の体と血を見いだす。
"。 

53 見よ、人々 よ、これらは私の新しい愛の教えである。私があなたにするのを見たように、あなたの同胞にしなさい
。この時代、あなたは私の仕事をどうするのですか？私の前には、新しいカルバリと十字架が見えます。私の苦難の道は終
わっていない、私の受難はゴルゴダで終わっていない、私の歩みはまだその血の跡を残している。 

54 わが民、人類よ、わが道に来なさい。私はあなた方の犠牲を永遠の命に、あなた方の痛みを喜びに変え、あなた方
が山の頂上に到達したとき、あなた方を待っているわが愛を見るだろう。世界も私を待ち望み、私の愛に飢え、渇いている
。しかし、私はすべての人のもとに来る、これが私の約束だったからだ。いつか、国々 が平和になり、罪が根絶され、人々
が兄弟として愛し合うようになったとき、私があなた方を倒した剣、すなわち愛をお見せしよう。 

55 肉眼で見る者にとって、この顕現はなんと謙虚なことだろう。しかし、心と精神でそれを見る者には、なんと深遠
で偉大なことだろう。 

56 今、あなたがたが私の周りにいるように、第二紀の最後の晩もそうだったのです。イエスがその部屋で最後に弟子
たちに話されたのは、ちょうど日が沈む頃だった。それは、死にゆく父親が愛する子供たちに贈る言葉であった。イエスに
は悲しみがあり、また弟子たちにも、自分たちを教え、愛してくれた人が数時間後に待ち受けていることをまだ知らない悲
しみがあった。主が旅立とうとしているのに、その方法をまだ知らないのだ。ペトロは聖杯を胸に抱いて泣き、ヨハネは涙
で師の胸を濡らし、マタイとバルトロメオは私の前途有望な言葉に身を乗り出した。フィリップとトーマスは苦渋を隠しな
がら、食事をした。若いヤコブと年長者、タダイ、アンデレ、シモンは痛みのために無言であったが、彼らが心をこめてわ
たしに話したことは多かった。イスカリオテのユダもまた、心に痛みを抱えながら、恐怖と自責の念を抱いていた。しかし
、彼はもう戻れない。闇に取り付かれてしまったのだ。 

57 十字架上の殉教が近づき、そこからキリストは、いわば、あの幼い子供たちに暖かさを与えるひばりのように母を
離れ、聖霊の光があの人々 を啓発するために流れ込んできたのです。やがて、弱音を吐いた後、世界中に散って、異教徒や
偶像崇拝の国々 に良い知らせを宣べ伝え、天の御国を告げ知らせるほどの力を感じるようになるのだ。 

58 イエスが最後の言葉と戒めを語られたとき、その弟子たちは涙で溢れかえっていた。しかし、そのうちの一人はも
ういない。彼の魂は、これほどの愛を受けることも、これほどの光を見ることもできない。だから彼は去った。その言葉は
彼の心を焼き尽くしたからだ。 

59 この時代の信者たち、新しい弟子たち：私は、第二時代の私の使徒職において、弟子の裏切りを許し、彼の中であ
なたたちに大きな教訓を教えました。私が愛をもってさばき、また赦した者をさばく者になるな。むしろ、彼を開かれた存
在、象徴として受け止めてください。今、彼を非難している人の中に、心の中にユダを飼っている人がどれだけいるだろう
か。 

60 私があなたに語りかけ、それらの出来事を思い出させるこの瞬間にも、王家の星は姿を隠しているのです。それは
、当時の人類を照らしていた太陽と同じものです。しかし、今、私があなた方に語るとき、国々 の叫びとあなた方の戦いの
咆哮が天の高みに立ち昇るのです。 

61 私はあなた方の世界でどれほどの悲惨さを目にしているか、そして、私の精神にはどれほどの深い悲しみがあるの
か。 

62 イエスが裁きの座の前に立たれ、そこから群衆に続いてカルバリーに上って行かれた日を、心の痛みをもって覚え
ている人は幸いである。 

63 今日、私の霊はあなたたちの間で新しい牢獄にいるのを感じるが、それは愛でできている。私はまた、あなたが私
を崇める新しい十字架を見る。しかし、それはあなたが私を死なせたものではありません。今日、それはあなたの霊性の一
つであり、私の開かれた腕を待ち望み、生命である私の神聖な血の流れを切望するものなのです。今日、あなた方は私を非
難しない。それどころか、私の無実を知っているのだから、あなた方は私の弁護者なのだ。 

64 私は皆に同じことを言うことはできません。なぜなら、人々 はこの世であまりにも多くの不完全なもの、あまりに
も多くの罪を積み重ねてきたので、それらはまた、彼らがこの時のために用意した、私にとっては新たな苦痛の十字架のよ
うなものだからです。 
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65 あなた方は、私の模範によって解放され、滅びることはないでしょう。それでも、あなたを包み込み、真の生命を
認識させない暗闇からあなたを救うことが必要なのです。 

66 愛する人々 よ、わが言葉を聞くとき、どれほど多くの相反する感情があなたの心を動かすことだろう。私が苦渋の
時を語るこの悲痛な口調は、多くの苦難を経験した者の心を揺さぶるものです。 

67 そのとき、アンナス、ピラト、ヘロデの三人の裁判官がわたしを裁き、民衆はわたしに刑を執行した。今、あなた
がたに告げよう。私の裁きをする者は多く、この時代に私に苦痛を与える者の数はさらに多いのだ。しかし、人々 がわが律
法とわが教義を忌み嫌うほど-

最も迫害され拒絶されるとき、信仰の民の声は響くだろう、第二時代のように同じことは起こらないから、今や私は一人で
はないのだ。 

68 イエスが視力を回復させた「盲人」は、「光を見た」と大声で叫ぶだろう。死者」はよみがえり、わが真理を証言
する。女性の繊細な心は私に忠実であり、強い魂を持つ男たちは十字架を運ぶ私の新しい助っ人となるであろう。 

69 マリアは欠けることなく、私のどの歩みからも遠ざかることなく、彼女の天の御霊はどこまでも私について行くで
しょう、キリストとマリアは地上に来る前にすでに父と一つになっていたのですから。 

70 人類よ、人類よ、今日、私は当時のように「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」と言うことはできません。 

71 ディマスが救いを見出すには、その一瞬で十分であり、それが彼の人生の最後となった。彼は十字架の上から私に
語りかけ、彼らが神の子と呼ぶイエスが死の淵にいるのを見たが、この方こそメシア、救世主だと感じ、心の悔恨と魂の謙
遜を尽くしてイエスに身を委ねたのだ。だから、その日のうちに楽園を約束したのです。 

72 私はあなたに言う、無意識に罪を犯しながらも、人生の終わりに謙虚さと信仰に満ちた心で私に語りかける者には
、私の慈悲深い愛の優しさを感じさせ、彼を地上の苦難から引き上げ、高貴で高尚な人生の至福を知るようにさせる。 

73 私はあなたを十字架のふもとに、私の血と母の涙を受けたあの山に、マリアを残してきたのです。子供たちの肩か
ら十字架を降ろし、天国への道を示すのは彼女なのだから。 

74 私の言葉を理解せず、私の死の苦しみを味わった群衆に、「私は渇く」と言ったのです。今日、私の痛みを自覚す
ることなく、私の精神を侵害するのは群衆だけでなく全世界であることを目の当たりにして、私は何と言えばよいのでしょ
うか。 

75 私の渇きは無限で、想像を絶するほど大きく、あなたの愛だけがそれを癒すことができるのです。なぜ、愛の代わ
りに外的な教団を私に提供するのですか？私が水を求めているのに、あなたがたは胆汁と酢を差し出すことを知らないので
すか。 

76 今、私の杯はとても苦く、私の十字架は血まみれで、私の孤独はとても大きいのですが、あなたがたは私の叫びを
聞くことはないでしょう。"わが神、わが神、なぜ私を見捨てたのか"イエスが、ご自分の痛みが人間的で本物であることを
公然と示すことによって、あなたがたに与えたその証拠を、私は今日、あなたがたに与えようとは思いません。 

77 キリストはマスターであり、最後の瞬間まであなたを教えてくれました。その時が来て、ご自分の仕事が終わった
のを確認されると、謙虚にその仕事を父に譲られました。 

"すべては完了した" 

78 道であり、真理であり、命であったイエスが、最後に父に向かって「あなたの手に私の霊を委ねます」と言ったあ
の7つの言葉の祈りでその使命を終えたとき、その師の弟子であるあなた方は、服従と謙遜の貢ぎ物として父に捧げずにこ
の世を去れるのか、他の地域で再び目を開けるだけなので主の保護を求めずにこの世に閉眼できるのか考えてみてください
。 

79 イエスの全生涯は、父なる神への愛の犠牲であった。十字架上の苦悩が続いた時間は、愛と執り成しと赦しの祈り
でした。 

80 これが私が示した道だ、人類よ。あなたの主人に従って生きなさい、そうすれば私はあなたをすべての至福の源で
ある私の子宮に導くと約束する。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 95 
1 もし、あなたの求めるものが、あなたの身体や魂のためになるものであるなら、あなたを創造した神に、彼が与え

なかったものをあなたは求めることができるでしょうか。しかし、あなたは私の意志に同意することを学ばなければなりま
せん。あなた方は試練に反抗してはならない償いの時を生きているのです。 

2 愛があれば、償うことができるのだから。あなたの愛の活動で、すべての利己主義を破壊してください。 

3 あなた方が歩いている地上ははかないもので、ここでの彷徨は短く、その後、永遠の命に入るのです。それでも、
この涙の谷から出る道を知ってほしい。それは、わが律法の戒めによって示されているのだ。 

4 信仰と希望において弱くなってはならない。この人生という旅には必ず終わりが来るということを常に心に留めて
おいてください。あなたの起源は私にあり、最終目的地も私にあること、そしてその目的地は永遠であり、魂の死はないこ
とを忘れないでください。 

5 永遠を理想とし、人生の浮き沈みに心を奪われないように努力せよ。今が地球での最後の生まれ変わりかどうか、
ご存知ですか？今日、あなたが持っているこの身体で、あなたが私の正義に対して負ったすべての負債を支払うと、誰があ
なたに言うことができますか？だから、私はあなたがたに言う。時間を使うが、急がないこと。もし、あなたが信仰をもっ
て苦しみを受け入れ、降伏し、忍耐をもって杯を空にするならば、本当にあなたに言います、あなたの功績は実を結ばない
ことはないでしょう。 

6 精神は常に前進し、自分たちの完成を決して止めることがないように。 

7 あなたの魂がわが掟の道から外れ、自分の好きなように一人で生きようとするのを止めるために、あなたの道に試
練を置くのは私である。試練の理由を調べなさい、そうすれば、その一つ一つが心を削るノミのようなものであることを確
認することができますから。これは、痛みがあなたを私に近づける理由の一つです。 

8 しかし、人間は常に快楽を求め、権力や栄華を求め、自分を地上の主とし、自分の兄弟を支配するために努力して
きたのです。私が同じ愛であなた方を創ったのなら、なぜいつも、より高いものを装う者がいるのだろう。なぜ、屈辱の中
で鞭で人を支配する者がいたのだろうか。なぜ、卑しい者を拒み、隣人を苦しめても心を動かさない者がいるのか。なぜな
ら、これらの魂は、まだ私を被造物すべてを愛する父として、またすべての生き物の唯一の主としては認めていないからで
す。だから、権力を握り、人間の神聖な権利を無視する人々 がいるのです。彼らは私の正義の道具として私に仕え、偉大な
領主や王であると思っているが、彼らは召使いに過ぎないのである。許してあげてください 

9 これは、人類を精神的に統合するための教えを教えた3回目です。言語、人種、異なるイデオロギーが、もはや統
一を阻むものであってはならない、というのがわが意志だからだ。私が霊を創造した霊的本質は、すべての人が持っている
ものと同じであり、人の静脈を流れる血液を構成する物質は、すべての人に同じである。それゆえ、すべての人は平等であ
り、私にふさわしいのです。 

10 私が来たのは、あなた方の魂が美徳に乏しいのを見て、彼らを豊かにしたいと思ったからです。しかし、地の富を
わたしに求めてはならない。わたしはそれを初めから受け継ぐものとして、あなたがたに与えたのだから。私に尋ね、まだ
持っていない魂の浄化を求めよ。わが掟はまだ守られていないことを自覚せよ。 

11 何世紀も何時代も経過しているのに、人類は真に光と真実の生命に目覚めていないのです。だから、肉体の殻を捨
てるたびに、裸で困窮し、飢えと渇きを抱えて霊界に帰っていくのです。それでも、あなたの父が血と愛の痕跡で示した道
を私についていこうとするほど、人間の心からそのような大きな信仰と意志は湧いてきません。 

12 ですから、痛みは人を全力で落ち込ませ、自分が正しい道から外れていることを悟らせ、私の神の譬えで放蕩息子
がしたように、父を求めるようにと呼びかけるのです。あなたがたが裸で、あるいはぼろを着て、泣きながら、恥ずかしさ
でいっぱいになって、わたしの門に来ることは、どうでもよいことだ。そうすれば、私の愛の腕は赦しと慈悲に満ちて開き
、あなたを抱き、失われ、浪費された遺産を取り戻し、私の食卓に座って、永遠の命の食物と実りを楽しむことができるだ
ろう。 

13 私の愛があなた方の心を貫き、あなた方を慰め、癒し、あなた方を新たに救い、あなた方を解放し、あなた方を情
熱と惨めさと無知に縛り付ける鎖を断ち切らせてください。人の心に天の御国をもたらし、あなた方の情念がこの世に御国
を築かないようにしたい。 

14 弟子たちよ、私があなた方をこの世に送ったのは、同胞を愛し、憐れみを示し、彼らのために祈り、彼らのために
生きるためであることを理解しなさい。しかし、相手が愛に愛を返してくれるとは思わないで、むしろ人間の心の硬さ、恩
知らず、利己主義に耐えられるように武装してください。誹謗中傷や裏切りを覚悟の上で、そのために心を痛めず、あらか
じめ心をこめて相手を赦しましょう。 

15 もしあなたが孤独を感じ、愛を必要とするならば、もしあなたを慰める友人の声も、あなたとパンを分かち合う人
も地上にいないならば、私を求めなさい。愛されなくとも愛する方、真にすべての罪人を赦し、癒し、慰めてくださる方に
目を向けてください。 
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16 すべての人があなたの仕事に対して恩知らずで無反応なわけではなく、時には仲間の理解や慈愛、優しさに駆り立
てられることもあるでしょう。 

17 私は、あなたが簡素な中に神を感じ、その貧しさの中に私の祝福を発見することを望んでいます。世界は私の平和
を必要とし、あらゆる科学と偽りの魅力にもかかわらず、つまずき、倒れているのに、貧しいあなたは平和という宝物を持
っているのです。なぜ、あなたはこの平和を、あなたの祈りと業と言葉で、愛と慈悲のマントのように人類に広げないので
すか？ 

18 皆さんは、この第三の時代において、魂が達成した発展を通じて展開し始めた霊の賜物を持っています。直感、霊
的な顔、啓示、予言、霊感が人の間にはっきりと現れ、これは新しい時代の告知であり、この時、その第六章で開かれた七
つの封印の書の光なのである。しかし、これらの発現が何のためにあるのかを知り、自分が生きている時代を理解している
あなた方は、自分の霊的な贈り物を愛の道へと導くのです。常に愛に満ちた助けを提供する準備をしなさい。そうすれば、
あなた方はわが掟に従い、仲間の模範となることでしょう。そうすれば、あなた方は私の弟子となり、そのように認識され
るでしょう。 

19 もし、あなたが真の慈愛をもって「私の仕事」を活用する方法を知っているならば、それはあなたの人生において
救命ボートのようなものでしょう。人生の道で泣きながら道に迷ったあなたを、母のように受け止めてくれるでしょう。 

20 あなたがたは、わが言葉の宣言を絶やさないようにと私に願い、あなたがたの間でこの啓示の時を長くするように
と私に願い出るのだ。しかし、私はあなたに言う。わが法則は不変であり、わが意志は取り消すことができない。人は何一
つ、わが命令を変えることはできない。涙も誓いも、この時間を長引かせる原因にはならない。一九五〇年からは、わが言
葉はもはや聞かれなくなると言われているし、書かれている。その時、まだ私と一緒にいるのは誰でしょう？私の出発の3

年前に私が何を準備しているのか、あなた方は知らないが、目を覚ましているはずだ。 

21 父の国には、恵みと優しさと温もりに満ちた存在がいます。それは、あなたの母であるマリア様が、いつもあなた
とともにいてくださるからです。彼女の優しい愛撫を感じながら、心の中で彼女を立派に受け止めることを学んでください
。彼女にとって、あなたたちは常に彼女の子供であることを理解してください。マリアは、あなたが私に届くように助けて
くれるでしょう。身も心も病んでいるあなた方を、私は貧しさを理由に拒絶することはない。私の言葉を聞きなさい、それ
はあなたの傷にバームのようになるからだ。 

22 ほんの数時間前までこの世の情念に身を任せていたのに、今この瞬間、愛と喜びと悔恨の涙を目に浮かべて私の話
を聞いていることに、どれだけの人が驚いていることでしょう。 

23 私の教えは、あなたが興味を持って勉強し、明日から愛を持って実践することができるように、あなたに与えるの
です。 

24 長い間、あなた方に私の教えを説いてきたが、これほど多くの弟子の中から明日の主人となる弟子を発見すること
はできない。しかし、私は、あなたの精神に発展への憧れが目覚めるまで、私の指示を与え続けるだろう。 

25 私は地上の学問に適さない者を選んだ。彼らは霊の教えには適さないからだ。私が選んだのは貧しい者である。私
が与えるわが恩寵の一粒で、彼は高揚し、名誉を感じるからである。金持ちはそうではない。私がいくら与えても、決して
満足しない。しかし、自分の持っている霊的な賜物の知識で飾られた貧しい人には、その宝を自分のために取っておくので
はなく、兄弟姉妹に分け与えるように教えます。もし、自分の中にこれらの霊的な賜物があることを知って、霊が喜ぶとし
たら、それは、その人がそれらの持っている価値を自覚したからである。 

26 律法の）道を耐え忍ぶのに苦労する者は、自分が今持っているものを獲得するために苦しまなければならなかった
ことをすべて思い出すからである。道から外れる者は、主に対してではなく、自分自身に対して恩知らずであることを理解
しなさい。 

27 わが律法に反して生きる者は、その徳と霊的な賜物を自ら奪うことを知らないのか。 

28 ちょうど今、私は、浪費してしまった遺産をすべて返しているところです。わが霊の光なき者は一人も残らぬ。私
があなた方に予告したように、私の旅立ちの年となる1950年以前であっても、誰も困窮や弱さや無知を感じることはない
だろう。 

29 寄生植物が花を咲かせ、実を結ぶだろうが、私は力であるから、私があなた方の魂を救うための時間は常に十分に
あるのだ。しかし、あなたにとって、過ぎ去る（使われない）機会、下へ下へと進む一歩一歩が、正しい道への復帰をより
哀しいものにするのです。 

30 今日、私はあなた方を大悪徳から遠ざけるために来たのだ。そうすれば、あなた方は平和な道で私に耳を傾け、私
が与える指示をよく考え、理解することができるだろう。 

31 澄んだ水でなければ精神の渇きは癒されないことを学び、濁った水や汚れた水を決して口にしないようにしましょ
う。 

32 もし、あなたがこの世で常に誰かに仕え、栄誉を経験してきたのなら、わが道では、しもべもむなしい栄光もない
だろう。あなた方は、同胞に仕えるわがしもべとなるのだ。 
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33 私はあなたを念願の頂上に到達させた。そして、あなたがその頂上に立ったとき、あなたは主の声を聞いた。あな
たはもう十分にこの世の満足を味わいました。そして今、あなたは永遠への旅立ちの準備をする時なのです。 

34 あなたがたに言います：あなたがたは、私の指示を受けるためにあなたがたを愛に 

満ちて準備されたマリアの名をほめたたえ、あなたがたの喜びと前進への熱意を私に示し 

たので、祝福されるのです。私の願いはあなた方が救われるのを見ることである。私の霊には痛みがある。なぜなら、私に
従う者は少なく、私の言葉を聞かず、その霊はまだ無関心で私の霊感に耳を貸さない者が多いからである。 

35 私はすべての生き物に生命と栄養を与え、その幸福を見守る。一方、あなたたちはまだ、自分の運命が愛し、仕え
ることであることを理解していない。そのため、私はさまざまな方法であなた方に語りかけ、あなた方が自分の義務を確信
し、太古の昔から与えられている法則に従うまで、私の教えは繰り返される。 

36 私は、あなたがたに慈悲のわざを行う別の機会を与え、あなたがたの収穫を増やし、わが穀倉に蓄えて、あなたが
たの功徳が失われることなく、増されるようにするのである。あなたが悪い種から良い種に変えた者、あなたが慰めた悲し
む者、あなたが悪の闇を去らせ、安全な場所に連れて行った者を私に見せてください。これが私のお願いです。まだ物質化
している人たちに対する霊的な義務を忘れてはいけません。明日を心配するなと言ったことを忘れるな。すべては私が予見
し、与えているのだから、あなたはただ自分の仕事を信じればよい、それは必ず父から祝福されるのである。あなた方は、
わが意志に従って霊的なものだけに生きるのではないのです。一つは精神を支配し、高い情緒と思考を植え付けるもので、
もう一つは物質的な自然との調和を保ち、その完全な調和の中で両者はあなたを私と一つにするものである。 

37 思いをひとつにし、私を信頼してください。わたしはあなたをこの世に送り出す前から、あなたを愛し、あなたが
どこにいても、わたしはあなたを守ってきた。私は、あなたがたに装備させるために、たゆまぬ努力を続けてきた。あなた
方のうち誰が、わが業に携わり、この世界の回復の始まりを見ることができるだろうか。まことに、あなたがたに告げよう
。あなたがたの子らが、わたしから経験し、聞いたことを語るのは、あなたがたの子らの子らであろう。しかし、あなたが
大きな成熟を遂げ、人類の未来を示す偉大な霊的ビジョンを持つようになれば、神の愛によってあなたに与えられた贈り物
がいかに偉大であるかを明らかにすることができるので、どんなに幸せでしょうか。 

38 すべてのわが子たちが、私がもう一度自分を明らかにしたことを知れば、わが言葉が解明され、わが指示が成就さ
れれば、第六の封印の光がすべての被造物を照らし、あなた方はすべて目覚めるだろう。その時、混乱と悪は止み、戦争は
終わり、人の命はわが愛とわが恩寵に包まれるであろう。愛と慈悲と赦しだけが心の中に生きてくる。直感はすべての人に
与えられ、良心は完全に明瞭に語り、その声は聞かれ、従われるようになるでしょう。 

39 信仰がなければ、あなたがたは癒すことができず、わたしの権威を持っていながら、惨めで貧しい思いをすること
になる。でも、こうも言っています。兄弟姉妹を助けるときは、彼らを辱めず、王座を立てず、臣下を求めず。謙虚になり
、相手を愛し、自分に割り当てられた人の輪の中で自己犠牲的に働くこと。兄弟のためにすることは、自分のためにしたこ
とになる。わが律法に反するわざを行いながら、わが弟子と称するならば、あなたがたはどのように裁かれるかを考えてみ
なさい。 

40 私は、あなたが私の大義のために闘い、苦しんだこの世界において、あなたの収穫を受け取ります。私の種は小さ
いが、私はそれを増やそう。あなたの愛と神聖な忍耐によって私は動かされているのだから。 

41 あなたの心の平和は、あなたの精神的な高揚にかかっているのです。あなたが私に求める以上に、私はあなたに与
えることができる。また、肉体の糧を得るためにこの世に身を投じるときは、自分を支配する法則を実現するために、愛を
持って働きなさい。 

42 もし、あなた方が良い子であり、その後、良い親になったのなら、私の前に現れることを恐れてはならない。もし
、あなたが逆らった経験があり、罪を犯した子供を正すことができず、そのため心に深い傷を負っているのなら、私が何千
何万回と子供たちの恩義と無礼を受けたことを思い出し、そして私を手本にしてください。私はただ一人、万物の業を裁く
。親は子のために、後者は親のために、わたしに責任を負わせる。私は、あなた方が健全で強い世界の礎となるよう、あな
た方に徳を授けました。私があなた方の家族の懐に送り込んだ存在について尋ねると、あなた方が手入れをした庭の香り高
いバラや新鮮なユリのように想像するのです。 

43 私の言葉は、平和を必要とする人々 に平和をもたらしますが、すべての人がそれを受け取ることができたわけでは
ありません。多くの人々 は、私の努力に心を動かされることもなく、愛の欠如のために私の痛みを感じることもありません
。 

44 あなたがたの中に信仰の強さを見たいものです。あなたがたが備えられたら、わたしはあなたがたを通して語り、
あなたがたの同胞への愛のわざの中に、わたし自身を現わすであろう。 

45 慈悲深くあれ、そうすれば仲間から慈悲を受けることができる。わが霊感に従い、危険と誘惑を拒みなさい。今日
、私を取り囲んでいる者たちは、義人ではないが、義人になり、救われる道を歩んでいるのだ。 

46 あなたが謙虚に、善意でわたしに求めるものはすべて、わたしが叶えてあげよう。あなたの霊的成長のために、マ
リアの名において求めるものは、すべてあなたに与えられるでしょう。あなたは私の目には、私が愛し、私が救いたいと願
う一人の子供なのだから。 
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47 あなたがたは、わたしの意志に従って地上に来たのである。私は、彼らの刷新を達成するときに、わが言葉の力の
証拠を与えるために、わざと硬い心を選んだのだ。わが愛のノミはそれらを滑らかにし、わが善はそれらを征服した。 

48 魂はその良心を通してわが声を聞き、人間にその罪を認識させた。心は霊から霊へと父に自分の罪を告白し、父の
前で自分では知らなかった多くの罪を発見したのです。 

49 心の静寂の中で私に耳を傾けながら、どれほどの人が私に言うのだろう。"父よ、あなたのまなざしは私の内面を
貫いています-

あなたから何を隠すことができますか？"多くの人が泣くのは、自分が仲間に与えた苦痛が、定められた時間より早くあの
世に帰る原因であることを認識しているからです。 

50 わが霊は、わが民であるあなた方が大勢やって来るのを見るのを喜び、あなた方に言う：来なさい、来なさい、あ
なた方がわが畑に行って労働者となり、改革の決意をするのは、まだ遅くはない。そして、羊小屋の暖かさを感じ、力を取
り戻したとき、あなたを救ってくれた羊飼いに恩知らずなことをしてはいけません。 

51 不確かなものに何を求めるのか、その出自は？なぜ、新たな欺瞞に身をさらすのか。まだ、世の中の裏切りに対す
る痛みを覚えているのに。しかし、それはあなたが強いと感じたときにのみ行い、あなたの復帰は、倒れた人に手を差し伸
べたり、失われたものを求める目的を持っています。あなたが今いる道の美しさを理解するために、あなたがここに来た場
所を十分に知ることが必要です。 

52 もし、あなたが私の教えに十分な注意を払わなかったり、あまりに考えなかったりして、この教えの知識を欠いて
いるならば、あなたは善の道を踏み外し、少しのつまずきもあなたの道を踏み外すことになるでしょう。 

53 見て祈り、聴いて考えなさい。そうすれば、私の神聖な指示を実践するのに十分な力が得られるでしょう。 

54 あなたは、求めること、愛すること、そして苦しむことを学んでいるのです。これは、あなたが私の意志を尊重す
ることを学ばなければならない苦痛の世界です。父なる神への愛があれば、忍耐と降伏をもって試練に耐えることができる
のです。 

55 わが掟の戒めに従うことによって、わが国に至る道をこの世ですでに知っておくことが、わが意志であった。この
機会を逃さず、地球での仕事を全うしてください。父なる神が、あなたが失敗を償い、失われた時間を取り戻すことができ
るような生まれ変わりを与えてくれると、誰が確信を持って言えるでしょうか。わたしのことばによれば、あなたがたは勤
勉でなければならないが、性急に行動してはならない。精神的なものと人間的なものを正当に評価すること。すべての力と
感覚を一つの意志に統合する。 

56 忍耐のために耐えた痛みは、実を結ばないことはなく、信仰を増し、高揚させ、清めるからである。それは決して
障害物ではなく、上向きの発展と賠償の道における刺激となる。 

57 謙虚な心を持てば、同胞に対する真の慈愛が生まれ、世の中の誘惑に負けない強さが生まれるのです。ある者はこ
の世の快楽を夢見、ある者は富を求め、またある者は弱者を辱める力を手に入れるのはなぜか？なぜなら、彼らは善に堅く
立つことができないほど弱く、誘惑の前に屈するからです。 

58 私はこの地上のこの地点で自分自身を知らしめ、すべての人々 への贈り物として私の言葉を残すだろう。この贈り
物は、人類の精神的貧困を取り除くものです。 

59 私はあなたを勇気で満たし、あなたを縛る鎖を断ち切り、あなたは自由に私に従うことができるようにします。誘
惑は地上に王国を築き、人々 を奴隷にした。しかし、これらの者には、罪、悪徳、肉に打ち勝つ権威が与えられます。私に
従う者よ、あらゆる形で愛の営みを実践するのだ、そうすれば、真に愛したことになる。しかし、男性から感謝されること
を期待してはいけません。愛には愛を、世間には世間を慰めてもらえず、時には裏切られることもあるでしょう。しかし、
心配しないでください。もし、あなたが慰めや愛、平和、癒しのバームを必要とするならば、御言葉と御血で愛の証明を与
えてくださった方に目を向けてください。しかし、そのような重要な瞬間に、私が与えられないようなことを、あなたが私
に求めることができるでしょうか？ 

60 しかし、この世はその平和を欠き、信仰を欠き、暗闇の中を手探りで進み、深い淵に落ちていくのです。実際には
、誘導する手がないため、どこに向かっているのかわからないのです。 

61 そのために、わたしは、わがことばを唇で伝え、人の心に光をもたらし、地の民に平和をもたらす人々 を用意して
いるのだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 96 
1 御霊のパンであるわがことばを、あなたがたに食べさせなさい。しかし、このパンが本当に皆さんの心に届くため

には、ほんの少しの間でも、この世に縛られているものから自分を解放することが必要です。あなた方は皆、私に近づく道
を知っています。しかし、私はしばしば、あなた方が自分には価値がないと感じて泣いているのを見ますが、この涙があな
た方を清め、私に近づくための準備であることを知りませんでした。 

2 私の言葉の中に、あなたの魂のための永遠の命を見つけることができます。それを理解すれば、私が宇宙に向けて
放つ神聖なエッセンス、愛、パワーを発見することができるでしょう。 

3 生徒や弟子たちよ、私がどれほど身近な存在であるかを自覚しなさい。しかし、もしあなたがそれを知っているな
ら、なぜ、私があなたの声を聞いていないと信じて、絶望して私に呼びかけることがあるのでしょうか。あなたが理解でき
ないから、私は私の教えを繰り返し伝えなければならないのです。 

4 そして、この調停の道において、もはや私の声が聞こえなくなり、あなたが会うこれらの場所が一見空っぽでさび
れたように見えるとき、沈黙の中で祈り、あなたの精神の高揚は、あなたが私の存在を感じ、私の精神で満たされるのに十
分であるだろう。 

5 私のもとに立ち上がることを学ぶ者は幸いである。彼らは、私の教えによって示された道を導くインスピレーショ
ンを無限のものから受けるからである。霊感のある者たちの唇は、わが現存を兄弟たちに証言するために開かれるのだ。 

6 わが言葉が人間の知性器官を通して聞くことができなくなったとき、解き放たれた自然の力の声が人に語りかけ、
この神の顕現を意味する出来事の証人となるであろう。 

7 そして、私の光線が人間の理解器官に降り注ごうとしたときにも、自然は震撼し、解き放たれた元素は人間を震わ
せ、国々 を目覚めさせ、科学者を驚かせたのである。 

8 あなた方の準備の日々 に、人類が受ける試練を恐れないように、わが印を忘れてはならない。あなた方の任務は、
祈り、内観し、慈愛を実践することです。この唯一の功徳によって、この民族は嵐から自らを救い、その愛の業によって他
の民族は慰めを受けるでしょう。 

9 私の言葉はあなたの精神を愛撫するが、それはあなたを眠らせるものではなく、それどころか、より高い生命へと
あなたを目覚めさせるものである。純粋な思いで私に近づき、肉体に誘惑されて官能的な快楽や娯楽に溺れないようにしな
さい、そうすれば、あなたは霊化への確かな一歩を踏み出すことができます。 

10 私の声がわが民の霊に響くことなく、あなたがたの心の荒野に多くを語ってきた。今、私はこの声の主たちを通し
てあなた方に語りかけている。あなた方が私を信じ、平和を得たいと願うなら、彼らの唇から出る言葉に注意を払うべきだ
。 

11 迷っているときに私が捜すのも、世の中の道で私がその歩みを追うのも、誰も驚かない。あなたたちは私のもので
あり、父としての私の霊感の業である。子どもたちがいつか、父が自分たちを愛してくれるのと同じように、父を求め、愛
するようになったら、どんなに美しいだろうと、あなたはもう想像していないのですか。その時、あなたの人生はどれほど
変わり、あなたの心に私を身近に感じることでしょう。 

12 私の言葉はいつも愛に満ちていて、私があなたに示した赦しと慈しみに変わることはない。私は、あなた方が自ら
を新たにする固い決意をもって立ち上がり、私があなた方に託したすべてのものを、受け取ったときの純粋さをもって私に
返してくれることを知っているのです。だからこそ、私はあなたに私の神の言葉を聞かせ、あなたに対する私の愛のしるし
を数え切れないほど与えているのです。 

13 あなたが生きている正義の時は、あなたの浄化の始まりを示す痛みに対応します。 

14 私があなたがたに予言したのは宗教団体の戦いであり、あなたがたに告げたのは教義の戦いであることを忘れては
ならない。あなたがたに言うが、戦いはすでに始まっているのだ。どれが目標に到達するのか？この戦いで勝つのは人間で
はない、真実が勝つのだ。私は、あなた方が良い兵士のように、この私の大義を守る方法を知ることができるように、自分
自身を準備することを望みます。 

15 今日、あなた方は精神の栄養を求めてやってきて、肉体を服従させ、無益な満足を放棄するよう努力するのです。
あなた方は善良で気配りのできる弟子として来たのだから、感覚を静めて、愛と敬愛に満ちた祈りで、わたしのもとに霊魂
が昇るようにするのだ。私はあなたを受け止め、あなたを慰め、あなたを蘇らせる。 

16 ここには、他の時代には律法の教師であったり、科学者であったりした人たちがたくさんいます。今、彼らの心は
霊的な知識に目覚め、限られた人間の知識では最高の真理を見つけることはできないと確信しています。 

17 ある時は地上で力強く豊かであった人々 が、今は貧しさと卑しさを知るようになったのです。私は、彼らの降伏と
完璧を求める気持ちを祝福します。これは、永遠の知恵の書の別のページを見せるために、再び地上に来させたのだから、
わが愛の正義の証明である。 
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18 人類は自らを解放することのできない混沌の中に生きている。彼女は助けを必要としていて、私はいつでもそれを
与えるために待機しています。私はただ彼女の言葉、短い祈り、あるいは悔い改めの瞬間を期待している。そして私は彼女
の道を照らし、この闇の世界を平和の谷に変え、そこで人は私が与えた命の所有者であることを実感するのである。 

19 あなたの仕事は、あなたの魂を救うことだけにとどまりません。道を見失った人が再び道を見つけることができる
ようにしなければなりません。私は機会あるごとに、この課題を思い出しています。いつになったら、自分たちを精神化す
るのか？いつになったら、わが意志を実行するのか。もしあなたがこの時間を利用し、あなたの信念に異質な考えを加える
ことなく、わが言葉を心に刻み、純粋さをもって私のもとに立ち上がるなら、あなたは明らかにあなたを養う霊的インスピ
レーションを受け、あなたの周りにいるすべての人々 が心に恵みと平和を獲得するようになることでしょう。 

20 1950年は近い。本当に言っておくが、私の弟子たちの生活は一変する。その日以降、自然の力が解き放たれ、人
が々思想、科学、教義の戦争で立ち上がるのを見ることになるでしょう。そうなれば、混乱と苦痛が大きくなり、あなた方
は人間の理解器官を通して再びわが言葉を聞くことを望むだろう。しかし、この顕現が繰り返されることはないと、私はす
でにあなた方に告げている。あなた方の仕事は、来るべき試練に備え、仲間を励ますことです。 

21 その時には、偽キリスト、偽エリアス、偽預言者が現れ、騙されやすい人は真理と偽りを見分ける術を知らないの
で、危険な目に遭うからです。その時、あなた方は遠慮なく私の言葉を肯定し、この第三の時代に私の教えを受けた人々 の
子であることを証明するのだ。 

22 この国には、わが再臨の証しを求めて、地上のあらゆる場所から男女がやってくるだろう。そして、わが弟子たち
に具現化されたわが業は、慈母のように彼らを迎え入れるだろう。 

23 明日から同胞の教師となるために、できる限り私から学びなさい。あなたの愛と無私の行いは、私を思い起こさせ
る最高のものとなり、あなたが私の言葉を伝える最高のあかしとなるのです。私の教えであなたの霊魂を強めなさい。信仰
がある限り、倦怠も恐怖も落胆もあり得ないことがわかるでしょう。達成感と努力があなたを支えます。 

24 第二の時代、私は十二人の弟子を選びました。彼らは誰が自分を呼んでいるのか尋ねることなく、その呼びかけを
霊で感じ、すべてを捨てて私の軌跡に従ったのです。同じように、私はあなた方を選んで、自分自身を準備させ、あなた方
の仲介によって他の人々 を呼び寄せるようにした。 

25 あなたの行いがあなたを立派にし、あなたが仲間を導く資格があると感じることができるように、見守ってくださ
い。盲人が盲人を導くことはできないことを忘れてはならない。光を必要とする人には光を与え、弟や妹のように手を引い
てあげましょう。互いに癒し合い、後に隣人を癒すことができるように。自分の闘争心を強く持ち、弱者と力を分かち合う
。 

26 私は、あなたに託した仕事を成し遂げるために必要な時間を与えます。男も女も、人類の精神的な上昇のために働
け。あなたのすべての思い、あなたのすべての仕事が書き残され、私はすべての愛の種を実らせるだろう。あなたがたの行
いを判断するのはわたくしであり、報いを受けたいのであれば、あなたがたの愛の営みを公表してはならない。名誉を求め
ず、家臣を求めず、いかなる報酬も求めるな。謙虚に、慈悲深く、無私であれ。そうすれば、私はあなたをほめたたえるで
しょう。 

27 もし、あなたがたを地上の財産の所有者にしようとするわが意志があるならば、それをあなたがたの貧しい兄弟姉
妹、富や援助のない人々 、弱い人々 、病気の人々 に分け与えるように、私はそれを与えるのである。しかし、この世に何も
持っていない人の多くは、その精神的な財をあなたに分けてあげることができるのです。 

28 わが言葉を受けたあなた方がこの真理を語らないなら、単純で無学な者たちが語ることになる。この教えは、一人
ひとりが内面で戦っている戦争や戦いのために、自分の中に残っている落胆や苦悩の重荷に屈している多くの人々 を霊的に
救済するために、あなたに託されたものであることを自覚してください。 

29 真に祈ること、愛する人々 よ、美しい言葉でわが神性を讃えることに満足してはならない。仲間を愛し、国々 の平
和のために立ち上がる。 

30 私が太古の昔から教えてきたこの民族は、その精神的使命を捨て去ることはできない。それは、人々 の間で指導者
、預言者、メッセンジャーとなることです。そして今日、最初から任されていた神殿の建設を完成させる機会を得たのです
。 

31 私はそれをあらゆる堕落した影響から取り除き、わが神の啓示を純粋に受け取ることができるようにしたのだ。わ
が民が今、精神の最奥部に築こうとしている聖域には、師の指示とマリアの甘美な声だけが聞こえるだろう。 

32 私はいつでも、わが子たちに霊的な啓示を与えてきた。それぞれの時代で、私はさまざまな形で自分を現してきた
。そして、それぞれの時代で、私は異なる精神レベルの人間を発見した。今日、私は、彼らが物質的、エゴイスティック、
科学的存在の奴隷になっている間に、彼らを驚かせました。彼らの魂は、霊的ギフトの価値に気づかずに物質化してしまっ
たのです。 

33 この時代の人間は、人類が経験したことのない最大の精神的な戦いを自分の中で繰り広げています。なぜなら、彼
らの科学の進歩と知的な発展は、彼らの精神が達成した発展と相反するものだからです。彼らは良心の声に耳を傾けようと
せず、自分たちが償いと裁きの時代に生きていることに気づかず、解放への衝動を押しとどめようとする。 
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34 愛する者よ、目を開けよ。そして、私があなた方を世の光とするよう運命づけたことを理解せよ。それゆえ、他の
者が服従している情念に駆り立てられることを許してはならないし、人生を盲進する群衆の中で自分を見失ってはならない
のだ。 

35 あなたは、このような時代、現在のような生活では、霊性を獲得することは困難だとおっしゃいますね。しかし、
それは不可能なことではなく、悪から解放され、慎重で高尚な生活に専念するための努力は、非常に有益なものであると、
私はあなたに伝えます。 

36 この戦いで、他人の批判を恐れる心を捨て去った者が勝利し、自分を忘れて隣人に仕える者が霊的に向上するので
ある。 

37 私、師、父はこの光を通してあなた方の霊に降りてきたのです。このため、あなた方はこの啓示を霊言と呼んでい
るのです。ですから、スピリチュアリズムとは何かと問われたら、それは第三紀に神の師を通して明らかにされた教え、す
なわち霊化の教えであると答えてください。 

38 しかし、精神化とは何かと問われたら、思想の高揚、作品や言葉の純粋さ、高尚で高尚な生活であると答えなさい
。 

39 この教えを学ぶ皆さんは、自分が正しく霊能者と呼べるような努力をしているかどうか、よく自問自答する必要が
あります。この仕事を助けるために、私はあなたたちに私の光を与えました。あなたたちは、私の神性への霊的神殿を建設
するよう命じられた者たちだからです。皆さんの協力によって、寺院が形成されるのです。ある者はその堅固さによって土
台となり、より成熟した者は壁となり、ある者は愛の活動によって神殿の階段となり、さらにある者はみことばの賜物によ
って人を呼び集める鐘のようになるでしょう。ある人は、インスピレーションによって、高い塔やドーム型の屋根を持つ集
会所の象徴となり、ある人は、人々 への愛によって、貧しい人、渇いた人、病気の人、誤解された人にいつも開いている門
のような存在になるでしょう。 

40 この神殿は、わが弟子たちの一致が真理となったとき、完成するのだ。その基部は地上にあり、そのドームは天上
に触れるだろう。一度定着すれば、宇宙の至る所でそれを見つけることができます。この作品に信念を持ち、絶え間なく努
力する。 

41 誰一人、自分に託された仕事から離れず、その聖域が堅固さを欠くことがないように。あなた方は、この寺院があ
なた方の霊性によって築き上げられるように、同じ悟りを得るために努力しなければなりません。 

42 見て、祈ってください。真実に基づいて互いに愛し合いなさい。高慢があなた方の心を支配しないように、これは
謙遜と慈愛を破壊する種だからです。バベルの建設者たちがその高慢さで滅ぼされたように、あなたがたも同じ目に遭わな
いように気をつけなさい。悪い種がその人たちを分裂させた原因であることを忘れないでください。塔は未完成のまま、部
族の混乱は大きく、現在でも別々 に暮らしている民族に分かれてしまった。 

43 それは輝くビーコンのようなものであり、あなた方が一つになり、調和するための最初の衝動なのです。 

44 先住者たちの経験を行動の光とせよ。彼らの試練を振り返り、手本とする。今日は肉において、明日は霊において
、築き上げ、働きなさい。そして、あなた方がみな愛の門を通って真理の宮に入るまで、このように続けなさい。 

45 わが掟に示された道から一歩でも外れようとする者はいない。お前たちは、失われた瞬間、つまずき、失敗のすべ
てを激しく嘆くだろう。 

46 師は、第三の時代の弟子たちが、過去に私を証しした人たちと同じように、師を継ぐことを期待しているのです。
わたしに耳を傾けるあなたがたに、わたしは言う：あなたがたの仕事を始めるのに、気力が充実するまで待ってはならない
。今、地上に住むあなた方に語りかけたのは、この故郷で果たすべき運命があることのしるしです。そのとき、あなた方の
最大の闘いは、あなた方自身との闘いである。しかし、自分の能力を発揮すれば、弱点を克服したことになり、それ以外の
ことは簡単にできるようになるのです。 

47 この民が団結し、装備を整えたとき、エリヤは人類に主の民の復活を宣言するのである。自分の人生を人類への訓
示、教訓とするために、どれだけ大きな闘争をするか、今、考えてみてください。だから、あなたがたに言っておくが、自
分の作品をよく調べて、自分のしていることを知るようにしなさい。しかし、もし、あなたが法律の内か外か見分けがつか
ないような行為や考えが生じたならば、あなたの霊を持ち上げて、私に真の霊的告白をしなさい、そうすれば、私の声は、
あなたの考えを照らし、あなたの心の平和に現れて、あなたに真実を示すでしょう。 

48 このようなコミュニケーションは、あなた方にとって不可能と思われてはならない。なぜなら、それは人類の誕生
以来、私があなた方に明らかにしてきたことと同じだからだ。かつてないほど物質主義が支配する現在、私はあなた方に完
全な祈りを鼓舞する。世界は宗派や宗教団体に分かれ、儀式や伝統で精神を養おうとしているが、あなた方の存在の奥底か
ら湧き出る、愛の道をもって私のもとに立ち上がる真の祈りを忘れてはいないだろうか。 

49 この時代、すべてが人に裁きを告げているのに、彼の固い心は動かない。自然の力、災い、奇病、地球上のさまざ
まな場所で日々 起こる出来事は、神の正義を告げるしるしである。しかし、誰も本当に祈らないし、わが預言者たちが残し
た言葉を研究する者もほとんどいない。 
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50 あなたがたが今日見ているものは、太古の昔からすべて予言されていた。また、現代においても、私は最初の声の
担い手の口を通して予言した出来事が、すぐに実現した。 

51 現在、わが言葉を聞いている者のうち、私に背を向ける者は誰か。私だけが知っている。 

52 当時、世の富や現世の財を期待してイエスを求めた人々 は、先祖が民を救うと告げた王が冠も杖も王座もなく、手
も足も裸であるのを見て失望を覚えたのである。彼らはイエスの中に約束されたメシアを認めることができなかった。これ
らの魂が、使わなかった平和と恵みを取り戻すために、どのような旅をしなければならなかったか、考えてみてください。
今日、彼らはあなた方の中にいる。 

53 あなたの魂はあなたの肉体と同時に生まれたのではなく、異なる時代を生きてきたことを理解し、今日、私の存在
を感知して、熱心に私のところに来て、私の顕現が終わるまで、私の言葉を聞くことを許可するよう私に求めているのだ。
以前は私の言うことを聞かず、拒絶していたのに、今はその過ちを償いたいと思っているのです。 

54 あなた方は、いかなる罪もわたしに隠れてはいないこと、あらゆる過ちは正され、あらゆる負債が支払われなけれ
ばならないことを理解した。しかし、この正義は神の愛から生じることも理解している。 

55 わたしは、わが子たちがどれほどわたしを傷つけても滅ぼさず、彼らを留め、その過ちを償い、去っていった道に
戻る機会を与えるのだ。しかし、私は彼らを許したが、彼らは自分の働きの実を直視し、それが彼らを裁き、正しい道を示
すのである。 

56 この世界の大国は戦争を望み、血を要求し、気分を害した人々 は復讐を叫びますが、彼らは皆、同じ奈落の底に向
かってどうしようもなく落ち込んでいることを理解していません。自分たちが熱心に追い求めている力が、やがて中身は苦
痛と絶望と死である聖杯と化すことを理解しようとしないのだ。しかし、偉大さを渇望する者、復讐に飢える者がその奈落
の底にいるとき、最大の苦難にあるとき、彼らに向かって言うわが声を聞くことができるだろう。"わが平和はあなたとと
もにある!"と。その瞬間、すべての魂に光となり、彼らの良心は澄んだ声で語り、すべての人に聞こえるようになるのです
。人間の中で物質主義に対抗する精神の戦いが勃発し、私の教えの中に勝利に必要な光を見出すのです。 

57 私は、あなたがたにお世辞を言い、それによってあなたがたを私に従わせるために、物質的な宝物や富を持ってこ
ないので、あなたがたは失望したのです。むしろ、あなた方の中には、高い生活水準を捨てて、私に耳を傾けるこれらの大
群衆の低俗さまで降りなければならない者もいるだろう。それは、彼らが私を認識し、私の教えを反省し、後にそれを実践
する作業に専念するために、虚しい生活を捨てる準備をするためである。 

58 もし、徳に生きたこの世の最初の住人があなた方の前に現れたら、当時の人類を包んでいた平和と無邪気さと至福
を証言してくれるでしょう。また、痛みもなく、大地は母の胎内や顔のようであり、そこに住む生き物の間には友情と兄弟
愛だけがあると言うことができた。本当に、この星は天の家のように飾られていたのです。 

59 私の判断に基づき、魂たちをこの一時的な目的地で生活させたが、それでも私は、私の愛の証として、彼らの存在
を奇跡で取り囲みたかった。しかし、私が大地を人間に与えたあの世界、あの豊かさ、あの純粋さは、何も残っていないの
だ。その聖域が冒涜され、数え切れないほどの苦痛を与えているのです。主が与えてくださったその王国の君子のように、
主の知恵と愛を受け継ぐ者となり、あらゆる科学にもかかわらず、まだ知らない世界の所有者として、自分が何をしたかを
自覚しなさい。 

60 はじめにこの人生を包んでいた恵みと平和を失ったからといって、誰かを責めてはいけません。先祖を責めてはい
けない。あなた方は、どの時代にも、どの世代にも試練を受け、ほとんど必ず挫折してきた。しかし、わが愛とわが慈しみ
は、常にあなた方の生活の中に存在しているのです。 

61 ある人が心の中でこう言いました。"主よ、私たちの先祖が罪を犯したのなら、なぜ私たちがその結果を負わなけ
ればならないのですか 

"と。しかし、私はあなたがたに言う。地球上の最初の住民の罪について、あなたは何を知っていますか？第一世代を形成
した者の中に、あなたがいないと誰が言うのですか。人類を浄化し、尊厳を取り戻すのは、あなたの愛ではなく、あなたの
痛みであることを理解し、今、目を覚まし、見守り、祈るのです。私は準備された土壌にわが教義の種を撒く。それは、わ
が言葉の本質によって私を認識することができ、適切な時期に人類に良い知らせを伝達することができる謙虚な人々 に、現
在明かしている。 

62 私は、わがことばの記憶があなたがたの中に消えないように、それが生き、耐え、常にあなたの記憶に存在するよ
うに、そして、あなたがたが愛のわざをもって同胞にそのあかしをするようにと願っているのである。 

63 あなたがたは、正義の時に、わたくしによって準備された。そうすれば、あなたがたは、わが愛の証明を受け、後
になって、自分たちに降りかかってくることを何も知らなかったと言って、不平を言うことはないであろう。わが裁きはす
べての魂に感じられ、この掟から逃れる者は一人もいない。わが永遠の愛は、あらゆる誤りや悪の頑固さを打ち負かすだろ
う。闇は退散し、光だけがすべての被造物の中に残るのです。 

64 この教えをよく勉強すれば、やがて、永久に失われる者はなく、私から遠く離れている者はなく、あなた方の苦難
はすべて私の霊に届き、あなた方の業はすべて裁かれることを理解するようになるでしょう。しかし、私はあなたに言う。
審判者としての私を間近で見た後、あなたは父としての私を知るようになり、私を本当に愛するようになる。 
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65 第二の時代、私はわが血をもってあなた方のために道を示した。今、あなた方はわが言葉の神髄を手に入れ、これ
によって自らを救い、わがもとに到達するのである。 

66 当時、心の荒んだ人々 は、私の業を直接目撃していながら、私を信じませんでした。我が顕現が意味をなさなくな
った今、今日の硬い心はどうなるのだろう。 

67 あなたの唇から本質的な生命と真実だけが出るように、あなたの心の器を内側と外側からきれいにし、その中身を
兄弟姉妹に限りなく注ぎなさい。ケチケチしないで、すべてのものの所有者である私が、あなたにすべてを与えるように行
動しなさい。あなた方の同胞に対するわが仲介者となり、世界的な精神的再建の仕事に精力的に取り組みなさい。 

68 主が、まだ不完全なあなたのことを、そんなに心配してくださっていることに驚きましたか？その理由は、あなた
が私に属しているからです。私はあなたを愛しています。だから、あなたのために望んで来たのです。 

69 わたしが愛していると言ったのに、なぜあなたの肉は痛みを与え、あなたの心には悲しみがあるのかと、あなたは
わたしに問うのです。これに対して、私はこう答える。第二の時代には、無実でありながら、あなたのために、あなたが私
と一緒にいるに値するように苦しみを与えたので、あなたは現在、罪から自由になれなかった他の魂をあなたの功績で助け
るために苦しんでいないかどうか知ることはできません。あなたの試練において、報酬や得られるものを考えずに、私を手
本としなさい。自分のために他人を赦させるほどの功徳はまだないと思え。だから、私はあなた方に新たな進化の機会を与
え、やがて、太古の昔から約束されていたもの、すなわち魂の平和を手に入れることができるようにする。 

70 わが働きはもっと大きく、愛を鼓舞し、慈悲を教えるだけなのに、なぜ世を恐れ、密かに働くのか。私があなたを
選んでこの霊的な使命を与えたのだから、あなたは幸せを感じるべきだ。わが予言を確かめるために、さらに大きな苦難の
時を待ってはならない。また、ただ罰を恐れて、自分の任務の遂行に専念してはならない。そうすれば、あなた方は愛と信
仰の使徒ではなくなるのだから。 

71 本当にあなたがたに言う。私を愛し、私の指示に従った者たちは、私と共にいる。つまり、「平和の住処」に住む
にふさわしい存在になったということだ。 

72 内心では、わが言葉の内容はあなたがたに知られている、それは私があなたがたに常に与えてきた本質的に同じ法
則である、と言っている。本当に、わが声の担い手を通して聞くこの言葉は、私がイエスの口を通して聞かせたあの言葉と
同じ源から来る、と言っているのである。 

73 以前から始まっていた教えに耳を傾ける。 

74 言葉」は、あなたの精神的な成長の初めに開かれた、決して閉じられることのない本なのです。 

75 戦いの中で私に従い、私の仕事を理解し、最後まで忍びなさい。私の思いやりのある愛が、あなたの行くところど
こにでも同行すると信じて。私はあなた方が団結し、装備されるのを見たい。私は強くなった一人一人を、私の教えの大使
とするために奉仕させるからだ。 

76 これらの声の担い手の唇から出る言葉はすべて実現し、見守り祈ったわが選ばれし者の予言はすべて書き留められ
たまま、私がこの民に与えた霊的賜物の証として、また人類へのわがメッセージの真実の証として、その時になって実現す
ることだろう。 

77 過去の本を開けば、そこにあなたの歴史がある。良心の光に照らされながら読めば、新時代の真理を深く感じるこ
とができるだろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 97 
1 私の、マスターの、愛と、マリアの母性的な癒しのバームが、あなたの傷に降り注ぐ。母なる神は、私があなたが

たに与える教えと彼女の優しい指導とを結びつけるために、いつも私とともにおられます。そして、私が十字架上で模範を
示して示した道から遠く離れて歩くこの人類に、彼女の保護マントを広げておられます。 

2 第二の時代に十字架にかけられ、拒絶された私が、どれほどの愛をこめてあなたのもとに戻ってきたことでしょう
。私は父として、兄弟として、師として、友として来たのだ。 

3 今、泣くのはあなたである。あなたの霊は、わたしの許しの言葉に震えるからである。しかし、この涙はあなた方
を清め、あなた方がわが弟子として明日歩むべき道へと導いてくれるのです。 

4 まことにあなたがたに告げますが、今、私の話を聞いて、心が動かされない者はほとんどいないでしょう。それゆ
え、ある者は降伏と無私の心をもってわが奉仕に専念する一方、ある者は、私が自分の仕事を割り当ててくれることを期待
して、私に耳を傾け続けているのです。ある者は最も困難な試練の中でも私の名を祝福し、ある者は私を必要とするときだ
け私に頼る。しかし、私は彼らを皆、愛すべき弟子として扱っています。一部、Myを使用 

このメッセージの意味を理解しながら、最後の最後まで教えを守り抜く。このような形でわが言葉が聞こえなくなれば、こ
れらの者が強い存在となる。また、私の宣教に大きな意味を持たず、私の話を聞くだけで満足し、そのために私の指示の意
味を無頓着に聞き流す者もいる。これらの人々 は、明日のこの時代にわが恵みの贈り物を切望し、わが啓示のために定めた
時間は常に時間的な制限があることを忘れて、わが啓示を復活させようとする人々 の中に現れるだろう。 

5 神の教えにも終わりがあることを教えているのです。モーセはわが律法をその民に明らかにした後、すぐに旅立っ
たのではありませんか。イエスにおいて、私が主人であり贖罪者としての使命を果たしたとき、「すべては完了した」と告
げた後、人々 の中で天に昇っていったことを、あなたは覚えていないのですか？わが啓示が伝わり、準備された心がわがメ
ッセージを告げるのをやめ、私が「金の羽」と呼んだ者たちがわが言葉を記録し、わが霊界がそのメッセージを伝えたとき
、私もまたあなた方に「すべてが達成された」と言うでしょう。そして、この声は静まり、弟子たちの前に新しい時代、つ
まり霊と霊の対話の時代が現れる。 

6 このためにわが意志によって定められた日を、誰一人として無視することのないように。ですから、この時期が近
づいていることを意識してください。真の命のパンとぶどう酒を食べ、飲みなさい。明日、途中で飢えと渇きに苦しまない
ように。 

7 私が地上のさまざまな場所から呼び寄せているこの人々 にとって、光の時です。その中から、私に従う者を見出す
。ある者は私に借金をし、ある者は相続を約束された。彼らは、私が地上に住まわせるために送った魂で、男として、ある
いは女として肉体に化身し、この瞬間、私は彼らを子供、大人、老人の年齢で見つけることができます。 

8 私は、私の民を団結させ、彼らの発展の道を一歩前進させる新しい教えを与えるために、私の民を形成する元とな
る魂を探しているのだ。 

9 その都度、私は人々 の霊的な感受性を試すために、異なる方法で自らを示してきた。ですから、私が人間の理解器
官を通して自分自身を知らせるこの時に、「約束したように、私は霊においてあなた方とここにいる」と伝えることで、彼
らの信仰と霊性を試しているのです。 

10 また、第二の時代には、イエスを通して「私は父から来た。何世紀も前のシナイ山頂で、私は人々 に「わたしはあ
なたの神エホバである」と告げたのだ。 

11 どの時代にも、あなた方は私を待っていた。しかし、私があなた方と一緒にいるときはいつでも、あなた方は装備
と霊性の欠如のために私を認識しなかった。私はあなたに言います。私のプレゼンスがどのような形であろうと、そこには
常に真実と神聖な生命の本質が含まれている。 

12 私は、自分を世に知らしめるために、さまざまな形をとってきたとお話ししました。しかし、これらは、わが霊を
あなた方から隠すための仮面ではなく、わが身を人間らしくし、わが身を限定し、その結果、わが身を人間に聞こえるよう
に、目に見えるようにするためのものであったのだ。さて、私は、あなたが判断を下す前に、まず、あなたの確信や悟りの
瞬間が訪れるまで、この声を聞き、それが精神の中で光となるようにしなさいということを伝えます。 

13 わたしがあなたがたに言葉を伝える声の主を、あなたがたは不純なもの、罪深いもの、不完全なものと判断してい
ることは知っている。しかし、私は男女を清く求めず、逆に罪人を求め、私の顕現によって彼らを高めたのだと、あなた方
に告げる。純粋な心、体、精神の人々 がいて、その仲介によって私が自らを知らせるべきであったと思いますか？子供たち
の中にも見つからなかったはずです。 

14 もし私が、ある人の心の器官を通して、人にわが身を知らせたとすれば、それは、私が地上で成し遂げたすべての
仕事の中で、人間が最大の仕事を代表しているからである--

私が人間に霊を授けたという事実に鑑みてである。わが霊が人類に語りかけるのに、彼以上に優れた通訳がいるだろうか。
これが、いつの時代も人間が、私の神聖な考えをあなた方に伝える最良の手段であった理由です。 
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15 このように、私は人間の精神を永遠の完全な領域に引き上げるために、無限の愛と配慮をもって世話をしてきたの
だ。 

16 人がわが創造の楽園のただ中に置かれたのは、父の仕事を喜び、知恵に満ち、霊的に成熟した者として、わが神聖
なるコンサートの一部となるためであった。私は最愛の子を地上の王子とし、その配下の存在を支配する力を与えた。彼の
道はすべて、わが霊の光、あなたがたが良心と呼ぶ光に照らされていたのだ。 

17 人間は長い発展の道のりの中で奇跡を体験してきたが、その始まりとは言い難く、まだ学ぶべきことがたくさんあ
るのだ。私があなた方に奇跡について話すとき、それはあなた方が科学の道で発見するものだけでなく、精神的な啓示も意
味していることを理解してください。 

18 あなたが生きているこの時代は、あなたの精神にとって驚きと啓発に満ちた時代です。あなたの精神のあらゆる能
力と感受性が、あなたの存在の最も奥深い部分で目覚める時代なのです。聞き、反省し、わが言葉が啓示する書物で学ぶこ
とによって、幼い弟子から弟子へと立ち上がる。自然を研究し、宇宙を観想しなさい。宇宙もまた、私がすべての中に存在
しているので、マスターの声であなたに語りかけているのです。愛を持って観察し、少なくとも興味を持って観察すれば、
すべてが真理への道を指し示していることに気づくでしょう。あなた方は今日ほど、すべてのものが私を証ししていること
、そしてすべてのものの中に、生命の創造主の不滅の印としての私の痕跡があることを理解する準備をしたことはないだろ
う。 

19 材料科学が多くの秘密を解き明かしましたね。しかし、科学があなたに必要なことをすべて明らかにしてくれると
は決して思わないでください。当時の人々 の科学にも、人々 がバカにしたり、頭がおかしいと思ったりした預言者がいた。
しかし、その後、彼らが宣言したことが事実であることが証明されると、あなた方は驚きました。 

20 このようにして科学の預言者たちの言葉が成就したのなら、つまり人間の科学がもたらす滅びゆく果実を予言した
者たちなら、神の先見者たちの予言が成就するのは、人の心に不滅の平和の王国を打ち立てることをあなたがたに告げると
きでしょうか。 

21 そして今、予知能力者たちは新しい世界を告げます。もし、あなたが過去の時代のわが言葉と約束の研究を通して
準備されていたならば、私が現在あなたに啓示したことのどれ一つとして、あなたを驚かせることはなかっただろう。しか
し、私はあなたが疲れ、病み、人間生活のことで頭がいっぱいであることに気づきました。ですから、あなたに偉大な知恵
の教えを明かす前に、私はあなたを癒し、慰め、向上と刷新を鼓舞し、あなたが霊的生活を振り返ることができる唯一の方
法である平和の道を取らせる必要があったのです。 

22 この宣言によって私があなた方と一緒にいられるのは、あと数年しかないのだから、あなた方は私の指示を使わな
ければならない。私の精神には時間が経過しないが、人間には時間が経過する。だから、今、あなたにとって長いと思われ
るこの年月も、あなたの精神にとっては短いものなのです。私の旅立ちの後に残すのは、あなたの心に知恵の川を注ぐこと
を約束します。金も、名前も、称号も、あなたがたに残さないが、ただ私の教えだけを残す。 

23 この種はすでにあなた方の間で実を結び始めています。あなた方が私への崇敬を物質的な方法で表現していたなら
、今日はその代わりに真理に近づくために自分自身を精神化しようとするのです。 

24 あなたの魂が苦痛の坩堝を通過することで、霊性の道を一歩前進し、謙虚さと忍耐、強さと信念の達人になること
ができるのです。あなたの精神から、他者への理解と尊敬を期待します。 

25 あなたの同胞を、その礼拝の仕方で裁いてはならない。私だけが、心の中に信仰と愛の花を発見する方法を知って
いるのです。その香りを、私は最高の精神の捧げ物として受け取っています。また、マリアの中に神の母性を認めない人た
ちは、マリアが処女の胎内でみことばが人間の形をとるために女となったことを認めません。彼女もまた、この時代にあな
たがたを教えたのです。母の心にも、子供たちに秘密はありません。本当に、マザーとしての彼女の声は、この時代のすべ
ての人類に聞こえるでしょう。一方では、父としての私の存在と力を感じさせ、他方では、あなたの存在に母性の息を吹き
込み、あるいは、あなたの霊魂に、主人としての私の声を聞く喜びを与えるからである。 

26 この種をあなたの中で発芽させてください。そうすれば、あなたの存在の核心から、霊が現れうる、そして現れる
べきすべての感情-天の父に対して、そして、互いに愛し合うことによって同胞に対して-が湧き上がってくるでしょう。 

27 罪を犯し、争い、強姦するために生きてきた者たちが、ついに互いに愛し合うようになったとき、霊界で起こる歓
喜を想像できるでしょうか？あなたの父の喜びも、その時の霊界の喜びも、あなたには想像できないでしょう。私の霊は、
私がひとりぼっちだったので、私の周りにいるようにあなたたちを創ったのです。しかし、私はあなた方が互いに愛し合い
、あなた方の愛によって私を幸福で満たすことを運命づけました。 

28 私はあなたの父であり、あなたの愛に飢え渇き、あなたが良心の示す道から外れたからである。私はあなたを愛す
るためにあなたを創った。しかし、あなたはまだこの光を完全に見ていない。あなた方は地上の野心によって堕落しており
、ある時は私に思いを向け、私の恩恵に感謝したとしても、あなた方の感謝が私に捧げることのできる最高の賛辞は、私の
教義があなた方に多く語っている兄弟姉妹間の愛であることを理解していない。 
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29 愛する弟子たちよ、私がこのように話すのを聞くと、あなたがたは私に気に入られることが難しいか、不可能に思
える。しかし、この疑いはあなたがたの霊からではなく、肉から生じている。肉はか弱いからである」。一方、霊は、命を
与えてくださった方にふさわしい偉大な働きのために創られたものです。 

30 この教えは、あなた方を真の人生に高めるために持ってきたのです。しかし、人の救いは一瞬で行われるものでは
ないことに注意してください。なぜなら、彼らが精神的に沈むのに時間が必要だったように、再び立ち上がるのにも時間が
必要だからです。この時間は、私だけが彼らに割り当てることができ、彼らが再生と浄化を成し遂げ、自分自身と隣人の中
で破壊したものをすべて回復するために、私は彼らを与えよう。 

31 この間、わが言葉を聞いたのは人類のほんの一部であったが、この人たちが正しい人として選ばれたとは誰も思わ
ないでほしい、私は彼らが全人類のように罪深いことを見出したからだ。しかし、それは、わが決定において定められたこ
とである。 

32 明日、この言葉の真髄がすべての心に届いたとき、あなた方は、わが遺言がすべてのわが子たちに与えられたこと
を知るだろう。そして、わが思考の一つ一つに、わが教えの一つ一つに、わがメッセージが届いた人々 への愛撫があったこ
とを発見するだろう。 

33 あなたの傷は癒えた、私のバームはあなたの心の中にあった。今、私に耳を傾けなさい。すぐに、魂と肉に痛みを
持つ人々 のために旅立つのだ。その苦しみを経験したあなた以上に、彼らの苦しみを理解できる人がいるだろうか。 

34 教師としての生活は、学生を教師にすることで、その光と知識と経験で仲間のアドバイザーやガイドになることが
できます。 

35 私の教えは、人生の教訓とともに、良心という輝く烽火によって魂を照らし、人間の歩みが光となるようにします
。この光が、善行、高揚した思い、霊的な内容の言葉によって外部に反映されない限り、人間は弱さ、恐れ、利己主義、不
信の感情を抱かざるを得ないのです。しかし、この光が心の闇に打ち勝ち、その本質を明らかにし始めたとき、心に平安が
訪れ、人生に対する信頼と信念が生まれ、魂が強くなり、あらゆる運命が内包する困難な時間や大きな試練を平静に乗り越
えることができるようになる。 

36 私の言葉は道であり、あなたを完全へと導く神の法であり、魂を高める光であるが、肉がその強引さで自己主張し
、その良心の内なる呼びかけに耳を貸さなかったときに、それは薄暗くなったのだ。災いなるかな、肉の衝動に屈して、自
分を取り巻く世界の影響に支配されることを許した魂は、リーダーとしての立場を、人間の情念と弱さが風に翻弄される不
毛の木の葉のように振り回す無防備な存在に変えてしまう。自由を最も愛する人間は、神の霊がやがて自分を服従させ、自
分にとって有害だと知っている多くの人間的満足を奪うことを恐れて、神の意志に服従することを恐れ、自分を真の生命に
導く道を放棄してしまうのです。 

37 肉は霊との戦いを恐れ、その自由を妨げ、少なくともそれを遅らせるために、世の中の快楽を通して誘惑する方法
を探しています。人はいかに自分の中に誘惑者を抱えているかを見よ。だから、私は「自分を倒したときが勝負だ」と言っ
てきたのです。 

38 この宣言の中で私が語ることの多くは、無限の人々 に直感的に受け止められています。今、人生という教訓は多く
の魂に光を与え、内省させ、良心の声に耳を傾けることを学ばせているからです。彼らは真理への道を歩んでおり、これが
平和、真の自由、そしてあなたを創造した神と調和した人生を与える最高の至福へと導く道であることを理解しているので
す。 

39 弟子たちよ、わが教えをよく学びなさい。第一時代の預言者たちがあなた方に告げたことがすべて実現したのをあ
なた方が見たように、この声の主たちの口を通して私があなた方に告げたことがすべて実現するのをあなた方は見ることに
なるのだ。毎日、毎日、節目節目で、私の言葉のひとつが、あなたの気づかないうちに実現されているのです。 

40 イエスが幼少期を過ごしたナザレの村を出て、他の土地で信仰を得なければならなかったように、私の言葉は信じ
られ、従われるためにあなたの国から出なければならないのです。 

41 一九五〇年以降、私はもはやこの声の担い手を通してあなた方にわが言葉を与えることはないが、それは信仰を養
う心の中に保存され、彼らはそれを他の国々 に運ぶのである。 

42 私は、この愛と許しのメッセージを人類に届けるために、私の教えの純粋さを求めて努力する善意と心を持った人
を々利用することにしている。使者として出て行く者は、その言葉と働きで善を証しし、決して苦をもたらさないようにし
なければならない。その目は他人の痛みのために涙を流し、そのこめかみは同胞のために苦しむので白くなるであろう。彼
らは、愛し、許し、祝福して生き、死に、苦もなく、疲れもなく、失望もなく、その旅の終わりに到達する。 

43 第三時代の弟子は、霊の種の実が地上で刈り取られるのではないことを、生活の中で意識しなければならない。そ
れなのに、わが弟子と称する者の多くが、人々 の恩知らずや無関心を前にして、なぜ心を痛めるのだろう。 

44 あなたの霊の中にあるわたしのことばは、強さ、勇気、愛し仕える喜びであるからだ。良い弟子は何も恐れること
がなく、険しい道や苦しい試練を明るく通り抜けることができます。祈りによって常に警戒している彼の目は、敵が彼の足
元に仕掛ける罠を発見することができます。 
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45 私はこれらの言葉を書き残し、それらは未来の私の弟子たちに届くだろう。彼らがそれを研究するとき、彼らはそ
れが新鮮で、生きていることに気づき、その瞬間、自分たちに語りかけているのは師であると感じ、彼らの精神は喜びで震
えるだろう。 

46 私があなたがたに言ったことは、すべて私に耳を傾けた人たちだけのことだとでも思っているのか。いや、愛する
人々 よ、わたしのことばは、今いる人といない人のために、今日と明日とすべての時のために、死ぬ人のために、生きてい
る人のために、まだ生まれていない人のために語るのだ。 

47 あなたがたは、わが言葉とわが業は非常に偉大であり、無限であると言いながら、あなたがたの業によってそれを
制限しようとしたのである。ああ、もしあなたが、物質化を克服し、知識と正しい生活への良い努力によって魂を高めるこ
とによって、自分自身を装備することができたなら、あなたはどんな驚異を見ることでしょう。 

48 あなたがたは、自分の世界は無限であり、私の宣言を知らない人の数は計り知れないと考えているので、私が声聞
者の口を通して、全人類に語りかける教えを与えることがあるのは、あなたがたには馬鹿げているように思えます。私が人
類に語りかけるのは、その場にいる人たちだけでなく、いよいよこの世に生を受けるときを待っている人たちのためでもあ
るのだ、と答えます。しかし、私の目には、あなた方の世界は原子のようなものであり、そこに住む人々 の数は、私の王国
を構成するすべての霊的な生き物に比べれば、取るに足らないものであることを知っていてください。 

49 私が自分を知ってもらうために選んだ手段が、あなたにとってあまりに貧弱に見えることがあるのでしょうか。父
である私が、わが言葉、わが命令、わが啓示を聞くために、人間の心を利用したのは、これが初めてではない。これは、私
が人間に語りかけるために常に使ってきた手段であり、神の言葉は常に謙虚で単純で、一見無学な伝達者を通してやってき
たことを知るべきである。 

50 勉強と仕事、弟子たち。わたしは、あなたがたの心の扉を、あなたがたに開くまで、根気よくたたいたことを思い
出してください。私は時に比喩的な表現もしますが、いつもあなたが話すのと同じようにシンプルな表現で話します。それ
は、かつて私がたとえ話であなたがたに与えたもので、そのためにあなたがたは真の意味で理解することができなかったも
のを、今、わが言葉が説明してくれるからである。わたしのことばで光り輝く道を示したのに、なぜ暗い道を歩くのか。 

51 私の話を聞く者には、この教えの光に目を開いて、その偉大さに驚嘆するようにと言うのです。 

52 この宣言が最初の声の担い手の心を通して始まり、私が最初の弟子たちに、後に来る者たちの進歩について話し、
私の言葉は新しい声の担い手の唇で完成されると告げたとき、その大勢はため息をつき、後に来る者たちが主人の食卓で熟
した実りを楽しむのをうらやんだのだ。私が予言した熟した果実は、まさに今、あなた方が食べている果実そのものです。
あなたがたは、わが言葉が今、あなたがたにこのように現われることによって、その絶頂に達していることを知るであろう
。1950年まであと数年、その年の暮れにはマスターから別れを告げられるでしょう。 

53 将来、私はこの教えによって、その時代に私の声を聞かなかった人々 に、私のメッセージを到達させるだろう。あ
る人は私の話を聞いた人の証言によって、ある人は原稿によって、またある人は直感やひらめきの賜物によって、それを受
け取るだろう。こうして、この時、わが霊がすべての霊とすべての肉に注がれるという預言が実現するのである。 

54 あなたの仕事は、障害や困難を取り除き、後に霊性を求めてこの道を歩む人々 のために、慈悲と愛の痕跡を残して
道を開くことです。 

55 人類の精神的な覚醒はすでに近い。人々 のモラルが良い方向に変化しないまま年月が過ぎていくのを見て、絶望し
てはならない。見て、学び、働き、待つことを知る。あなたは私の言葉を信じますか？すべての目が私を見、すべての心が
私を理解し、すべての口が私の言葉を語るようになると、私が言ったことを忘れてはならない。 

56 この時が近づいているが、私に耳を傾けた人々 が罪から清く、信仰において強くなることが必要である。そうすれ
ば、私があなたがたの理解器を通してわが身を知らせたときに証人となったように、彼らもまたわが身を証人とすることが
できる。 

57 私の言葉は、1950年以降、誰も私の顕現を欠いていると言うことがないように、「黄金の書」に書かれています
。私の教えはあらゆる時代のものであり、私はあなた方に知恵と命令と予言と霊的な滋養と癒しのバームを残しているのだ
。 

58 そうすれば、あなたが仲間に読み聞かせるとき、その言葉には神聖なエッセンスが染み込み、聞く者は、あなたが
声の担い手を通して私を聞いたときに経験し、感じたように、経験し、感じることができるのです。 

59 弟子たちよ、私の教えを聞きながら、心の中の心配事を取り除きなさい。神聖な油注ぎを感じ、あなたの存在の中
に私の力を保ってください。病気もせず、泣かず、弱らず、元気な姿を見てほしい。 

60 あなたはしばしば、痛みが傷を負わせるとき、私があなたを罰すると信じている。しかし、私はただ教えるだけで
、苦しみをもたらすのはあなたたち自身です。昔、あなたは大きな仕事を成し遂げるために呼ばれたのに、私の声に耳を傾
けなかった。しかし今、私はあなたがたに、あなたがたの探しても見つからなかった平和が、わが掟の実現によって与えら
れることを知らせる。任務を果たした者は、運命に翻弄されることなく、完全無欠であることを見よ。 
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61 あなたは一度だけ地上に出てきたのではなく、魂はその発展と完成のために必要な回数だけ肉体の殻を被ってきた
のだと、私はあなたに言いました。あとは、ゴールにたどり着くまでの時間が短いか長いかも、自分の欲望次第であること
を付け加えておきます。 

62 私の子供たちが住むすべての場所で、私の光が輝いている。だから、地球もこの明るさに包まれているのです。こ
の予言は今、実現しつつある。すべての目は私を見、すべての心は私を理解し、魂が準備するや否や、すべての口は私の神
聖な言葉を発音するだろう、と私は再びあなたに言う。このことをあなたがたに告げた。そして今、私の言葉が成就する時
が来た。 

63 第二の時代のどれだけの弟子たち、そしてどれだけの子供のように信じている魂たちが、わが約束の成就に立ち会
いたい、今日起こっていることを経験したい、直接目撃したいと切望していたことだろう。その憧れから、内面を整え、よ
り高みを目指すようになったのです。しかし、その時は、別の時代が設定されていたため、いくつかの予言が実現する機会
は与えられなかった。 

64 私は、世界が物質主義の絶頂にあるときに来て、霊のうちにわが身を現し、男、女、子供を通してあなた方に語り
かけ、わが神性との完全な交わりを教えなければならなかったのだ。 

65 私はあなた方を真理の種をまく者にしたい。そして、それはあなた方の言葉と働きに現れるであろう。各自が何ら
かの仕事を任され、私の仕事が成し遂げなければならない霊的使命に全員が参加するようになります。 

66 私の弟子たちが私の教えに従うならば、この国には戦争が起きないと約束したのだ。彼らは、不和と憎しみによっ
て引き起こされた他国の惨状を思い浮かべるとき、この土地で血が流されないようにと私に頼むのです。そして、この約束
が実現するような立派な人間になれるよう、祈り、見守ることをお願いするだけです。泣く姿は見たくありません。もし、
不公平が支配し、あなた方を支配する者の暴虐と過酷さに苦しめられたとしても、私を責めてはならない。私は、あなたの
祖国を平和の谷に変える偉大な仕事をする力を与えている。 

67 多くの国が消滅することが預言的に告げられています。人類を代表するこの家族は、激しい嵐に見舞われますが、
この訪問では、私への生きた信仰のために、愛によって魂を準備し「見守った」人々 が生き残るのです。 

68 この時間を使いなさい。審判の時が近づき、1950年が迫っているのだ。そのとき、あなた方の多くはすでに霊の
中におり、他の者たちはまだ肉の中にいるが、あなた方はみな裁かれるのだ。 

69 これは、すべての人々 が精神化に向けてさまざまな道を歩む始まりとなるでしょう。科学者たちは私を認識し、人
の相談役となる。知恵の書は彼らの前に開かれ、そこから非常に偉大な啓示を受けるだろう。そうして初めて、精神は人間
の心に真の知識への道を開き、良心は人間の行為を正常化するのです。 

70 地球は清められ、生き残った者たちは、第二の時代のわが弟子たちと同じ熱意をもって、私に従うだろう。しかし
、あなた方は、私が精神化の最初の種を残した人たちです。 

71 万能の羊飼いとして、私はたゆまず私の羊を探します。地上では、愛と謙虚さを通じて最も高い精神的成熟度に達
した人々 が人類を導くでしょう。真の賢者とは、わが法を知り、わが意志を行う者である。このように、私は無限の忍耐力
をもって、第三の時代の弟子たちを訓練するのだ。私はあなたを愛しています。だから、あなたたちの素晴らしい姿を心ゆ
くまで見たいと思うのです。 

72 わが言葉を忘れてはならない。しかし、もしあなた方が、私があなた方に言ったことをすべて記憶しておくことが
できないなら、わが教え、この時代のわが啓示、わが弟子たちの行いを記した書物がそこにあることだろう。 

73 純粋な心で私のもとに立ち上がる者は皆、私の慰めを受け、心に喜びを持ち、私の神聖な言葉がその唇に花開くの
である。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 98 
1 あなたがたにぶどうの木の実を与えるのは、あなたがたをわが愛で養い、痛みも労苦も忘れさせ、わが言葉を与え

る間、あなたがたは私とともに平和の家に住むことを感じるようにするためである」。そして、もしその間に自分の犯した
罪を償いたいのであれば、私に学びなさい。私は今、あなた方が霊的に向上する機会を与えているのだから。 

2 壮年の人々 、老人の皆さん、私の声を聞かずに過ごした時間を嘆いてはいけません。私を愛するなら、短時間で私
の教えを知り、それを使うことができるようになるのです。あなたはすでにその道の上にいて、自分の課題を始めることが
できます。あなたのガイドは、あなたの良心の声です。私はあなたの前に進み、どんなに困難な試練もあなたを私から引き
離すことはない。私を愛するなら、引き返してはならない。あなたの信仰は新しい夜明けのように輝き、あなたは光に包ま
れて進むべき道を知るだろう。 

3 苦しくても私について行く覚悟はあるか？もしあなたが周りの人に聞かれたら、あなたは答えて、あなたは私の弟
子であり、あなたの信仰のために私に従っていると言うでしょうか？この証拠（信仰）を出す勇気があるだろうか？よく考
えて、もしあなたがたが私の弟子であるなら、私の教えの真の証しをするために、自分自身を完成させなければならないこ
とを思い出してください。 

4 私はすべての国々 に私のメッセージを送る。私の目的が実現するためにすべてが準備されている。しかし、私が人
に々与える私の力と私の愛の最大の証は、人々 の利己主義を互いへの誠実な愛に変えることである。 

5 愛によって、彼らは偉大な業を成し遂げるだろう。人種や血統の区別なく、私はすべての人を呼んで、この仕事の
仕事を与えるだろう。 

6 知識と霊性を渇望する者に告ぐ：わが言葉を聞き、その本質を認識せよ。偉大なる生命の書を読み、研究せよ。わ
が弟子たちひとりひとりにとっての教訓があるのだから。 

7 しかし、わが言葉や予言が歪曲された書物や、神の啓示がねじ曲げられた解釈の書物を読むことに注意しなさい。
あなたの心に偽りの光を入れてはならない。真実を知りたければ、内なる準備をすれば、良心に導かれたあなたの直感と精
神の感性が、必ず真実を明らかにしてくれるでしょう。 

8 この本は、第三の時代のあなた方のために書いたものだ。この本を利用し、その教えを正しく解釈すれば、その光
が影を消し、あらゆる謎が解き明かされることを体験できるだろう。そうすれば、あなたは私の存在を感じ、あなたの魂の
底にある私の声があなたに語りかけ、指示しているのを感じるでしょう。 

9 私の知らない仕事、思いは隠せないことを忘れないでください。しかし、もしあなたがたがしばしば世に誘惑され
、鎖につながれ、時には悪を拒む力を失っているなら、わたしのもとに避難し、わたしがあなたに与えた世と肉に対する権
威を使うことをわたしの教えから学び、あなたがたが心の平安を勝ち取り取り戻したとき、その仕事を続けることができる
のだ。 

10 そうすれば、私が指し示したゴールに到達できるよう、力を与えてあげよう。私を模範とし、その行いによって私
を讃える子供を、私は父としての喜びをもって見つめるであろう。人のために絶え間なく働き、自分のできる限りの善を行
った後は、報酬を考えず、この世の報酬を期待しないことです。わたしだけが、あなたがたの作品を知り、それを評価して
、正当な報酬を与える方法を知っていることを忘れないでください。このように、多大な努力と実力によって、あなたは私
があなたの精神に用意した場所に到達することができるのです。 

11 遠い国から男も女もやってきて、私の弟子になるのです。しかし、彼らが私の光に満たされたと感じるとき、彼ら
は自分の民族、自分の国に戻り、兄弟たちに私の教えを伝えるのです。第二の時代にも同じことが起こった。多くの外国人
がイエスの奇跡の噂に惹かれて私に近づき、私の言葉を聞き、私の業を目撃すると、彼らは私の真理を確信し、自分の国に
帰って、私がメシアであることを公言したのである。 

12 今の時代、多くの人が私のところに来るのは、痛みによって、私の力にしか見出せない救済を求めるからです。彼
らは自分の精神の中に持っているすべてのものを知らずに、自分の貧しさを訴えている。彼らの唯一の貧困は、自分が何を
携えているかを自覚していないことと、自分が持つ霊的な賜物に無知であることだ。自分の霊に光を求めようとする者はほ
とんどいない。大多数の者は、人間の生活に属する小さなもの、つまり、私の父なる愛で彼らの霊を溢れさせた後に私がい
つも上に与えるものを求めて私を求めるのだ。 

13 一人一人が知識を得ることで、自分の中にありながら見えていなかった光が見えてくるのです。この光は、あなた
の良心です。それを発見し、この内なる鏡で自分自身を見つめることができる人は、謙虚になり、すぐに創造主と自分を結
びつける絆を感じることができるのです。 

14 ある者は自分を知っていると思い、人間がその霊に持つ多くの賜物を知りながら、無知な者の前で自分を誇示し、
何か自分の偉大さを想像し、支配的になり、ついにはその傲慢さの闇から滅びてしまうのです。良心には神の秘密の宝庫が
あり、人は畏敬の念を持ってのみそこに入ることができるということを理解していないのです。 

15 ここでも、わが労働者の中にさえ、わが教えを理解することなく、自分が霊的な才能に恵まれていることを知ると
、自分をより高い存在、賞賛と敬意を払うに値する存在だと考える者がどれほどいることでしょう。これに対して私は、優
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れた霊が自分の才能にうぬぼれることを認めることができるのか、謙虚さと慈愛がその本質的な資質であるにもかかわらず
、それを認めることができるのか、と問うのです。 

16 沈黙と生活の簡素化の中で、わが教えの一つひとつを実行に移しなさい。そうすれば、あなたの魂の中に、あなた
がまだ知らない光が現れるのを見ることができるでしょう。 

17 真理を探ろうとして新たな狂信に陥らないように、わが教えを学び、道を踏み外さないように。 

18 私は、道を忘れた人を歩けるように誘う道です。この者にわが言葉の光が注がれる。明日、あなたがたはこれを教
え、これをあかしすることができる。時が過ぎると、わたしが自分を知らせた簡素な家を探しに多くの人がやってくる。そ
うすれば、わたしが新しい弟子たちに見せた姿や、あなたがたの間で行った奇跡を彼らに説明できるだろう。あなた方の心
には、わが言葉の記憶だけが残り、あなた方の心には、わが神聖な計らいの響きだけが残るだろう。私はすでに、わが言葉
を聞かなかった者たちが、わが弟子と証人へと導く道を見出す準備をしているのだ。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、同様にあなたがたに言う。わたしの言葉を聞いた者のうち、どれだけの者が、
自分自身に手をかけていないために泣くだろう。そして、わが言葉がもはや顕現していないのを見たとき、彼らは、神の言
葉を伝えるために声の主が座っていた場所に視線を向け、そして、空虚だけを見るのである。 

19 年月が経つのは早いもので、やがて私の声が聞こえなくなる。だから、わたしはあなたがたに言う。わたしがあな
たがたを癒し、あなたがたを撫で、あなたがたを慰め、あなたがたを教えよ。装備されたあなたを残すために来たのです。
しかし、もしあなたが信仰と意志において弱いままなら、あなたはいつも気分が悪くなる。では、誰があなたを癒し、私が
したようにあなたを教えるのか？ 

20 私の言葉を通して、私はあなたにますます近づき、同時に私の霊との完全な交わりへとあなたを導く。過去のわが
顕現を振り返れば、私は常に、あなたに対する父の神聖な愛の証として、あなたの霊にわが身を知らせ、わがメッセージを
送るための形式を求めてきたことがわかるだろう。 

21 あなた方は今、新しい形の霊的顕現を経験していますが、それは私が過去の時代に使っていたものと非常によく似
ています。今、あなた方は、人間が持つ多くの霊的な賜物と能力を通して、わが霊の声を聞くことができる素晴らしい光の
時代にいます。 

22 本当に申し上げますが、歓喜のときも、祈りのときも、あるいは肉体的な眠りのときも、あなた方がそれを受け入
れる方法を知っていれば、霊的王国の啓示とメッセージを受け取ることができます。そこで、あなたがたに未来を告げ知ら
せる先見者や預言者を用意し、あなたがたの目を覚まさせ、あなたがたを戒めて、見守り、祈らせるようにした。 

23 あなたがたは、わたしが自分自身を知らせるこの人が、あなたがたにことばを与える人であると信じるか。その意
味を知れば、それがあなたのマスターがあなたに語りかけているのだとわかるでしょう。声を出す人に神の霊が入るのは、
話している最中だと思いますか？これも事実ではありません。不信心者のために、わが存在とわが真実の証拠として、深い
意味を持つ言葉の無尽蔵の流れを彼らの唇に置くために、わが光の一筋がこれらの心を啓発し鼓舞するのに、私には十分で
あると、あなたがたに告げたのだ。この時、私に耳を傾けることで、あなたはこれからの時代と試練のために強められるで
しょう。 

24 あなたの心を整え、あなたの霊を集め、あなたの心を受け入れて、わが言葉を聞き、守ることができるようにしな
さい。 

25 霊訓』がどのようにページを開いて新しい教えを見せてくれるのか、ご覧ください。まず、簡単な教訓を実現し、
明日、偉大な教訓を実践することができる。マスターになるには、まず弟子にならなければならないことを理解しなければ
ならない。 

26 今日、あなたがたは最初の言葉を学び、それを通してこの教えを次第に理解する。祈るとき、あなたがたはわたし
と霊的に交わり、わたしに向かってこう言うのだ：「先生、わたしたちはあなたの道をたどり、わたしたちの道に同行して
いただき、世の誘惑によってことごとく挑戦されているので、危険から守ってください」。しかし、弟子たちよ、強くなれ
、権威を使って肉を制するのだ、と私は言う。 

27 私はあなた方を従順に満ちた強く徳の高い家庭にしたいのであり、そのために私はわが恵みと恩恵を浴びせる。 

28 あなた方が私の出現を証言する時が来る。そして、生まれつき信じない人間は、信じるために私に証明を求めるだ
ろう。しかし、そのとき、わたしは彼らに言う。『ここに、わたしの弟子で、わたしが新しい人生に入らせた者がいる。そ
れらは、私の指示の力の証明である。私の言葉は彼らの心を形成し、今日、彼らは地上の国々 に私の教えをもたらす用意が
あるのです。あなたは、私の真実の証人として私が使うことができる人々 の中に入りたいですか？では、愛する労働者たち
よ、覚悟を決めろ。私はあなたを信じています。私はあなたの愛を使って、あなたが私に頼む人のために奇跡を起こし、あ
なたの中に見える信仰の輝きのために、驚くべき業を行おう。 

29 この間、あなた方は苦しみの杯を空けましたが、これはあなた方の不利益になるものではなく、この苦しみは、あ
なた方の心に私の種を肥やし、あなた方の存在の奥深くに隠された糸を明らかにする恵みの雨のようなものでした。 
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30 あなたは今、私や仲間に借りがあり、それを払っている最中だから、難しい償いをしているのだと、私はあなたに
言っています。このため、あなたがたは黙って、愛情をもって杯を受け、ただ私の意志が実現するようにと私に力を求める
ことで満足するのである。 

31 この世では、あなたがたの苦難や人生の浮き沈みに必要な理解は得られない。真の愛と慈悲はまだ心の中にないの
だから。しかし、あなたがたは、わたしのうちに強められ、唇に笑みを浮かべ、心に平安を保ちながら、いばらを越えて行
くのである。 

32 師匠はなぜ、そんなに痛みを口にするのですか？なぜなら、あなたが生きている時代は裁きの時代であり、すべて
の人間は重い十字架を背負っているからです。戦争で傷ついた国々 を見よ。彼らの中には苦しみを免れた心はない。弱者の
中の貧しい子供でさえ、人が罪を償い、その汚れを洗い流すのを助ける神の正義を免れることはできないからだ。 

33 私はいつでも、人の心に私の種をまき、それを育ててきた。この第三の時代に私が蒔いた種は、決して無駄にはな
らない、心の中で花開くのだから。 

34 そのわずかな心の装備のために、わが恵みは豊かに注がれ、新しい世界の礎を築くのである。私はあなたの精神を
高めて、あなたが私の神性に似ているものが何であるかを理解できるようにしよう。 

35 世界の主であり、すべての被造物を従わせる霊的な家の主である私は、この瞬間、あなた方人間が私の法則に従っ
て生きてこなかったために、霊的に立ち止まることになったと告げます。しかし、わが霊は限りない忍耐をもって、あなた
が真の道に戻り、完全な姿になることを待っているのだ。あなたの救いのために私一人に戦わせてはならない。また、あな
たが協力せずに霊界に苦労させてはならない。見かけだけの功徳を積まず、真実と愛のある行いを心がけなさい。 

36 あなたは創造された瞬間から愛を受けているのだから、愛も与えなければならない。もし、私の模範があなた方に
印象づけられたなら、あなた方も私を見習いなさい。 

37 現代では、あなたを光に導くために、永遠である神の言葉が語りかけています。私はあなた方一人ひとりの中に隠
されている魂を知っている。それゆえ、他の時代にあなた方がすでに人類に対する私の顕現の目撃者であったことを明らか
にできるのは、私一人なのである。 

38 あなた方はもはや、わが教えの初心者であってはならないのではありませんか。あなたがたを証人や弟子と呼び、
このメッセージを人類に伝える準備をさせるとき、あなたがたの父は本当にそうする理由があるのではないでしょうか？ 

39 わが言葉以外のものが、いかに過ぎ去るかを見よ。見よ、今日地球に住み、明日には消えてしまう人間の世代を。
見よ、今日、永遠に続くかのような輝きに満ちた国々 が興り、やがてその衰退と崩壊を目の当たりにすることになる。人間
のものはすべて過ぎ去り、存在しなくなる。ただ、わが不変の永遠の法だけが、すべての良心に輝き続けている。 

40 あなた方はこの時代を光の時代と呼びますが、これは私の光が今になって人間の精神や心を照らしたからではなく
、これは常にあらゆる精神の中で輝いていたのです。私は決して隠れることのない神の星です。しかし、今日、人間の中に
かつてないほど霊的な光が輝いているのを見るならば、それは、彼らの発達により、霊的生命の存在を過去の時代よりも明
瞭に感知できるようになったからです。 

41 もし、人々 が常にわが掟に従って生活していたならば、わが新しい啓示は彼らを驚かせることはなかっただろう。
私が新しいスピリチュアルなレッスンを提供するたびに、議論され、反対され、拒否されてきたことに注目してください。 

42 しかし、覚醒の時は近づいている。その時、新しい啓示を語る人々 の集団があちこちに現れるだろう。そして、そ
のような宗派は近隣の人々 によって調査され、裁かれることになり、ついには「世に奇妙な未知の宗派の疫病が発生した」
と言われることになるのである。ちょうどそのとき、あなたはそれらのすべてのために祈り、同時にわが言葉の成就に感謝
しなさい。私があなたに啓示した教えのおかげで、あなたはそれらのすべての顕現の理由を理解する者の一人となるであろ
う。しかし、あなた方は人類に対して最も大きな責任を負っている人たちの一人でもあるのです。 

43 愛する弟子たちよ、わが啓示の光を伝えるべきあなた方の使者が、その霊的能力で仲間を驚かせた人々 が現れた場
所のすべてに到達できるよう、あなた方が霊的に準備しなければならない程度について考えてみてください。 

44 あなた方は、祈りや霊的な観想や善意にとどまることなく、慈悲の業を行わなければならないからです。 

45 信じる」というだけでは十分ではない。これだけでは不十分です。信仰は絶対に必要ですが、あなたの持っている
他の能力は、あなたが口先だけでなく、あなたの仕事の中で私の言葉をもたらすために、開発され、完成されなければなり
ません。私の教えがあなたの人生の行動において輝くためには、あなたの時間の一部を、あなたの霊的才能の研究と開発に
充てなければなりません。このように、あなたは自分の道で出会う試練を忍耐強く耐え、その一つひとつに私の教えを適用
するのです。そして、その報酬は、闘争のために、自分自身を支配するために、そして、仲間を愛するために、あなたが得
る鋼鉄のようなものでしょう。 

46 もう眠ってはいけない、弟子たちよ、人類が霊的に目覚めようとしていることを理解し、あなた方の装備が不十分
であることに気づくことはないだろう。また、真の兵士になるために必要なものをすべて身につけないまま、旅立つことを
望まない。私の教えを受けるこの安らぎの時間を大切にし、そこで学んだことを常に守りながら歩んでください。明らかに
された教えをより深く理解するよう努めるが、今まで教えられていないことを解明しようとしてはならない。 
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47 エリヤの霊がロケ・ロハスの心を奮い立たせたとき、それらの顕現の最初の証人は、わが言葉を聞くことで後世に
与えられる恵みについて全く想像していませんでしたし、人類に新しい霊的時代が到来していることも理解していませんで
した。あなたの師は、教えの中で、この仕事の偉大さを多くの人々 に明らかにしたのです。光と輝きに満ちた新しい時代が
始まることを理解させたのは、彼だったのです。 

48 情念によって混沌に導かれた人間の精神は、愛と正義と人間の理性に対する希望と信仰を失って以来、平和が失わ
れてしまった人々 の心を救うのは、神の奇跡だけだと考えているのです。 

49 私は、人々 が私に見せるこの内なる空虚を、新しく見えて実は永遠の教えの光で満たしたいのです。この教えは、
私が使徒たちに教えた「互いに愛し合うこと」という戒めの全内容を明らかにするので、霊と心に光をもたらす。私は今、
その人生の至高のルールの意味を説明しているのですが、その意味があなたの知性によって把握されていないのは、この時
代、多くの人々 にとってキリストの言葉が死語になってしまったからです。しかし、彼らは、それがすべての人の良心の中
に生きていること、そして、その時が来れば、それまで墓のようになっていた心の奥底から、輝きに満ちてよみがえること
を知らないのです。 

50 あなたは、自分勝手に家族への愛を制限しているとき、互いに愛し合うという私の戒めを果たしていると思うので
すか？宗教界は、自分たちの信者だけを認め、他の宗派に属する人々 を拒絶するとき、その最高の戒めを果たしていると信
じているのだろうか。文明と進歩を誇る世界の偉大な民族は、その努力のすべてが殺戮戦争の準備であるのに、精神的な進
歩を遂げ、イエスの戒律に従ったと主張できるでしょうか。 

51 ああ、人間たちよ、わが言葉の価値を理解したことはなかったし、主の食卓に座りたかったこともなかっただろう
。しかし、わたしの食卓は、あなたの霊のための命のパンとワインであなたを待ち続けているのです。 

52 私の死の責任を問うためにあなたを呼んだと、誰も言うことはできないでしょう。あなたがまだ自分の罪を心から
悔いていないことに気づくやいなや、十字架で突き刺したのと同じ私の手が、新たにあなたの扉を叩いているのです。弟子
たちよ、理解せよ、あなたがたの霊を呼ぶのは、わが愛である。 

53 私の愛はあなたを征服しなければならない、私には他に武器がないのだ。私が痛みも使ってあなたを曲げ、あなた
を打ち負かすと思ったら大間違いです。痛みを作り出し、それを通して自分自身を裁くのです。私は、あなたを苦しみと死
から救う者である。 

54 弟子たちよ、私の教えをもう一つ紹介しよう。しかし、内面的な準備の仕方を知っている人は、わがプレゼンスを
より深く感じることができるだろう、わが恩寵はすべての人に同じように注がれるのだが。私の言葉を聞いていて霊化を感
じなかった人たちは、あなた方の間で私の顕現が終わる前に、神聖な本質を楽しみ、このメッセージを利用できるように準
備することを強く勧めます。思い出してください：もし、あなたの心が本当にごちそうを食べ、栄養を補給しないままその
時が来たら、あなたの信仰は戦いで大きくはならず、あなたの愛は、あなたがわが真理を証する時に燃え上がることができ
ないでしょう。 

55 本当に言っておくが、私はあなた方の心の痛みを望んでいないし、あなた方の悔い改めの言葉を聞くことも望んで
いない。私の願いは、このマウスピースを通して最後の私の言葉をあなたに与えるとき、あなたが私に言うことです。「ご
主人様、私たちはここにいます、ご意志のままに私たちを成してください」。 

56 私の光を欠く者は一人もいない。私の教えとは別に、私はあなたがたに夢を通して語りかけるが、あなたがたはそ
れを啓示と呼んでいる。しかし、弟子たちよ、わたくしからあなたがたにもたらされるすべての知識は、啓示であることを
理解しなさい。私があなた方にメッセージを伝えるために用いる手段や形式を重要視しないでください。 

57 しかし、あなた方の多くは、道が暗いからではなく、真理に対して目を閉ざしたまま、自分の道を進みたがってい
るのです。このみことばを聞いてもいない人たちが、私の声を聞いた人たちよりも先に目覚めるのを待ちたいのでしょうか
。それらが私の新しい弟子たちを誤りから解放するのであれば、それは悲しいことです。 

58 私は今、第三の時代の預言者たちに、このグッド・ニュースを人類に告げ知らせるために、その霊的才能を身につ
けさせようとしている。しかし、これらの賜物が自分の中に現れるためには、霊性を獲得する必要があることを知るべきで
ある。 

59 弟子たちよ、わが教えを聞き、それを胸に刻み、家にいるときは、わが教えを学び、理解し、翌日、人生の闘いを
再開するときに、わが教えを実行に移すことができるようにしなさい。 

60 あなたの存在の中で、わが法則を実現するための適切な機会を提供しない瞬間はありません。私の愛の教えを実践
できるようになるための大きな機会を待つだけではいけません。 

61 考えてみてください。もし、このみことばを聞くときのあなたの集中力が、このみことばが要求するほど高くなく
、あなたの心が私の教えに払うべき注意を欠いているなら、あなたの心は明日蒔くべき種を集めることができず、その実を
永遠に刈り取ることができないのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 99 
1 ようこそ、弟子たちよ、天の食卓へ。私の言葉の中で、私があなたにもたらすおいしい食べ物を楽しんでください

。盗人が寝所に忍び込むように、私はあなたの心に入り込み、あなたが霊的な知識に飢えていることを発見したのです。 

2 私の存在に驚く人はいないはずです。私はすでにイエスを通して、真理の霊としての私の顕現を告げる出来事をあ
なたがたに示しました。また、私の来臨は御霊によるもので、誰も来ることのない物質的な顕現を期待してはならないと、
あなた方に告げた。ユダヤ人は、メシアを待ち望んでいるが、メシアは自分たちの期待する形で現れない。人類よ、あなた
たちは、私が約束したことではなく、あなたたちの信念に従って私に期待し続けるために、私の新しい顕現を認めたくない
のだろうか？ 

3 眠りから覚めて光の子となりなさい。平和と生命を与える神聖な種を持ってくるので、それを蒔き始めてほしいの
です。 

4 私の呼びかけを信じることを、これ以上待ってはならない。あなた方に告げられた大きな戦いの中で、裁きが行わ
れるのだと考えてください。あなた方はこの戦いのために十分な武装をし、愛のわざによって弱い心に信仰をもたらす用意
をしてほしいのです。 

5 人々 よ、同胞の意見に対するあらゆる恐れを払拭しなさい。人びとを恐れるな、この道を執拗に私に従え。人類の
審判の時、あなた方は心の底から、忠実でなかったこと、わが教えに励まされなかったこと、わが律法に従って大きな試練
を解決することを学べなかったことを嘆くだろうから。勝利は忍耐強い者、忠実な者のものである。 

6 私の救いの舟は、最も深い嵐の夜に現れたのです。罪の中に沈むことを恐れるすべての者よ、進路を失った漂流者
のように、彼のもとに来なさい。 

7 心の曇り、信仰の欠如、真理の無知は精神にとって闇であり、そのために今日の人類は誤った道を歩んでいるので
す。行き先を知らず、知りたくもないまま生きている人たちが、なんと増えてしまったことでしょう。 

8 人には、苦しみ、混乱、不安、不信に満ちた、そんな時期が必ずやってくると思ったからです。この闇から救うと
約束した私は、ここにいる。私は真理の霊である。なぜ、あなたは人間として再び私を求めるのですか？私は人間として死
に、私の王国であなたを待っていると言ったのを覚えていないのですか？それで、魂は永遠、不滅であることを理解させた
のです。 

9 イエスの口を通して語られたのは神の霊であり、イエスの血であなたの救いの代価を封印されたのである。刑期は
？あなたの良心の上に、後で私が光となって現れるのを見るために生きることです。私はあなた方に私の不死の証明を与え
、あなた方を私の赦しのマントで包み、カルバリーで流されたその血は、永遠の平和を得るために愛の使命を果たす最も崇
高な教えであることを理解させたのだ。だから、私はあなたがたに、自分自身の祝福を獲得しなければならないと言うので
す。 

10 私があなた方を「イスラエル人」と呼んだのは、あなた方の霊が、「神の民」と呼ばれた人々 の始祖に私が託した
その種に由来しているからである。 

11 "イスラエル 

"は私がヤコブとその子孫に与えた名前である。この名称は精神的な使命を指すだけなのに、なぜ後に民族の呼称として使
われるようになったのか。 

私は家父長や預言者を鼓舞し、その民を神の民と呼んだ。なぜかわかりますか？なぜなら、地球上のあらゆる民族の中で、
彼らは霊的な使命を携えてこの世に生を受けたからです。ある民族は科学を、ある民族は芸術を、またある民族は人間の法
を手にしたのに対して、この民族は霊の法、心の教え、永遠の光を携えてやってきた。他の民族が哲学者や科学者を世に送
り出したのに対し、この民族は人に神のメッセージを与える預言者、神への道を生涯をかけて説いた家長、真理の証人とし
て生き、死んだ使徒、そして何よりも、イスラエルの民の胸の中で人となり、人に最も崇高な天のメッセージをもたらした
神聖な師を世に送り出しました。 

12 だから、その民族は神の民と呼ばれたのです。しかし、すべての民族は私のものであり、私は彼らを等しく愛して
いる。 

13 この霊的な種は、私が今、世界に出現させているものです。それは人類の中に散らばって現れる--

民族としてではなく、部族という形でもなく、すべての民族の中に。イスラエルは霊に基礎を置き、霊的なものは人間の上
にあるからだ。 

14 再びわが民は、霊に光をもたらすという使命を帯びて現れる。その霊的な能力は、いつの時代も変わらずに人間の
生活に流れ込んでくる。私の預言者、使者、弟子たちは（常に）人々 に光と平和をもたらしてきた。 

15 私の話を聞いているあなた方は、これらの教えを確かに理解しているのです。しかし、それを理解しただけで満足
するのではなく、仲間の心の道を照らすという永遠の宿命を果たしていかなければなりません。そして、神の民の中に常に
存在すべき光が、再びあなたの中に輝くことでしょう。 
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16 あなたの霊が、今立っている時をどのように予知し、わが約束の成就を願って急いだかを見てください。あなたの
心は、わが来訪について何も知らなかった。この時代、人類はわが予言をほとんど、あるいは全く重要視していないからだ
。しかし、霊はその言葉を最も深い内奥にとどめていた。 

17 あなたの心は眠っていたが、私の最初の言葉や最初の教えを聞いてから目覚め、真実を理解すると、魂は神の使命
を果たすために地上に来たのであって、それぞれが自分の意志に従って行動するためではないことにすぐに気づいたのだ。
この目覚めを経験した者は、一歩一歩私に従い、自分の中に聖域を築いていくのです。 

18 私の愛の言葉は、すべての選ばれた人々 に与えられます。弟子たちよ、これを読んでリフレッシュしてください。
もし私が時にあなた方を正し、また裁くことがあっても、これらの教えをよく考えて、各自が自分に関係することを心に留
めるようにしなさい。あなたがたが犯していないはずの罪を、私が叱責しても、それを犯した者たちを知っていても、喜ん
ではならない。その時、あなたの良心は、私があなたに言った教えを思い出すでしょう。「まず、あなたが引きずっている
梁を認識せずに、兄弟の目の中にあるモットを見るな」と。 

19 あなた方は、明日、私の言葉を証しするために送り出す私の使徒の一団であることを思い出し、今からでも互いに
愛し合うことを始めるべきである。あなたがたは、あなたがたの理解器官を通じてのわが宣教が、非常に重要であると思わ
ないのか。それとも、今日、数多く発生する宗派の一つで、世界の救済を宣言した後、わが平和の痕跡を残すことなく再び
姿を消すとでも思っているのでしょうか。 

20 この種が、あなたがひどい世話をしたにもかかわらず、いかに死なないか、いかに暗闇や落とし穴、障害や試練に
打ち勝ち、日々 発芽し発展し続けるかを観察してください。なぜこの種は死なないのか？なぜなら、真理は不滅であり、永
遠であるからです。だから、この教えが消えそうになるときは、ちょうど新しい豊かな芽が出て、人々 が霊性化の道をまた
一歩進むのを助けるときなのだ、ということがわかるだろう。 

21 この第三の時代に限ったことではない、第二の時代にも、師と弟子が人の心に蒔いた種に血で水を注いだ後、キリ
ストの教えがこの世から消えたかのような瞬間があったのである。この時代、どれだけの人がついに信仰を揺るがし、それ
まで自分たちの道標であり律法であったその真理を疑い、イエスと彼に従った人々 の犠牲の死を無意味なものと考えたこと
でしょう。そして、私は新しいしもべを世に送り、人が私の教えに付け加えて歪めたすべての不真実を取り除くだけで、種
は再び芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶようになった。 

22 あなた方が、わが真理を隠し、わが教えを歪め、わが掟を冒涜する者たちに属さず、わが意志により、人の心の中
に常に花開くべきものと同じもの、すなわち人の間の愛として、私があなた方に託した種をその精神の愛をこめて大切にす
る者たちのために、これらのつながりを教えているのである。 

23 この世であなたとともにあった師を、あなたは「ガリラヤのラビ」と呼ぶことができる。その地で、彼は人間とな
ったのだから。しかし、今日、目に見えない形であなたがたのところに来る主人のことは、同じであっても、ガリラヤから
来たとは言えない、私は御霊によって来たのだから。 

24 私の新しい教えは、第二の時代に私があなた方に与えた教えの確認であり、さらに広範囲に及ぶものです。思い出
せ、その時は人の心に語りかけたが、今は霊に語りかけるのだ。 

25 私は、過去にあなたがたに与えたわが言葉を何一つ否定しない。それどころか、その正当な履行と適切な解釈を与
える。同じように、イエスが律法を破壊しようとしていると信じていたパリサイ人たちに、「わたしは律法や預言者を消滅
させるために来たのだとは思わないでください、それどころか、それらを成就するために来たのです」と言ったのです。そ
の律法と預言は、3つの時代に人の心の中に建てられなければならなかった神殿の基礎であり、わが来臨の告知であるのだ
から、どうして否定できようか。 

26 人々 がその盲目と無知に固執する限り、何よりも父である神が理解されるために、ご自分を人間化し、制限し、子
供たちに向かって小さくする原因となるのです。いつになったら、わたしがあなたがたの前に、わたしを見るべき輝きをも
って、わたしを見せることを許すのですか。 

27 私の偉大さを想像するためには、あなたが偉大でなければなりません。そのために、私はあなたに霊的な偉大さを
与えるために何度も訪れ、あなたが父を知り、父の愛を感じ、あなたの上に響く神聖なコンサートを聞くという無限の喜び
を経験できるようにします。 

28 愛する弟子たちよ、これは三度目の正直である。したがって、これまでの教訓にもう一つを加えなければならない
。勉強しなければならないことがたくさんあるが、安心してほしい。この時代の指導は、過去の指導をよりよく理解するこ
とになる。それは、モーセの律法に従い、預言者を研究し、イエスが来るまで教えの本質を理解していなかった人々 も同じ
であった。 

29 初めの時に父に歌った詩篇の代わりに、今日は霊的な祈りによって霊的な対話を行うのです。 

30 人類が神への崇拝を完成させるのに、なんとゆっくりした歩みであろうか。 

31 私が新しいレッスンをするたびに、それはあなたの成長段階よりずっと先のことのように思えます。しかし、私は
皆さんに年齢を提示していることを理解し、それが持続する間にそれを把握し、皆さんの生活に取り入れるようにしてくだ
さい。 
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32 死が肉体の殻の存在を終わらせるときはいつでも、魂にとっては休息のようなもので、再び転生したとき、新しい
力とより大きな光を得て戻り、完了しなかったその神聖なレッスンの研究を続けるのです。こうして、長い年月をかけて、
魂という麦は成熟していくのです。しかし、今、すべてを知る必要はなく、あなたが永遠の家に来るために必要なことだけ
を知っていればよいのです。そこで私は、あなたが知るべき運命のすべてを教えてあげます。 

33 この時代に新しい教えを明らかにするために、私は無学で無知だが単純な人間たちの心を通して私の顕現で光と霊
の時間を開いたのだ。明日、あなたが私の最初のレッスンを理解し、適用したとき、あなたは精神と精神の対話、それはあ
なたが熱望することができる最高の目標である。しかし、このコミュニケーションの形が人の間に広まるまでには時間がか
かるし、完成するまでに何年かかるかわからない。 

34 私はいつでも、あなたがたに語りかけ、私自身を聞き取り、理解できるようにするための形を探し求めてきたが、
あなたがたは常に神の声を聞こうとはしなかった。あなた方が地上にいることを考慮して、私は自分自身を人間化し、あな
た方の感覚に知覚できるようにし、あなた方が今回経験したように、人間の声の担い手を通して私の顕現を認める必要があ
ったのである。しかし、このような形での布告は1950年で終了することを、私は皆さんにお知らせしました。 

35 人々 よ、あなた方の父が今日、あなた方にご自分を伝える方法を常に模索してきたことを忘れてはなりません。そ
うすれば、明日、あなた方が私の道具を通して私の言葉を受け取らなくなったとき、あなた方は自分の霊と神の霊との真の
コミュニケーションを感じ始める、新しい段階に到達していることを理解できるようになります。 

36 この時代、心を啓発し、喜びと感動で心を満たすその光に聖霊の存在を感じる魂は喜びを感じるのです。我を感ず
るに足る感性の目覚めざる者は、渇きを覚え、安らぎを欠く。このため、私は神の霊感を受けた者たちに、同胞を召集し、
わが霊の到来という吉報で彼らを目覚めさせるように言うのだ。 

37 この人生は、人間にとって、生まれた瞬間から地上の死に至るまで、常に試練にさらされる。 

38 人間の生活は、精神にとって、自らを浄化するための坩堝であり、鍛錬されるための金床である。人間がカルバリ
の頂上まで忍耐強く自分の十字架を運ぶためには、その精神に理想を持ち、創造主に対する信仰と運命に対する愛が不可欠
である。 

39 永遠の命に対する信仰がなければ、人間はあらゆる厳しい試練に絶望し、高い理想がなければ物質主義に沈み、失
望に耐える力がなければ、落胆や悪徳に滅んでしまうのです。 

40 なぜなら、人は人生の悲哀と闇を知ることで、目の前に現れた光を感じ取ることができるからです。だからこそ、
私は今日、知恵と愛の神聖な光を見るために目を開いた魂に喜びがあることをお伝えしたのです。 

41 あなたがたに言うが、多くの者は霊化を恐れてわが教えから逃げ出すであろう。しかし、彼らの中で語るのは理性
でもなければ霊でもなく、肉の卑しい情念である。 

42 精神が真理に献身的に生きるとき、それは汚染された環境から自分を追い出す人のように、物質主義から逃げ出す
。優れた精神は、道徳の中に幸福を見出し、平和が支配し、愛が宿るところである。 

43 私の光はすべての人の中で輝いています。それは、すべての人に絶え間なく語りかける、容赦ない、しかし優しい
声なのです。 

44 外見上、私に耳を貸そうとしない人たちのことを心配しないでください、やがて彼らは最も熱心で堅固な改心と信
仰を持つようになります。パウロの改宗を覚えていないのですか？ 

45 急がない。私の子供たちは、永遠の中で、救済を求め、いつかは私を求めることを知っています。人間だけは急が
なければならない。更新を遅らせれば遅らせるほど、贖罪の時間が長引くからである。 

46 第三の時代の光は、あなた方の心を最も生き生きとした幸福で満たし、世界の平和への希望があなた方の中に新た
に沸き起こっています。あなた方は日々 、この霊化の業に協力したいという願望を募らせながら、主の業に没頭しているの
です。まことに、あなたがたに告げよう、あなたがたはわが仕事に費やすすべての時間のために報いるであろう。しかし、
私が命じたと確信するまでは、地上での職務を怠り、霊的なことに専念してはならない。そして、仕事だけでなく、愛する
人さえも捨てて、ある地域へ旅立ち、同胞に福音を伝えなければならないのです。 

47 この人々 の中には、わが奉仕に身を捧げる者が現れるだろう。明日の試練に揺るがないよう、準備をするのです。
すべての民が戦いに備える方法を知っているわけではありません。私の生きた言葉を聞いた多くの者が影響を受けず、彼ら
の心が従順になる準備ができていないことをあなたは知っています。 

48 あなたがたを見守る光の精霊たちが、人々 の心の荒みと不従順に直面していかに苦しんでいるか、その霊的なすす
り泣きを聞くことができたなら！」。なぜ、これらの存在が与えてくれる無謬の助言に従わないのですか？あなたは彼らの
中に、愛情深く慈愛に満ちた兄弟、誠実で無私の友を見いださなかったか。 

49 もうすぐ霊的な世界に入り、この地上で蒔いた種を刈り取らなければならないことを心に留めておいてください。
現世からあの世への一歩は、精神にとって重大で厳しい審判であり続ける。たとえ自分がわがしもべの中で最も価値がある
と思っていても、この裁きから逃れる者はいない。 

50 私の意志は、あなたがその無限の家に入った瞬間から、もはや地上の不安を経験することなく、新たな一歩を登っ
たという至福と喜びを感じ始めることです。 



U 99 

87 

51 世の中にやり残したことはない。人を自分の家族のように愛すること。どんなに遠く離れていても、自分の家族が
不在で苦しんでいるときに祈るように、人々 のために祈りましょう。病人を癒し、そうしながら、その時間に苦しみの杯を
飲んでいるすべての人々 を思い出してください。あなたが渡る広大な海の旅を通して、あなたの人生に光の軌跡を残してく
ださい。わが光が良心を照らしている間、眠ってはならない。目覚めている人は、私のインスピレーションを受けて、私の
メッセージを同胞に伝えることを忘れないでください。あなた方は無用なもの、悪いものから離れなさい。そうすれば、い
つでもわが恩寵を持つにふさわしい者となることができる。 

52 あなたの中にいる魂が、地上に来て子供の中に受肉するのを受け止め、同様に、肉体から離れ、あなたの元を去る
魂をあなたの祈りとともに傍らに置いてください。あなたの祈りで、あの世の敷居まで導いてください。隣人を愛し、どん
な時でも、どんな困難な状況でも、彼らに仕えなさい。 

53 自分を傷つけた人を心から許すことができるように、常に霊的に警戒して生活してください。兄弟を傷つける者は
、その人に霊的な光が欠けているからそうするのだと、あらかじめ考えておいてください。恨みや復讐は、闇を増やし、苦
しみをもたらす。 

54 あなたの子供たちの心にこの種を残すことができるように、試練の中で賢く勇敢になりなさい。あなたが、信仰と
勇気の遺産をあなたに残した最初の時代の家父長たちを思い出すように、彼らは愛情と感謝を持ってあなたを思い出すでし
ょう。 

55 今日、私がしたアドバイスは、天からのアドバイスです。私は父としてあなたがたに語りかけることを喜びとして
いるのです。 

56 人々 、彼の時代には洗礼者とも呼ばれるヨハネが、彼の預言を信じた人々 に水のバプテスマを施した。この行為は
、原罪からの清めの象徴であった。彼は、道祖神の言葉を聞くためにヨルダン川にやってきた大勢の人々 にこう言った。「
見よ、私はあなたがたに水で洗礼を授けるが、すでに聖霊の火で洗礼を授けてくださる方が近づいておられるのだ」。 

57 この神火からすべての霊が生まれ、清らかになって出てきたのです。しかし、その道すがら、不従順がもたらした
罪で身を汚したならば、わが霊の火は新たに彼らに注がれ、その罪を滅ぼし、その汚れを消し、元の清らかさを取り戻すの
である。 

58 この霊的洗礼を、人間が創造主に対して心から悔い改める行為によって得られる浄化と理解する代わりに、それを
儀式に変え、行為の象徴的内容に満足するならば、本当にあなた方の霊は何も達成できないでしょうと、私は告げます。 

59 このように行動する者は、まだバプテストの時代に生きているのであって、バプテストの預言や霊的洗礼、すなわ
ち神がご自分の子供たちを浄化し、光の中で不死身にするための神の火について語った言葉を信じていなかったかのようで
ある。 

60 ヨハネは、大人になってから人々 を呼び寄せ、浄化の象徴としてその水をかけました。彼らは、すでに自分の行い
を自覚し、善と正義の道にとどまるという確固たる意志を持つことができたときに、彼のもとに来たのです。人類は、神へ
の愛から生まれる悔い改めと改める決心による真の再生ではなく、水による浄化という象徴的な行為を好んで行ってきたこ
とをご覧ください。しかし、心を清め、清らかであろうと努力することは、人間にとって努力、放棄、そして犠牲さえも意
味するのである。だから、人は自分の罪を外見でごまかし、儀式や特定の行為や儀礼を守ることで満足することを好んでき
ました。 

61 弟子たちよ、私があなた方の間で儀式を行わせたくないのはこのためである。儀式を行うことによって、実際に魂
に影響を与えることを忘れてしまわないようにするためである。 

62 原罪は男女の結合に起因するものではありません。創造主である私は、この結合を命じ、両者に「成長し、増殖し
なさい」と言いました。これが最初の法則であった。罪は、人間が自由意志という贈り物を乱用したことにある。 

63 私があなたに託した子供たちを、あなたの中で受け入れ続けることができるように、あなた方自身を準備しなさい
。自分の仕事と責任を十分に自覚する。私の教えの中にこの光を見出すことができる。 

64 魂が転生するとき、そのすべての能力を持ってくること、その運命はすでに書き記されていること、したがって、
この世で何かを受け取る必要はないことを知ることです。贖罪のメッセージや課題をもたらす。ある時は（良い）種を刈り
取り、またある時は負債を支払う。しかし、彼女はこの人生で常に、父から与えられる愛のレッスンを受けています。 

65 この人生で子供たちを導くあなたは、子供のような無邪気な時期が終わったとき、彼らがわが掟の道を踏みしめる
ように見守ってください。彼らの感情を呼び覚まし、彼らの能力を明らかにし、常に彼らを善良に奮い立たせなさい。本当
にあなたに言う、あなたがこのようにして私のもとに連れてくる者は、私の愛であるその神聖な火から放射される光で溢れ
かえるだろう、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 100 
1 わたしが裁判官としてあなたがたのところに来るとき，あなたがたは，第一時代にあなたがたの身体と精神を震わ

せたあのエホバの声を再び聞くことになるのだ。その時、人々 は父の全能の声を聞かなくて済むようにと、耳を塞いでいた
。今日、私はこの人々 に言う：耳を塞がず、私に心を閉ざさず、私の無限の恵みがいかに宇宙に広がっているかを悟るのだ
。怖がらないでください、私はあなたの愛の提供が欲しいだけです。 

2 罪を犯した者は、私を怒らせた。あなたは罪を犯したことがありますか？もしそうなら、私も父として、また師と
して、あなた方を赦し、もう一度救いの道を教えるために来たのだということを自覚しなさい。 

3 私の判断は、復讐心ではなく、愛から生まれたものです。私の正義で人を苦しめるのは、その人を救いたいからだ
。私が王たちの笏を取り上げるのは、彼らが謙虚になるのを見たいからだ。私が人類を導く者たちの責任を問うのは、彼ら
がその民族の心に蒔いたものが、愛でも平和でも正義でもないことを見たからである。私が見るのは、死と艱難辛苦と争い
と不幸が蒔かれた畑だけです。 

4 死者は静かに正義を叫び、肉体的にも精神的にも飢えた者たちは、いざとなったらそれを吐き出そうと心に憎しみ
をたたえている。 

5 人類よ、私はあなた方との和解を求めます。あなたは私の律法の中で生きてはいない。破壊されるのは、あなたと
あなたの神、そして創造されたすべてのものとの間の調和です。あなた方は互いに兄弟姉妹として愛し合っていない。これ
こそ、イエスがあなた方に啓示した幸福の秘訣なのです。しかし、もしあなた方が自分たちの間で調和を失ってしまったの
なら、創造の自然の王国との調和を保てると思いますか？ 

6 人間の手は、自分自身に審判を呼びかけたのだ。彼の脳には嵐が吹き荒れ、心には大嵐が吹き荒れ、そのすべてが
自然にも現れているのです。彼女の元素は解き放たれ、季節は不親切になり、疫病が発生し、増殖します。これは、あなた
方の罪が増え、病気を引き起こすためであり、愚かで思い込みの激しい科学が創造主が定めた秩序を認めないためです。 

7 これだけ言っても、信じてもらえないだろう。それゆえ、自分の作品に失望することがないように、その結果を手
でつかむことができるようになることが必要です。今、あなたは自分が蒔いた種が実を結ぶ瞬間を迎えているのです。 

8 このみことばを聞いたあなたがたは、心の中で、なぜ、人が科学の力で用意したこの災いを止めないのかと、私に
問うがよい。これに対して、私はこう答える。人間は自分が満たした杯を空にしなければならない。人種マニアと野心的な
目標を持った国々 は、互いに破壊し合う戦いの準備を長い間してきた。あなたに対する私の愛だけが、（今のところ）それ
を止めたのです。しかし、人類はこの神の慈悲の証明を認めようとも、理解しようともしなかったのです。 

9 しかし、この短い神の正義の期間は、彼女が創造主の愛を思い出すのに十分であろう。誰も、わが掟なし、わが平
和なしには存在できないのだから。 

10 人々 よ、あなたがたも私を裁判官として経験したのだから、私の正義があなたがたの正義と同じかどうか言ってみ
なさい。私は恐れられるべき存在なのか、それとも愛されるべき存在なのか、自問自答してみてください。 

11 この教えの祝福された種が、わが言葉の成就によってどのように広がっていったかを見てください。大都市から貧
しい土地へ、広大な距離を移動しています。信仰が死んだ一人の心で途絶えることはあっても、その時までに他の心にも蒔
かれることになるのです。私の言葉は、この地から他の地へ、発芽できる心を求めて行くのです。この教えが広まるのを防
ぐことは、誰にもできないだろう。 

12 今なお、麦は、あなた方がわが教えの本質に気づいていないために、あらゆる不完全な人間の種と混ざっています
。しかし、あなたが霊の目を開き、真理の感覚が目覚めるとき、あなたはこの啓示の神聖な純粋さを見、そして、あなたの
心のすべての愛と熱意をもってそれを抱き、あなたの中に純粋で大きな声でそれを運び、分裂してわが法の道から遠く離れ
ている人類にそれを知らしめることになるのです。 

13 私の言葉は、その場にいる人にしか語られないと思ったら大間違いです。私の言葉は、今日も明日も遠い未来も、
それを受け取るすべての人のためのものです。音声の伝達者を通じて受け取るか、証人を通じて受け取るか、または写しに
よって受け取るかは同じである。 

14 今いるあなた方とこれから来るあなた方に、あなたの父は言われます。真理の種をまく者、霊魂を育てる者、平和
の友になりたいなら、わが種の完全さを認め、心を清めなさい。私は（御言葉を広めるために）一人ずつ戦いの準備をし、
道を示し、種をまくための土地を用意する。 

15 一見すると、物質的な必要性から他の場所へ行くことになりますが、真実は、未耕作またはまばらに耕された畑の
範囲を示し、この第三の時代にわが霊が与えた祝福の種をそこに置くために、あなた方をそこへ連れて行くのがあなた方の
仕事であったということでしょう。 

16 すべての労働者、あなたの兄弟姉妹のために祈りなさい、平等と兄弟愛の祈りですべてを団結させなさい。大きな
教会も小さな教会も、近くの教会も遠くの教会も、見守っていてください。 

17 命の木の樹液をあなたの中に流し、あなたの果実もまた命に満ちたものとなるように。 
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18 弟子たちよ、私の教えは奥が深いが、それを理解するための手段を用意したのだ。霊的なものから神聖なものへと
進歩するために、私が光のメッセージとともに送った彼方の存在たちを受け入れてください。彼らが、神聖なものに昇華す
るために、あなた方の心からあらゆる物質的な執着を取り除くように忠告してきたら、それに耳を傾けてください。スピリ
チュアライゼーションについて語るのに、彼ら以上の適任者はいないでしょう。彼らは霊的な家に言及するとき、彼らは知
る者としてあなたに語りかけます、そこからあなたのところに来るからです。 

19 これらの存在は、浄化の坩堝を通過したのです。彼らの闘争、罪の悔い改め、経験と霊的高揚は、私が彼らの中に
見出した長所であったので、私の民の中に姿を現すために彼らを送り出した。 

20 彼らは純粋なので、世に純粋さを語ることができます。彼らは私を愛し、あなたを愛しているので、愛について語
る権利があります。彼らは健康に染まっているので、それゆえ、病人に健康を与えることができます。 

21 人類への模範として送り出したのです。彼らを見習い、愛、再生、平和、精神化を語るにふさわしい存在になりま
しょう。あなたがたに言うが、このようにすれば、わが民の中には、外面ばかりを気にして、心に腐敗と汚れを隠している
ような偽善的なパリサイ人はいなくなるであろう」。 

22 その存在の輝きを心に受ける者、そのメッセージを聞く者は、その存在が完全に姿を現すことを許し、その記憶が
大勢の聞く者の心に消えず、その種が人の心の中に不滅であるようにせよ。この人たちとの（直接的な）つながりは、195

0年に終わることを忘れないでください。 

23 この高次の世界の霊感は、これからも主の弟子たちを導き、鼓舞し続けるでしょう。しかし、あなた方の霊性が高
まるにつれて、その発現は時が経つにつれてより繊細になり、光り輝くようになると指摘したいのです。 

24 この道は止まることなく進むが、一歩一歩進むものであり、息切れするような走りではないことも伝えておかなけ
ればならない。 

25 日常生活に流されることなく、光の道への新たな一歩を踏み出すときが来たのだと理解すること。焦らず、でも躊
躇せず、飲んでください。 

26 停滞に陥らない正しい方法は、わが言葉を正確に守り、わが教えの実際の遵守に取って代わるような、単に外的な
あらゆる行動を慎むことである。 

27 私はまた、主人として、父として、医師として、あなた方と共にある。苦しみを背負ってここに来る大勢の人たち
よ、あなたの心を開いてください。世俗的なものに一瞬でも目を閉じれば、霊的なものの存在を感じることができる。疲れ
果てた放浪者は、目に見えない木陰を感じ、自分を強くすることができる。愛を必要とする心は、父の声がコンサートのよ
うに聞こえる神聖な家に入ったと感じることでしょう。病人は、恩寵と慈悲深い手が自分の傷に滑り込み、癒しのバームで
満たし、痛みを和らげたと感じることでしょう。 

28 私に近づくことを学び、私に求めることを学び、受け取ることを学び、希望を持つことを学ぶ。そして、あなたの
人生に奇跡が起こることを体験してください。 

29 新しい奇跡を実現するために、人間が精神化と信仰の役割を果たすべき時なのです。世界は、イエスが人の目の前
で行った業をもう一度体験したいのです。だから、もう過ぎた時代に生き続けようと、かたくなに願ってはいけないと、あ
なたがたに言っているのです。あなた方は新しい時代に入った。その時代において、私はあなた方にまだ明らかにされてい
ない教えを与え、私の業を、今度は霊的な形で繰り返そう。 

30 弟子たちよ、目を覚ましていなければならない。私は、このマウスピースを通してあなたに語りかけるだけでなく
、あなたの肉体が眠っている間にも、あなたの霊に私自身を知らしめるのである。私はあなたに、準備された眠りに身を委
ね、あなたの魂を地上から切り離し、光の領域へと上昇させ、そこで予言を受け取り、それで道を照らし、知性にそのメッ
セージを伝えることを教えます。 

31 師を求める瞬間に師を迎える方法を知っている弟子は、道でつまずくこともなく、闘争の中で自分が弱く、見捨て
られたと考えることもない。 

32 あなたの精神が神の教えを理解するのを助ける代わりに、その前に新たな不明瞭さを積み重ねる歓喜の神秘主義に
陥らないように、私があなたに望む霊化とは何かを理解するよう学んでください。 

33 弟子たちよ、自らを内面化せよ。汝の精神が待ち受けるその生命、わが神性の子らのためにその宝庫に無限の栄光
を秘めているその世界を見始めるように。 

34 あなたの精神がこの至福に到達する時間を遅らせてはならない。 

35 私の民は成長し、地上だけでなく霊的な世界でも増殖しているのです。その霊的な大勢には、親兄弟や子供など、
あなたと血のつながりがあった人たちが含まれています。 

36 わが民は、地上に置き場所がないほど多く、さらにもっと多くなると言っても驚かないでください。私が彼らを統
合し、わが子の一人も欠けることなく、無限大が家として彼らに与えられるだろう、その光と恵みの球は終わりがない。 

37 この地上では、私はただあなたがたを準備し、あなたがたに必要な指示を与え、その人生にどう臨むべきかを知る
ために、私の教えを通してあなたがたに教えているのです。この人類は、神の民の一部でしかない。これらの説明を知って
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、自分の人生を完全な理想に向かわせることが必要なのです。この神聖なメッセージは、人間の声の担い手の唇を通して語
られるわが言葉であり、わが意志に従ってすべての人に届くだろう。私の言葉は、世界を呼ぶ鐘であり、その本質は、霊性
化について、現世後の魂の運命について考えるために、人々 を喚起し、目覚めさせるでしょう。 

38 宗教界が深い眠りにつき、慣れた道を離れない限り、精神的覚醒も精神的理想の実現もなく、したがって人々 の間
に平和もなく、活発な隣人愛の余地もなく、人間の重大な対立を解決する光は輝かないでしょう。 

39 わたしに耳を傾けるあなたがたを、わたしは「わたしの民」と呼んだ。わたしの教えをあなたがたに託したのは、
あなたがたに人々 を--あなたがたはまだ多くの不完全さを抱えているので、主に仲間に入れてもらうためではなく--

真に完全であるわが律法の道を踏ませてもらうためなのだ。 

40 あなたから遠く離れ、地上の民の間に散在し、大勢の人々 の間に隠れるように、わが民の子である多くの人々 がい
る。彼らはわが掟に生き、彼らの理想は隣人への愛を通じて、父に触発された霊化を達成することだからである。一方、日
毎にわが言葉を聞く出席者の中には、毎年聞いてはいるが、まだわが民に属するとは思えない者もいる。愛の代わりに悪意
を示し、親切の代わりに利己主義を示し、精神的完成の理想を持つ代わりにエゴイズムが蔓延し、自分の虚栄心にかなうも
のすべてを追求するからである。 

41 その時、私は弟子たちに「あなたがたをわが国の相続人にしよう」と言った。しかし、彼らが主人と共に暮らした
から、その恵みに値するようになったとは思わないでほしい。何度も主人と共に食事をし、主人と共に暮らし、主人の言葉
をよく聞いていたにもかかわらず、主人が最後に弟子たちと食卓を囲んだとき、弟子たちに託した天国の証書を受け取るに
値しない人がいたことを忘れないでください。 

42 父の王国はすべての子供たちが受け継ぐものであり、この恵みは霊の大きな功績によってのみ得ることができる。
私は、あなたが私に近づくための恵みを得ることが不可能であると考えないでほしいのです。 

43 約束の地には、多大な努力と労苦がなければ到達できないと、わがみことばで聞いても、悲しんではならない。こ
の目標に向かって人生を歩む者は、失望を味わうこともなく、自分を欺くこともないのだから。それは、世の中の栄光を求
めて何度努力しても手に入らない人や、手に入れたものの、すぐにそれが消えて何も残らないという苦しみを味わう人のよ
うに、彼の身に起こることではありません。 

44 弟子たちよ、私の教えは、人間的な義務や現世の崇高な目標から一歩も離れることなく、常に神に向かって進み、
あなた方に約束された高い報酬を得るにふさわしい人間になりたいという願いをあなた方の中に持つべきであることを示し
ているのです。 

45 肉体は魂と密接な関係にあり、その肉体の殻が苦しんでいることを知ると、悪が自分の中にあるかのように感じる
のです。私の癒しのバームを使い、あなたの体を癒し、痛みを乗り越えさせ、信仰と希望を植え付けるのです。 

46 あなたがたは悲しんでやってきて、自分の苦しみをわたしに訴える。しかし、主人は、自分の子供たちの間に癒す
べき多くの痛みがあっても、慈悲深い手を伸ばしてあなたに触れ、あなたがその愛撫のすばらしさを感じ、健康で立ち上が
り、それを目撃して、他の人々 がまだ主のもとに来ることができるようにすると教えています。 

47 人生の苦難に打ち勝つ術を知る者は、決して苦難に心を痛めることはない。弟子たちの心には大きな喜びがあり、
一方、試練に自分を負わせた者は悲しげに意気消沈して、ここに私の存在を受け取る様子をご覧ください。私に賛美の霊歌
を送るどころか、自分の痛みと涙を私に見せるだけです。私はこの苦しみの捧げ物を受け入れますが、それを信仰と信頼と
平和の捧げ物に変えて欲しいのです。 

48 私に何もできないのかと問うのか？ああ、わが小さな子供たちよ、あなたが私に尋ねる前に、私はあなたに必要な
ものをあなたの手に置いておいたのだ。しかし、人生の中でもがき、信仰の光を持たずに自分の道を歩んでいると、わが存
在を感じることも、私があなたの霊に与えているものを認識することも、新しい日の光が完全に輝くのを見るために、あな
たの目覚めを待つだけであることを見ることもできないのです。 

49 奇跡が現実になるのを目の当たりにした人、喜びを表情に出してここに来る人に聞いてみてください。彼らはあな
たのために証を記した本を開き、その中であなたは教えの手本となる物語を読み、信仰の動機付けとするのです。 

50 私が、より苦しむ者をより愛さないなんて、どうして信じられる？どうしてあなたの痛みを、私があなたを愛して
いないことのしるしと受け取ることができるのでしょう。私が愛ゆえにあなたのもとに来たことを、あなたが理解してくれ
さえすれば。義人はすでに救われ、健常者は医者を必要としないと言ったはずだが？もし気分が悪くなり、良心の光で自分
を調べると、自分が罪人であることを認めるなら、私が探しに来たのはあなたたちであることを知りなさい。 

51 神様が涙を流されたことがあるとすれば、それはきっと、天の御国を楽しむ人のためではなく、迷ったり泣いたり
する人のためだったのでしょう。 

52 ここに完全な道を見よ、わが言葉には完全へと導く光があるからだ。 

53 私の霊は、あなたの心である彼の真の神殿に入ります。そこからあなたが私を呼び、私の言葉を伝えるために来て
ほしいと頼んだので、私はここにいるのです。 

54 あなたは私を信じ、忠実に私の名を語っている。私の教えを守り、それに沿って行動する者は、贖われる。 
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55 カルバリの十字架で流された私の血が、あなたの魂を励まし、その師の足跡をたどる進化の迷走に乗り出させたの
だから、あなたの魂は混乱の闇の中で滅びることはないのだ。My Blood, My 

Loveの値段であなたを買いました。それ以来、あなた方は死からよみがえるための準備をしてきたのです。 

56 このように私が話すのを聞くとき、あなたは私の前に罪人であることを内心で告白し、良心の呵責を聞いたために
自分の精神が落ち着くのを感じるとき、あなたは私の神性との愛の交わりを見出すのです。 

57 あなたに近づくこの愛は、永遠の招待状としてあなたの霊の前に開かれる天の国への扉なのです。 

58 わが子たちのうち、信仰が弱くなり、人生の道を見失った者のうち、私が命を与えようと頼らなかった者は誰か。
沈黙のうちに苦しむ者のうち、わたしに聞かされていない者は誰か。地球上のどの孤児の子供が、自分を慰めてくれるマリ
アの存在と慰めを、その人生において感じなかったでしょうか？かつてラザロに「起きて歩きなさい」と言ったのと同じ声
を、心の奥底で聞いたことのない末期患者がいるだろうか。私はキリストであり、慰めであり、世の光である。なぜなら、
私を最も否定する者でさえ、最後には私とともに、その行いの贖罪の重さに屈することを知っているからである。 

59 苦しみに重くのしかかる者は皆、私のもとに来なさい。私の言葉で清らかさを与えよう。そうすれば、私の声が聞
こえなくなっても、私の愛の交わりを感じ続けることができます。 

60 私の光は、あなたの人生の道を照らし、死の時の意識の曇りからあなたを解放するために、受け取ってください。
そして、あの世の敷居をまたぐ瞬間に、自分が何者であるか、これまで何者であったか、これから何者となるかを知ること
になるのです。 

私のたとえ話を聞いてください。 

61 昔々 、あるところに王様がいました。臣下となった反抗的な民衆に勝ったので、臣下に囲まれて祝杯をあげました
。 

62 王と民衆は勝利の賛歌を歌った。そこで王は民にこう語った。"わが腕の力は勝利し、わが国を発展させた。しか
し、征服者はわが愛するように愛そう。わが領地に畑を与えてぶどうを栽培させよう。"わが愛するように彼らを愛するこ
とは、わが意志である。 

63 時は流れ、その王の愛と正義に心を奪われた人々 の中に、主君に反抗し、寝込みを襲おうとしたが、傷を負わせた
だけの男が現れた。 

64 自分の罪に直面したその男は、恐怖のあまり暗い森に隠れて逃げてしまいました。一方、王は臣下の恩知らずと不
在を嘆きましたが、彼の心は彼を心から愛していたのです。 

65 その男は逃亡の途中で王と敵対する民に捕まり、自分たちが認めていない支配者の臣下であることを訴えると、後
者は恐怖のあまり、自分は王を殺したばかりだから逃亡者だと声を荒げて叫んだのです。しかし、彼らは彼を信じず、あら
かじめ殉教していた彼に火あぶりの刑に処した。 

すでに血を流し、火の中に投げ込まれようとしていた時、たまたま王がその謀反人を探していた子分たちと通りかかり
、ここで何が起こっているかを見て、その支配者は腕を上げ、子分たちに言った。"謀反人、何をしているのだ 

"と。そして、王の威厳ある威厳のある声が聞こえると、反乱軍は王の前にひれ伏した。 

66 恩知らずの臣下は、まだ手かせ足かせで火のそばに横たわり、刑の執行を待つばかりだったが、王が死んでいない
こと、一歩一歩近づいて解いたことを見て驚き、狼狽した。彼は、彼を火から遠ざけ、傷の手当てをした。そして、ぶどう
酒を飲ませ、新しい白い衣を着せ、額に口づけした後、彼に言った。「わが臣民よ、なぜ私から逃げてきたのか。なぜ、私
に怪我をさせたのですか？言葉で答えるな。ただ、私があなたを愛していることを分かってほしいのだ。 

これらの慈悲の光景を目の当たりにした人々 は、驚きとともに内心でこう叫んだ。"ホサナ、ホサナ！"と。彼らはその
王の従順な家臣であることを公言し、主君から恩恵だけを受けた。かつて反抗した臣下は、王のあまりの愛情に圧倒され、
その完璧な業に打ち勝った主君を永遠に愛し、崇拝することによって、限りない愛情の証に報いようと決意したのだ。 

(譬え終わり） 

67 見よ、人々 よ、わが言葉はいかに明瞭であるか。しかし、人々 は私に敵対し、私との友情を失う。 

68 私は人にどんな害を与えてしまったのだろう？わが教えとわが掟は、彼らにどんな不利益をもたらすのか。 

69 何度でも私を怒らせれば、その都度赦されることを知りなさい。しかし、それなら、敵があなたを怒らせたときは
いつでも許すという義務もあるのです。 

70 私はあなたを愛しています。あなたが私から一歩離れるとき、私は同じ一歩を踏み出し、あなたに近づきます。も
しあなたが、あなたの神殿の門を私に閉ざしているなら、私はあなたが開いて私が入れるようになるまで門を叩こう。 

71 もしあなたが、私が十字架にかかったから、あなたはすでに贖われていると信じるなら、その救いに値する自分を
証明し、その例に倣わなければならないことを、これも理解してください。 

72 私と共に、罪を犯した者は今日祝福され、神を冒涜した者は今日私の愛の言葉をその唇に受けるのだ。良心に平安
のない姦婦たちは、再び罪を犯さないように赦しを得た。 
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73 あなた方は神の言葉の弟子であり相続人であるから、これ以上神を冒涜してはならない。私は、あらゆるアイデア
、インスピレーション、感情を表現するための心地よい言葉をあなたに与えていることを忘れないでください。 

74 これは私の言葉だ、無学な者にも教養のある者にも。 

75 善き人」であれ、真っ白な鏡のようであれ、すべての人が「私があなたたちとともにいる」と信じることができる
ように。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション101 
1 羊が羊飼いに呼びかけなければ、羊飼いは羊を探してハードルまで誘導する。 

2 弟子たちよ、私が去った後、あなたたちが地方から地方へ行き、主人が人間の間におられたという良い知らせを広
めることができるように、私はあなたたちを準備しているのだ。その時、わが声帯の者たちの心はこの宣言に対して閉ざさ
れ、わが神聖なる光線とわが霊の子らはもはやこの形で顕現することはないでしょう。1950年以降、すべてが変わる。し
かし、霊的賜物の口寄せと担い手となった者が、その装備と霊的昇格に忍耐するならば、まず霊と霊との言説に到達し、そ
れを大勢の信徒に教えるのは彼らであろう。 

3 私の弟子たちの唇が、困っている人々 に慰めを与えるために準備され、彼らの家が、平和を望んでやって来る人々
を受け入れるために準備されるようにしなさい。 

4 わが働き手のすべてが、わが真理を知らしめるために去るわけではない。ある者は仲間を待ち続け、ある者は村や
地方や国で仲間を探し求める。 

5 あなたを守ってきた霊的存在があなたの周りにいて、あなたの道にインスピレーションと強さと信念を与えてくれ
ることでしょう。 

6 まず私に耳を傾け、私から学び、それを実践し、滅び、血を流して死んでいくこの世界のために祈りなさい。もし
あなたが、御父だけにこの世の世話をさせると思っているなら、それは間違いです。あなたには、この十字架の重荷の大き
な部分があるのです。 

7 自分の苦しみが、絶望と恐怖の中で生きる人々 を忘れさせることがあってはならない。日常生活での苦労や困難は
大きいが、仲間の重荷と比較することはできない。 

8 現在、多くの心が私の呼びかけに耳を貸さず、私から遠く離れ、野心的な計画と敵対心で完全に占められているこ
とを私はよく知っている。しかし、あなたにも、私の霊感に耳を貸さず、私があなたに示した霊的な道を怠っているときが
あるのはなぜでしょう。あなたの肉体の不品行や、増え続ける欲求や心配事が、あなたを私から遠ざけているのだと偽らな
いでください。 

9 私はどこにでもいる。どんな時でも、私の教えを適用する機会を見つけることができる。物質的な仕事の中でも、
霊が使命を果たすための時間と機会は常にあるのだから。 

10 毎日5分間、自分の作品について考え、自分を判断し、もっともっと上達しようと決心する。 

11 祈りは、霊の防御であり、武器であり、盾である。いつもそれに帰依していれば、弱音を吐くことはない。 

12 私は、誰にでも理解できるシンプルな言葉であなたに語りかけます。私は、精妙な表現であなたを感動させたわけ
でもなく、理解しがたい哲学であなたを感動させたわけでもなく、外国語であなたに話しかけたわけでもないのです。わが
言葉の偉大さは、その単純さにある。発見し、掘り起こす。 

13 あなたが心の底で抱いていることを私が発見することを知って、私に霊的に告白してください。あなたがたの心に
真の悔い改めが生まれ、ますます純粋に私のもとに来るように努めなさい。 

14 このすべてを学べば、あなた方は道中でわが弟子として認められるだろう。ある者は、あなたの救いの贈り物を認
識したとき、あなたの秘密を買おうとするでしょう-

ある者は善意で、ある者は利益のために。しかし、苦しんでいる仲間を助ける秘訣は隣人愛であり、その能力は誰もが持っ
ていることを伝えるのだ。 

15 あなたには、世界を驚かせることができる能力があります。霊的な視力の賜物によって、あなたは予言をし、科学
の予測にさえ優るようになるのです。 

16 私の働き手を通して、たとえ最も小さい者であっても、私は奇跡を起こす。それは、単純な者、無学な者が、わが
慈悲を与え、わがしもべとしたのだからと、わが身に感謝する時である。訓練されていない人の中には、私だけが知ってい
る高い精神が隠されていることがあるからです。 

17 私は、多くの人が奈落の底でうめき、すすり泣くのを見てきました。なぜなら、彼らの体の殻は手に負えず、飼い
ならせなかったからです。しかし、彼らの魂は、肉の異常に打ち勝とうと苦闘し、祈りの中で、「主よ、もしあなたが私を
助けに来てくださらないなら、私は滅びます」と私に身を投げ出しているのである。- 

そして、主人はその反抗的な事柄を、言葉によって、あるいは試練によって屈服させ、人間の情念や弱さに打ち勝つ力を魂
に与えるために、彼らに目をつけたのです。 

18 これらは、精神的には貧しく、地上では卑しいが、今日、力に恵まれ、その唇は深い教えを語り、愛によって、他
の者が治すことのできなかった病気を治す者たちである。 

19 私のこれまでの教えについて、私の質問に答えていただけますか？ 

20 その本は、前回お見せしたのと同じページを開いたまま、そこに残っています。しかし、長引かずに続けることが
必要です。だから、わたしのことばをあなたの良心に刻み込んでおき、必要なときに、あなたのもとに来るようにするのだ
。 
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21 私は生命の書である。あなた方一人一人が小さな知識の本になるように見届ける。そのために、私は今、あなた方
の心に私の教えを書き込んでいるのだ。明日にはこの教えはすべての民族と家庭に届くだろうが、すでにあなた方はこの宣
教の間、私の聞き手となる特権を得たと言えるのだ。 

22 私は、自分が相続権を失ったと思った人、人類の中で余計な存在と思われた人、屈辱を味わった人、中には愛する
人の手にもかかった人を呼び、この愛の書を手渡しました。 

23 新しい時代の幕開けを見たわけですが、すでにすべてを経験したとは言えません。だから、じっくりと準備を進め
ているのです。将来、この教えが光り輝くのを見たとき、その光に惑わされたり、目がくらんだりしないようにしなければ
ならない。弟子たちから自衛のための真理の兵士になれ。そのために、私はあなた方に、あなた方が戦うための武器が何で
あるかを明らかにする。祈り、慈悲、赦し、誠実、柔和、正義と善に対する熱意、そして愛である。 

24 あなたは地上で生きることを運命づけられ、失望と苦難から神の隠された助言を尋ねると、愛撫と慈愛であり同時
に法でもある私の言葉を聞くために召喚され、直ちに神の答えを得たのです。 

25 私が父として、主人として、神として語るのを聞くとき、あなた方は自分の人生を再調整することになる。なぜな
ら、あなた方が創造され、この世に送られた目的は、私に到達するためであることを知ったからだ。 

26 私以外の誰が、あなたの運命を明らかにし、あなたの霊的才能を明らかにすることができただろうか？ 

27 私の弟子ヨハネは、その携挙の中で、この時、あなた方の霊的な賜物が展開されるのを見たのですが、彼はそれを
見ただけでした。まず、神の子羊があなたのところに来て、その永遠の知恵と完全な正義の書の第六の封印を解き、あなた
がそれを理解できるようにしなければなりませんでした。 

28 今日、私が示す道は、あなたが私に到達できるように、真理の光で照らされているのです。この道では、多くの試
練に遭遇するでしょう。あなた方がわが法則を学び、自分の運命を知り、その成就のために自らを捧げるための機会が多く
あります。 

29 毎日、試練がやってきます。私は、あなたがそれをどのように受け止め、私に提供する果実を考えているかを見て
います。これらの試練の多くは小さなものですが、それを通じて向上と完成の人生が始まるかもしれません。しかし、その
真相を知らずに拒絶し、そうすれば、より厳しい試練にどう備えることができるだろうか？私があなた方の作品に下す裁き
は厳しいものではなく、あなた方を愛する優しい父の裁きであり、あなた方が常にわが律法の実践において進歩し、平安と
霊的強さを示すことができるように助言してくれるものである。しかし、私はすべてのわが子を求め、愛し、罪を犯した者
から目をそらさず、むしろその者を赦し、その道を改め、正しい道に戻る機会を与えるのだ。 

私に従う者の中には、罪から解放されない者もいるが、（人生の）勝利を得たと信じる限り熱心に祈る者たちも、自己
愛や高慢さに傷つくと私の教えを忘れ、悪い傾向を露呈させてしまう。あなたの考えとあなたの存在の起源を知っている私
から、誰が隠れることができようか。 

30 人間は仲間の心を貫いて大義を守ることはできないが、私はそれを引き受ける、それが正義であれ不正義であれ、
私はあなたを守る、あなたを愛している。 

31 つまずかないように、また苦しみの聖杯を口にしないように、わが言葉に耳を傾けよ。なぜ、愛するという運命、
大きな使命を理解しようとしないのでしょうか。あなた方は私の存在の一部であり、したがって偉大な属性が与えられてい
るので、私があなた方に求めることを成し遂げることができると感じて、なぜ私のような仕事をしないのですか？ 

32 私は、あなたが私の言葉を受け取って傷つくことを望んでいない。むしろ、その言葉によってあなたに新たな勇気
を植え付けたいのである。もし私が「あなたの意志は私のもの」と言ったとしたら、あなたが私の法則に従うとき、あなた
は私の意志を行っていることを思い出してください。私はあなたの良い決意と決断を承認し、あなたが愛の義務を果たすた
びに、あなたの心に私の平和と祝福が降り注ぐのを感じてきた。 

33 善いことをするように努め、熱心に祈り、隣人を愛せよ。あなたの精神が成長し、その使命を果たすために強く、
偉大な存在であることを実感してください。 

34 今、あなたがたが貧乏であることを、わたしは喜んでいる。もし私があなた方から何かを奪うならば、その代わり
に永遠の命のパンである霊のパンを与え、あなた方を人類の恩人と呼ぶことにしよう。 

35 Damiana 

Oviedoを通してMeが発表した面会の時間がやってきました。国同士が戦争で争い、飢饉と疫病が人類に蔓延している。
自然の力が解き放たれる。私は第一声の担い手を通して言った。「時代は変わり、人類の科学が大きな進歩の兆しを見せる
のを見たとき、あなた方は悔い改め、私から学んで人類に平和のメッセージを伝えなければならない。 

36 あなた方はみな悟りを開いており、地球の最も遠い隅でも、わが弟子の一人がいるところには、わが霊が存在し、
光と力を広め、問題を解決し、障害を取り除いてくれるだろう。この時代に私にマークされているあなたがたは、私があな
たがたに与えるこの啓示を知る特権を与えられていない人々 のためにとりなしてください。 

37 私があなた方を祝福し、私の平安を与えるこの短い期間に、あなた方は贖罪の義務を果たさなければならない。そ
のために、私はあなた方に新しい地上の身体を身につける恵みを与えている。私の愛は、あなたが私に届くように、この機
会を与えてくれるのです。あなたが魂に痛みを感じながら、私の前に現れることが、どうして私の意志なのだろう。しかし
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、わたしを聞くあなたがたは、わたしのことばがもはやあなたがたの良心から離れることがないことを知るであろう。快楽
を人生の最高の目的として追い求め、自由意志の命令だけを法としている人たちです。それどころか、彼らは私が最も求め
る人たちです。なぜなら、彼らはあらゆる人の中で、心の痛みが非常に大きいときに、私に目を上げることを知っているか
らです。 

38 その悔い改めの瞬間に、私はすべてを受け入れ、すべてを赦します。しかし、ある者は生涯を新たにする一方で、
ある者は平穏と健康を取り戻し、再び力を得たと感じるや否や、私の愛の証を忘れ、さらに距離を置くのです。これらの人
は々、人生が与えてくれた良い機会を、真の道に戻るためにどう使うかを知らないのです。そして、私は彼らをあの世に呼
び寄せ、彼らの精神が物質や世界に縛られるすべてのものの影響を受けずに、自分自身を省みることができるようにするの
です。 

39 毎日毎日、何人の人間にこの呼びかけをしているのだろう！？そして、そうして清められた者は、再び汚物で身を
汚すことはない。なぜなら、彼らは功労、すなわち主の前に喜ばれ、主にふさわしい仕事をする固い決意を持って来るから
である。 

40 失敗した仕事をやり遂げるため、あるいは犯した過ちを償う機会を求めて、どれだけの人が地球に戻ってこなけれ
ばならないのでしょうか。 

41 あなた方の多くは、私の話を聞き、私から学ぶのに十分な時間がありましたが、あなた方は人生の晩年を迎え、も
はや自分の精神に蓄積されたものを多くの愛で蒔く時間がないことを考慮してください。しかし、心配はいらない。私は命
であり、あなたが熱心に育てたいと願う種を心に蒔くために、あなたを生かすのである。 

42 私の話を聞く多くの者の中には、自分は神の教えをよく理解していると思っていても、内心ではこの言葉を疑い否
定している者が一人もいない。しかし、否定できないのは、自分の知らないところで心が震え、鼓動している事実である。
私が彼に言ったある言葉を忘れようとしても忘れられず、その目立たないシンプルな言葉の響きを聞くために、彼は何時間
かの睡眠を失うことさえある。その言葉の裏には、自分の心の中に隠しているものを発見し、自分だけが知っていることを
語りかける光があったことを、彼の良心が教えてくれるからである。 

43 ここに、私の慈悲深い手によって書かれた「生命の書」のもう一つのページがあります。わたしはあなたの霊に語
りかけた。わたしはいつでも、わたしを人に知らせたからだ。今、私が姿を現したのは、新しいものでも、奇妙なものでも
ない。実現した人だけが、それを不思議に思ったり、不可能に思ったりすることができるのです。一方、私を待ち望んでい
た彼にとっては、自分の中で父の声を聞くことは最も自然で正しいことです。夜中に花婿が来たとき、花嫁の声を聞いたの
は、灯りをともす方法を知っているおとめたちだけだった。 

44 一回、二回、三回と呼び出さなければならない人、私の話を聞くだけでなく、すべてを突き詰めて信仰に火をつけ
なければならない人、私の仕事を冒涜する人もいましたが、後に私が彼らの道で奇跡を起こすと、話したのは神の言葉、神
の師であると悔やみ、恐れをなして告白したのでした。これは私の最高の教えである。同胞に忍耐を持ち、もし彼らが教え
を疑っても、決して誹謗中傷に誹謗中傷を返してはならない。 

45 人々 が嘲笑と無慈悲で引き起こす苦痛を私の目から隠そうとする人々 は幸いである。不平を言わず、代わりに私に
感謝する人は幸いである。試練にもかかわらず、私の恵みはどこまでも彼らについてまわる。 

46 私の視線から何を隠し、発見されないようにすることができるのか。私はあなたに報いる、あなたはいつも嵐の後
に平和の虹が現れるのを見ることができる。私の教えを宝物のように蓄積し続け、それを行いとし、あなた方の心に慈愛が
清められるようにしなさい。 

47 あなた方の中には、過去に悪を喜びとし、憎しみと堕落に安住し、愛と慈悲と謙遜を恐れた者たちがいるのです。
今、彼らは内なる変化、再生によってリフレッシュしているのです。あなたの精神はすでにあなたの肉に勝る力を得ている
のです。今、あなたは善を行うことを喜び、慈悲を実践することを喜び、優しく謙虚であることに満足を感じています。堕
落に対して、戦慄と反発を感じ始めるのです。私の話を聞いて、自分の人生を変えなかった人はいないでしょう。最高の医
師の癒しのバームを自分の体と魂に受けて、自分の存在の中に本当の健康が流れているのを感じなかった人はいないでしょ
う。私の言葉だけが、どれほど多くの奇跡を起こしたことだろう。全ては、あなたが精神的な怠惰に打ち勝つために、私が
与えたものです。この時、私は人としての自分を犠牲にするために来たのではなく、あなた方の救いを得るために功徳を積
むように奮起させるためである。あなたの頭上には、あなたの霊の遺産である霊宝が存在します。いつになったら、わたし
が意図したとおりのものを手に入れることができるのか。 

48 今日、彼らがすでにどれだけのことを成し遂げたか、誰も知る由もない。 

49 その瞬間がどれほど必要なのか。ある者は泣いて、その理由が分からず、常に病んでいる。また、父親である人は
、家族を大切にし、愛情をもって世話をしてきたのに、なぜ理解されず、恩を仇で返されるだけなのかと思う。そして、地
上で愛撫と援助を欲した女性たちも、同様に、なぜ人生でこの優しさへの渇きを癒すことができなかったのか、と考えてい
る。同じ血のつながった兄弟姉妹は、互いに距離を感じ、愛し合わず、理解しあえない。あなたは自問自答し、なぜ善が目
の前で失敗するのか理解できない。私はあなたに言います。ある人の善が他の人と共鳴し、彼らの心がそれによって清々 し
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く感じられるようになれば、つまり精神的な美徳や価値が正当に評価されれば、正義や愛や理解への飢えや渇きが人の心か
らなくなるでしょう。 

50 また、この地上では、自分が霊的に誰なのか、配偶者や両親、子供たちの霊が誰なのか、わからないと言います。
そうしてこそ、自分の十字架となる多くの贖罪の義務の重荷を背負うことができるのです。この十字架を愛をもって背負い
、この時、自分が何者であるかを知ろうとしないでください。あなた方は皆、一つの父の友愛の子であり、兄弟姉妹の間に
敵は存在し得ないことを知り、満足しなさい。互いに愛し合えば、発展の道を歩むことができるのです。 

51 エデンは遠い昔、人類に門を閉ざし、姿を消し、その香りは無限に立ち上っていた。そして、大地は涙の谷となり
、魂が浄化される戦場である霊的償いが始まったのです。しかし、あなたが失ったものよりもっと良い楽園が、門を開いて
あなたを待っているのです。あなたが私の力を受け、あなたの霊的成長の道を進み続けることができるように、祈ってくだ
さい。しかし、もしあなたがそれを深く感じないのであれば、学んだ祈りではなく、あなたの精神でそれを行ってください
。だから、仲間を愛し、許しなさい。そうすれば、私の指示に従うとき、あなたの良心から心へと流れる至福の時を経験す
ることができるでしょう。 

52 長い間、私はあなた方を準備してきた。あなた方が中傷されて、世の中の秩序と精神的な平和を乱す者と呼ばれる
時が来るからだ。私の教えは、明日、忍耐強く、謙虚で優しい主人となる者、仲間のあらゆる質問に愛情をもって答える者
を養成する。 

53 わが教えのひとつひとつが本であり、そこから、あなたの霊が後に兄弟姉妹に教えるために必要なすべてを学ぶこ
とができるのです。私の教えは、あなた方に新しい世界、この地上にすでにある新しい生命を準備します。しかし、私がこ
の真理を語るとき、あなた方は、苦痛と恐怖と悲惨さだけが支配する国々 の戦争を思うと、この言葉が現実になるはずがな
いと思うのです。しかし、本当に、私があなた方にお話しすることは、単なる教えではなく、予言でもあるのです。 

54 もし、あなたの科学とあなたの罪が、平和と誠意と兄弟愛の楽園を失わせたとしたら、霊化は、あなたがまだ無垢
の状態にあったときの（その存在）よりも、今持っている高度な発展よりも高く評価されるその恵みをあなたに返してくれ
ることだろう。 

55 私の教えは、初心者にわかりやすいように平易なものです。私は罪深い体を通して御自分を現すけれども、私の言
葉は人々 の心の中に愛の痕跡として残っている。このような形で現れるのも、私がわが子たちに与えた謙遜の証しです。こ
の美徳は、精神が最も実践すべきものの一つであるため、私は常にあなたに教えています。また、ある者は、王でありなが
ら、貧しい人、病気の人、罪人に仕えるために王座を離れたイエスを見習うために、豊かな家庭を与えた。 

56 社会的地位から降りて、隣人が誰であろうと奉仕する者の功徳は、悲惨な無名の生活から愛の道を歩んで正義の高
みに昇る者の功徳に匹敵するものである。 

57 ああ、もしあなた方の中に謙虚な心が芽生え、他の人たちの模範となることができたなら。なぜなら、顔に謙遜の
表情を浮かべている人のうち、どれだけの人が自分の高慢な心に密かに持っている誇りを蒔いているのだろうか。偽善の仮
面がこの民から消え去り、人々 があなた方の謙遜のゆえに聖霊の弟子であると認めるようにすることが、わが意志である。 

58 あなたの師匠の生き方は、すべての人の模範となるものです。しかし、この女性は母親としての任務についての教
えを欠いていたので、マリアは神の優しさの体現者として彼女のもとに送られ、人の間に女性として現れ、同様に彼女の神
聖な謙遜の模範をあなたがたに授けました。 

59 私が徳をほめるのを聞くたびに、人間の罪と不完全さが、その壮大さにおいて目の前に現れるのを感じる。そして
、悲しいことに、あなたは首を下げ、誰かが私に言うのです。"主よ、あなたは、私たちの罪のために恥をかかせるために
、あなたの純粋さと神聖さをもって来られたのですか。" 

"私たちの心に謙虚さを与えてくださったあなたです。"と。私はその心に、彼はわが言葉を理解していないと答える。それ
は、わが光とわが聖性のほんの一部であり、あなた方がわが前に屈辱を感じず、徳においてわが方に従うことができないよ
うに、私があなた方の前に置くものなのだ。 

60 謙虚さと服装の貧弱さを混同しないでください。また、自分の中に劣等感を持ち、そのために人に仕え、ひれ伏さ
ざるを得ない人が謙虚であるとは思わない。あなたがたに言いますが、真の謙遜とは、自分が何者であるかを判断でき、あ
る程度の知識を持っていることを知っていながら、他人に対して進んで謙遜し、自分の持っているものを他人と共有するこ
とを喜びとする人のことです。 

61 謙虚さは魂の光であり、それとは対照的に、それがないことは魂の闇なのです。虚栄心は無知の果実である。知識
によって偉大であり、徳によって卓越した者は、真の謙虚さと精神的な謙遜さを持っています。 

62 男性の間で尊敬されている人が、自分に対して愛情や理解、謙虚さを示してくれることを体験したとき、なんとあ
りがたいことでしょう。自分より下の立場の人や、そう感じている人にも、同じように気持ちを伝えることができるのです
。屈み方を知る、優越感を感じない握手を知る、理解することを学ぶ。このような場合、幸せなのは愛情の証明、援助、慰
めを受ける者だけでなく、それを与える者でもあることを、彼は知っているのです。 
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63 あなたの父は、ご自分の偉大さによってあなたを謙遜にすることはなく、あなたを偉大にし、始まりも終わりもな
い御国での真の生命を享受させるために、完全な謙遜のうちにそれを現されたのですから、あなたに愛されていると感じる
喜びを心の中で味わってください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 102 
1 あなたの願いは天に届き、その証として、あなたはこの瞬間に私の平和を感じているのです。もし、ある時、あな

たの心に甘い平安が訪れたなら、創造主があなたに近づいたと確信できます。もし、あなたの心臓の鼓動が速くなり、言い
ようのない至福感があなたを満たすなら、それはあなたの霊がその主の声を聞いたからです。 

2 あなたの成長の道を励ますために、わたしの存在があなたとともにあるという思いで、あなたの十字架を負いなさ
い。 

3 皆さんは、主に啓発された人たちに属することができますし、そうあるべきです。愛と徳の神の種を宿していない
心はないのです。私の教えを受け入れて私の弟子となる者は、大勢の人々 への愛と慈悲の真の証しを通して、主人を完全な
愛と無限の英知として提示する者である。これは、あなた方が純粋な働き、言葉、考えによって、地上に良い知らせを知ら
せるための方法なのです。 

4 この間に、私の思いが心に映れば、真の柔和さをもって私に従うことができるような、霊的な感性を獲得してほし
いのです。 

5 神の言葉、神の存在、神の正義を信じるために、人々 が神に否定できない物質的な顕現を要求した時代は終わった
のだ。人々 が預言者の恐ろしい声にのみ、あるいは解き放たれた諸要素、疫病や戦争を通じて明らかにされた神の正義にの
み震えたあの時代は、あなた方は過去のものと考えるべきである。あなたの霊は進化しており、霊界からあなたに届く波動
、インスピレーション、メッセージを受け入れるようになるまで、物質化された魂と格闘することになるでしょう。 

6 どの時代でも、私はあなたの霊が真理を知るためにますます前進するのを助けてきました。最後のベールが消え、
あなたの父の栄光を見ることができる時が来るのを見届けなさい。 

7 だれでも--自分がわが弟子であることをだれにも告げずに--

自分の道に親切を広める者は、いたるところで同胞から、父に達する最短の道はどれかと尋ねられることになるのだ。 

8 わが兵士、わがしもべ、わが弟子であることを自慢する者は、疑惑、嘲笑、軽蔑、非難を招くだけである。 

9 イエスは弟子たちの目の前で偉大で力強い業を成し遂げた後、ペテロにこう尋ねたことがある。"そしてあなたが
たは、私が誰であると信じるのか 

"と。これに対して、弟子は驚きながらも、信仰心に満ちて、「あなたは生ける神の子です」と答えた。こうして、あなた
がたはわが意志に従って世を渡るのだ。イエスが教えてくれた優しい優しさをもって。そうすれば、あなたがたの行いを見
て、あなたがたをわが弟子と信じ、あなたがたの同胞にわが教えを伝える者がいなくなることはないであろう。私が良い道
であることを忘れないでください。私の言葉はあなたにその証しを与えています。わたしは多くのことをあなたがたに話し
たが、あなたがたは、わたしのことばのうち、たった一つでも、わたしの律法以外のことを教えたとは言えない。 

10 私は、無慈悲な太陽の光の下で枯れた乾燥した植物のようにあなた方に会い、あなた方に天の露のような私の言葉
の愛撫を感じさせました。あなたはアザミの生えた道を歩き、傷つくのを恐れてそれ以上進もうとしなかった。しかし、私
の言葉を聞いた後、あなたたちは人生の恐れを失い、不信と疑惑が心から去り、自分の運命に対する希望と信仰に満ちた人
生の旅を再開した。一瞬一瞬、御父の御言葉があなたの霊に響いた。それは、それを取り入れるすべての人にとって、永遠
の命の糧となる。 

11 皆さん、私があなた方に霊的生活を貫くための準備をさせているのと同時に、世界では大勢の人間が同胞の心から
あらゆる霊的由来の種を根こそぎ取り除くための準備を進めているのです。私は、あなた方の信仰を強め、私があなた方に
啓示した神通力をあなた方の心の中に展開させるために必要な時間を与えるのです。あなた方が真に自らを準備するならば
、世間から恐れるものは何もない。その言葉からも、その書物からも、その約束や脅しからも、あなた方の心からわが教え
の本質や、私が差し出した約束の地の約束を追い出すことには成功しないのだ。あなたはそれを、世の中の最も魅力的な約
束と交換することはないでしょう。 

12 この試練があなたを襲い、敵があなたの歩みを見張っているときはいつでも、そのときあなたに語りかけるのはキ
リストであり、イエスが荒野でいかに誘惑され、いかにその力で世と肉に打ち勝ったかを思い起こさせることを思い出して
ください。あなた方も同じであってほしい。あらゆる敵に直面しても、自分の中に最も強力な敵がいること、そして、私か
ら来る信仰と力のみが勝利を与えてくれることを忘れずにいてほしいのだ。 

13 それは、あなたが地上から期待できるものよりも、はるかに大きなものです。この偉大な報酬のうち、私はこの世
界で前もってあなたに少しばかり与えよう。これは、わが真理の敵がそれに改心するのを見る満足感となろう。 

14 愛する弟子たちよ、わが教えをよく考えよ。この反省から、戦いの中で心を失わないための力を得るのだ。 

15 わが言葉を理解したいのなら、あなたの心をあらゆる不純物から解放しなさい。マスターは、彼が捕らわれている
眠りから目覚めさせ、新しい朝の輝く光を見せるために、彼に働きかけているのです。 

16 あなたへの愛のために、私はあなたにとって理解しやすいように、神聖なものを人間にしたのです。私は、私の神
聖な知恵を人間の言葉に変え、この霊的な贈り物を通して、天の父の指示を聞くようにさせます。 
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17 今、この瞬間、万物の父はあなたに語りかけているのです。あなたを創造した愛は、この言葉を聞く一人ひとりの
中に感じられます。 

18 あなたがこれらの声の担い手を通して私の声を聞く前に、あなたの中の隠れた声があなたの道に私の存在を告げて
いたのです。その心の声を聞くことができた人は、兄弟が「神の師が今、語り、あなたを待っています」という言葉ととも
に連れてきた吉報を受け取ったとき、それまでの予感が欺かれなかったこと、心の告知が本物であったことを確認すること
ができました。まことにあなたがたに告げよう。これらの者は、わたしと共にあり続けた者であり、わたしの出現をすでに
予期していたので、それを信じた者たちである。 

19 今のような形でなくなったら、また霊から霊へ直接自分を知らせる。そうすれば、もう疑うこともなく、"本当に
主なのか？"と問うこともないだろう。そうすれば、あなたの精神が創造主と交わり始めるという確信と絶対的な信仰を持
つことができるようになるでしょう。 

20 自分の霊的成熟度が低いと思って、私に近づく努力を怠ってはならない。あなた方は霊性の時代に突入しています
が、霊的な対話が完璧になるわけではありません。あなた方の後に他の人たちが来て、その人たちも私の声を聞き、神聖な
インスピレーションを受け、今は想像もつかない方法で私のメッセージを再現することになるでしょう。その時代に生きて
いるのは、あなた方自身ではないでしょうか？しかし、これらの将来のことについては、私だけが入り込むことができ、ど
れが戻り、どれが地上に戻ることなく、霊的に残るかを知ることができるのです。 

21 わが弟子のある者は最初の石を置き、ある者は主のために人が建てた最も美しい建物の最後の石を置くだろう。 

22 この仕事は、すべての人々 の精神的な調和をもたらす果実となることでしょう。今日、あなた方は、人々 の間に不
和があることを認識しているので、この実を結ぶにはとても遠いと感じています。しかし、絶望してはならない。人類を分
裂させた雑草を断ち切る鎌がすでに近づいており、その訪問が過ぎ去ったとき、再び正義と理性と兄弟愛が輝くのを見るこ
とができるからだ。 

23 今日、私はあなた方の前で私の愛の神典を開く。愛する弟子たちよ、あなた方の心でこれをも行いなさい。しかし
、悩むことはない。わたしは、あなたがたにわたしの指示を与える前に、あなたがたの悲しみを聞き、あなたがたの苦しみ
を癒すために立ち止まるからである。私の願いは、あなたが私のもとに来るとき、あなたの精神に深い平安があることです
。皆さんもいろいろと苦労があると思いますが、その分、今からでも大きな励ましを受けることが必要です。その力は、生
命と健康に浸透している私の言葉によって与えられる。この言葉は、父と子との間の完全な交わりを実現するために、今、
あなたの精神の内部に浸透している神の言葉から湧き出ています。 

24 ある人にとって、私の教えは忘れがたいものとなり、彼らの人生において、その歩みを導く星となることでしょう
。これらの者は、やがて私に従い、私の啓示を目撃するためにやって来るだろう。また、誰の言葉に耳を傾けているのか、
その言葉の真意が何であるのかを知ろうともせず、道を踏み外す者もいる。そして、試練の時が来るまでは、もう少しさま
よわなければならない。そして、自分の存在の最も奥深い部分にインスピレーションが湧き、かつて聞いたことで、その時
は心が重要視していなかったことを思い出す。まず、あなたがたはみな、背を向けても、私を否定しても、私に耳を傾けな
さい。私はあなたの精神に種を蒔きます。私だけがアクセスできる場所です。その時が来れば、今日、私があなたの心の一
番奥に残した光は、あなたの心の奥底からはじき出されるでしょう。 

25 あなたの人生の闇、無知、悪徳、あなたの体を病気にするものすべてを排除してください。あなたの存在に光をも
たらし、あなたの精神の愛を、仲間の人生の道に広めてください。 

26 今世紀は「新知識の時代」と言われていますが、科学から来る光だけでなく、皆さんの霊的な才能も信じなさいと
いうことです。人はパンだけで生きるのではなく、神から出るすべての言葉によって生きることを忘れてはならない。 

27 わたしのことばを心にとどめ、もしそれを利用するならば、この教えを知らない人たちの前で自慢するためであっ
てはならない。新しい悟りを開いた者のように見えることを望んではならない。あなたの仲間には、光のない者は一人もい
ないのだから。わが遺産を受け継ぐのに謙虚でなければ、光を与えることはできない。 

28 私は今、人類に新たな書物、新たな証しを遺そうとしている。第3時代の私の言葉、すなわち第6の封印が解かれ
たときに人間に語りかけた神の声である。 

29 名前や行いが歴史に残る必要はないのです。この書物の中で、わが言葉は、人間の心に永遠に語りかける、響き渡
る澄んだ声のようになるであろう。そして、わが民は、この精神化の道を歩んだ痕跡を後世に残すことになるであろう。 

30 あなたの善行の記憶を、後に続く人々 の模範として残してください。兄弟姉妹の目に触れないよう、今日も急いで
穢れを消し去るのだ。 

31 第一時代の聖書は、イスラエルの民の歴史を伝え、その子らの名、その成功と失敗、その信仰の業と弱さ、その栄
光と没落を保存し、この書物がその民の神への礼拝における発展をそれぞれの新しい世代に語りかけるようになったのであ
る。また、その書物には、徳と正義を愛し、信仰の強さの模範となった家父長たちの名前と、来るべきことを見通す預言者
たちの名前が記されており、主はその口を通して、民が危機に瀕しているのを見るといつも語られたのである。また、堕落
した者、裏切り者、不従順な者の名前も伝えている。すべての事件、すべての例が教訓であり、時には象徴であるからだ。 
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32 私がイエスにおいて人々 の間に住んだとき、私の教えを伝えるために必要な場合に限り、それらの著作の本質、意
味を利用した。私が正しいアベルに言及したこと、ヨブの忍耐を称賛したこと、ソロモンの知恵と栄光を思い起こさないの
ですか。また、モーセについて、彼が受けた律法を廃止するためではなく、それを成就するために来たのだと、あなたがた
に語ったではないか。 

33 もしキリストが世の罪を取り除く神の子羊であったとしたら--

それでも私は善を褒めることしかできず、悪を無効化しなければならないでしょう。 

34 私の人生が、人々 の人生を変えたのです。私の死は、唯物論の暗黒に閉ざされた目を真理の光へと開き、神への崇
拝は完全なものへと大きく前進した。メシアの愛によって、人々 は神の正義についての新しい観念を獲得した。まるで新し
い神がその民に現れたかのように、私の教えと私の業は、それまで人が見ることのできなかった真理を世界に知らしめたの
です。 

35 不変のお方である神が、その子に対する心の内を変えるはずはない。キリストが示した愛と霊化のはしごに乗って
創造主のもとに霊的に昇ったとき、父の本性を発見したのは人間であった。私の使徒たちが前庭やシナゴーグや市場で群衆
に教え、過去の時代に言及しなければならないときでさえ、彼らは真の霊的な主張を残す例のみを用い、無駄なものはすべ
て放棄した。 

36 私は今、広範囲に及ぶ精神的指導を行い、あなた方がそれらの書物を研究する必要性を感じていることを忘れては
いません。あらゆる機会に、あらゆるレッスンで、私はあなた方に教え、思い出させたもの-

あなた方が忘れてはならない手本、永遠の命を持つ教え-

を。しかし、もう一度言いますが、今までも私は霊的なことしか話していません。あなた方は三位一体の人々 だから、私が
その初代の書を読むことを禁じているとは思わないでください。聖書を調べなさい」と言ったのを知らないのか。しかし、
今、私は「読む前に祈りなさい。読め、調べろ、しかし、その意味の説明は、第三の時代の私の言葉の中にある。 

37 なぜ今この時に、あなたの不完全さ、精神性の誤ったカルト、不従順さ、神聖なものへの慣れを、後に続く人たち
に遺さなければならないのでしょうか？自分の作品が、歴史に語り継がれるにふさわしいと思うか？ 

38 時が来れば、わが顕現とわが言葉の証人であるわが民が、わが教えの講話から、すべての人に届く書物を形成し、
人々 がその中に師の神聖な本質、師の永遠の真理、師の愛、師の啓示のみを見出し、声の担い手のあまりにも人間らしい姿
を決して発見しないように、私はあなたを啓発しよう。 

39 この仕事で私の弟子となった者は、純粋な小麦を残すために、籾殻をどのように分けるかを知っている。私の種が
発芽するためには、純粋でなければならないからだ。 

40 今日、私はあなた方の霊的な視線の前に存在し、あなた方の霊的な能力によって私を見ることができるようになり
ました。私は彼らを通してあなた方に私の神聖な温もりを送り、あなた方が心の中で私を感じられるようにするのだ。不要
なもの、悪いもの、すべてから目を背けたい。私はあなたに、あらゆる美徳を培うことができる庭を託します。罪に対抗す
るために必要なのです。悪がいかに繁栄してきたかを考えてみてください。 

41 私がこのように話すのを聞いて、あなたの心は喜びで震えるのですね。人が新しく生まれ変わるという希望を感じ
ているのですから。私の話を聞いているうちに、あなたは、誤った人、罪人、悪質な人を探しに行き、私の真理で彼に語り
かけ、悪の道から立ち直らせたいという衝動に駆られるのです。皆さんの心に目覚めつつあるこの崇高な気持ちを祝福して
、私は言います。もし、あなたが自分の過ちを正さず、心を清めていないなら、仲間の前に出て、その罪を指摘することは
適切ではないでしょう。あなたの唇にある私の言葉だけでは、人々 を改心させる奇跡を達成することはできません。そのた
めには、あなたの人生の模範が必要です。そうすれば、わたしのことばは真理として受け入れられるでしょう。 

42 当時、私の弟子たちが私の教えを宣べ伝えるために世界中に散らばっていったとき、彼らは私の言葉を繰り返すこ
とに満足することなく、自分の行いをもって教え、人を愛するために十字架で死んだ方を目撃したと言うとき、彼らはそれ
を実行した。 

言葉と働きで、主人のように生贄として死んでいくのです。私はあなたに言います。真理を守り、そのために死ぬ者は、信
じられる。しかし、私はこの犠牲を払えとは言いません。私は、あなたがたが死んで私の真理を証明することを望んでいる
のではない、あなたがたが生きて、互いに愛し合うことを教える私のことばをあなたの人生をもって証しすることを望んで
いる。 

43 それは、仲間のために尽くし、彼らの生活を立て直し、悪い道から立ち直らせるという新しい幸せがあなたを待っ
ています。 

44 真理の武器を手に取り、戦いに勝利するために、あなたの準備がいかに不可欠であるかわかりますか？ 

45 わが神聖な言葉を聞いて、それを証言した者は大勢いる。しかし、唇で語ったことを行いで確かめなかったので、
彼らは拒絶され、あざけられた。しかし、この証言に善い行いが伴えば、ある者は信仰心を燃やし、ある者は思慮深くなる
のである。 

46 私の教えはすべて、私があなたに語るこの戦いに備え、あなたの信仰を強め、あなたの霊を啓発し、あなたの証が
力強くなるようにするためのものである。 
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47 何度も言いますが、人は直感的に未知のものがやってくることを予期しているのです。この予感は、わが約束の成
就を予期してランプのように燃える霊の光をあなた方に与える。 

48 このような心にグッド・ニュースを届ける人になりたいとは思いませんか？はい？そして、師の教えを聞いて理解
し、父に従い、父を愛すれば、同胞に仕えるにふさわしい者となるのである。 

49 魂の不滅を目指すなら、人間の生を終わらせる死の到来を恐れてはならない。それは私の指揮下にあるものだから
、たとえ人々 がしばしば反対のことを信じていても、いつも正しい時に正しくやってくるのだ。 

50 難しいのは、人が死ぬことではなく、肉体を離れたときに魂に光がなく、真理を見ることができないことなのです
。私は罪人の死を望んでいるのではなく、彼の悔い改めを望んでいるのです。しかし、ひとたび死が必要となれば、それが
魂の解放であれ、人の破滅への転落を止めるためであれ、わが神聖なる正義はその人間存在の命の糸を断つのだ。 

51 その時、姦婦の不始末に激怒した群衆が、あの女の罪を完全に消すにはこれしかないと信じて、ただ私の裁きを待
っていた時、赦しと愛の言葉が心の命であり、罪の死であることを教えてあげました。功労者とは、罪は死ぬが、被造物は
生き続けるということを実現することです。だから、その女が消える必要はなく、その罪が消える必要があったのです。 

52 そうでなければ、私の不本意な罪のために、すでにあなたを滅ぼしていることでしょう。この教義は、人類が理解
できなかったために、神の「言葉」が人となり、その誕生と業と死をもって、この世における人間の真の運命が何であるか
を教えるためのものである。これは、あなたが生きていない、あなたが適用していない教えです。何を教えてくれるのか？
謙虚さ、神の意志への忠実さ、他者への愛のための自己否定、精神的な上昇志向の理想への傾倒。地上でこの任務を果たし
た者は、すでに良い種を残したので、そこに戻る理由はないだろう。その際、キリストは、その生涯をもって人類のために
完全な模範を示した後、人間としてこの世に戻ることはなかったのだから、その模範として彼に仕えることになるのだ。 

53 もし、あなたが愛する人のために生き続けたいなら、そして彼らにあなたを感じてもらいたいなら、時が来たらこ
の体を地球の懐に残すことを学びなさい。もし、沈黙と虚無に沈むことを望まず、地上の兄弟姉妹に影響を与え続けたいの
であれば、それが真に人生と呼ばれるものだと理解しているのですから、今からでも、あなたの霊が地上に住むために、そ
の霊の家を手放したように、同様に 

霊界に帰ったら、この世の瑣末なことはあきらめなければならない。 

54 しかし、地上の束縛と反抗がある限り、肉から魂を切り離すのは苦痛であり、両者にとって恐怖と結びつきます。 

55 弟子たちよ、私の教えを学びなさい。そうすれば、なぜ私がイエスを通して「私の王国はこの世のものではない」
と言ったのか、理解できるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 103 
1 私の言葉を聞きに来るため、あるいは痛みを和らげるために、地上の自分のものを捨てるとどうなるのかに注意を

払いましょう。職場や自宅に戻ると、まるで不在の間に誰かが自分の代理をしてくれていたかのように思えるのです。弟子
たちよ、まさにその通りである。あなたがたが霊的な仕事を果たすのに忙しくしている短い時間に、見逃しているものを見
守っているのは私なのだ。 

2 あなたがこの世を去り、わが奉仕にあなたの存在を捧げるときはいつでも、私はあなたが残す人々 を見守る。私は
彼らを平和のマントで覆い、あなたが彼らに残す空白をわがプレゼンスで満たす。 

3 私が神の子としてこの世で生きる方法を長い間教えてきたのなら、私は今、この世の後に待っている霊的生活に入
るための準備をしているのだと理解しなさい。この世に生を受けたからには、その使命を全うし、霊的生活の意味を理解し
なさい。 

4 罪が怖いという口実で、人を避けてはいけない。もしあなたが私を愛するなら、あなたの隣人において私を愛する
ことを怠ってはならない。今まさに、人々 の上に危険と脅威が集まっているとき、あなたは彼らを愛し、彼らの痛みに同情
し、すべての人の救いのために戦う準備ができていることを、私に証明しなければならないのです。人類が最も苦しくなる
瞬間に、私がいつもあなたを助けに来ていたのを見なかったか？ 

5 見ていろ、祈っていろ、お前たちの使命ははっきり決まっている。だから、誰も私のところに戻ってきて、自分が
送られた目的を知らなかったから何もできなかったと言うことのないようにしろ。あなた方の仕事は、慈善事業、共同体の
思考、平和でなければならない。 

6 この時代に私の話を聞いた新しい弟子たちは、私の教えを広め、その教えが持つ真理の最高の証となるような作品
を作る責任を負っています。 

7 この言葉に従って生きることで、この世に遣わされた使命を果たし、その証が真実であると認められるのである。 

8 私はいつでも、わが神性への知識と信仰を世界に広めるべく運命づけられた人々 の中に、わが身を知らしめてきた
。それは特定の人種ではなく、選ばれた霊の民であり、彼らがある国で受肉しようと別の国で受肉しようと、ある言語を話
そうと別の言語を話そうと、違いはない。 

9 なぜ、人間の肉体を、精神だけの美しさで飾らなければならないのだろう。なぜ、主は人類を構成する人種のうち
の一人だけを喜ばなければならないのでしょうか。 

10 この時代、真のイスラエルの精神はいたるところで働いている。彼らは、わが存在を感じ、わが来訪を待ち、わが
正義を信頼する霊魂たちである。 

11 この言葉が他の場所に届くと、多くの人がそれをあざ笑うだろう。しかし、私は彼らに、彼らをあざ笑う対象にし
ない方がいいと言う。なぜなら、彼らが深い眠りから覚めて、自分も神の民の子供であることに気づく時が来るだろうから
だ。 

12 今日、私の話を聞くこれらの群衆は、もし彼らがわが言葉を学ばず、地上の物質的な考え方から解放されないなら
ば、誤りに陥る可能性があるのです。彼らは、主の声を聞き、律法を受け、預言者を持った初代のイスラエル人と同じ運命
をたどるかもしれません。そのため彼らは、自分たちだけが神に愛されていると最終的に信じてしまったのです。 

13 私の愛は人種や信条によってあなた方を分けることはできないこと、そして、私が「私の民」と言うのは、太古の
昔から私が地上に送る霊を準備し、彼らがその光で人類の道を照らすからにほかならないことを知るべきです。 

14 彼らは、さまざまな国に住み、多くの試練を乗り越えてきた永遠の放浪者である。この間、彼らは人間の法律が不
当であること、人間の感情表現が真実でないこと、そして人間の魂に平和がないことを発見したのです。 

15 あなた方は新しい転生を経験し、その苦しみがあまりにひどいので、私に自分の存在を終わらせるように頼むので
す。しかし、私はあなたに尋ねます。あなたは、自分が存在しなくなることはありえないこと、そして、もしあなたが今日
地上で苦しんだとしても、あなたの魂は霊界に移行した後も、負債を支払うか教訓を学ぶまで同じ試練のもとで生き続ける
ことを知らないのですか。あなたは今、非常に苦いカップを空にしている。なぜなら、あなたはある発展段階の終わりと、
別の発展段階の始まりにいるからだ。最後の「一日の仕事」で蒔いたものの実りを受け取る収穫の時である。そうすれば、
畑がきれいになったとき、私は再び愛の種を蒔き、よく手入れをして、平和と救いの実をあなたがたに与えることができる
だろう。 

16 病気で弱り切っていて、自分には何の助けもないと思っていたのでしょう。深い夜に迷い、行き先の分からなくな
ったあなたのもとに、安住の地へと導く光を求めて、このとき私はやってきたのです。私はあなたがたの嘆きを聞き、エリ
ヤを遣わしてその助力を与え、あなたがたに私の来臨を告げたのである。 

17 私のプレゼンスは、あなたを至福に震わせ、瞬時にあなたは心地よさを感じました。弟子たちよ、この日のわが教
えを忘れてはならない。今日あなたは、収穫したものはすべて自分の働きの成果であり、浄化した後はすべての不完全なも
のから解放され、自由を感じることができることを知りました。- 

あなた方は、この星にまだ来ていない大きな試練を語る多くのサインを見て、私の声を聞きながらも、まだ私を理解しよう
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とせず、祈りもしていないのです。今が悔い改めと克服の時であることを自覚し、何が来るかを知っているあなたがたに。
あなたは新しい時代の入り口にいて、すべてがあなたに仕事を求めているのです。見よ、沃野を、原始の草原を、大いなる
爽やかな太陽を、そして水晶の水を。すべては、あなたが生き、呼吸し、霊的な任務を果たすために設計されているのです
。わたしはあなたがたに比喩的に語り、また同様に、あなたがたにこれから起こることを示す。 

18 私の教えを誤解して、修道院に閉じこもって祈り、民衆を見捨てるようなことはして欲しくありません。彼らのた
めに働き、彼らを無知と唯物論から解放し、彼らの中に信仰を呼び起こすのです。 

19 恵みに生き、正義を愛し、優しく、悪を好まず、逆に悪に対抗して、同胞に善を勧めるのだ、そうすれば、御霊が
つまずくことのないように道を整えることができる。これを犠牲と思わずにやってください。 

20 試練は忍耐をもって耐え忍べ。このようにして、あなた方は同胞にわが律法の忍耐を教えるのだ。 

21 私の教えを異なる方法で実践しているからといって、互いに否定することなく、一緒に参加しなさい。このような
理由で分裂しているのなら、兄弟姉妹を探し出し、私があなたがたを愛しているように、互いに愛し合いなさい。 

22 私がオリーブの園で人の魂が失われないように祈ったように、あなたも仲間のために祈りなさい。私は、人々 が浄
化されるために、まだ多くの涙を流さなければならないのを見る。しかし、私の慈悲は、彼らが途中で倒れないように彼ら
を支え、強くする。 

23 弟子たちよ、わたしからわが言葉の書を受けた者たちよ、扉をたたいて相手が開けないときに、退かないように、
今からでも強くなりなさい。私の名によって一度、二度、三度ノックするようにと言ったことを忘れてはならない。そして
、もし自分の努力が仲間の行動を改善できなかったと分かったら、その問題を私に任せて、心に恨みを持たず、さらに自分
の話を聞こうとしなかった人たちに苦しみを与えることを望まず、自分の道を進みなさいということである。親切に武装し
なさい。いつ、何時、同じドアをノックしなければならないか、あるいは、彼らがあなたを求めないかどうか、あなたには
わからないからです。石ころの心を和らげることができるのは、愛と忍耐だけです。ですから、常に準備をしておく必要が
あります。 

24 もう一度言いますが、あなた方は仲間の行いに審判を下すような行為をしてはいけません。わが弟子、わが使者、
使節が聞かれないときはいつでも、わが呼びかけを拒絶した者たちの良心にわが声を聞かせるであろう。その声は審判の声
であろうが、神聖な審判の中には常に私の父なる愛があることを、あなた方はすでに知っている。あなた方人間はそうでは
ありません。しばしば、同胞を裁く立場になると、もはや彼らの隣人であることを証明できなくなります。あなた方の心か
らあらゆる邪悪な感情を取り除き、愛をもって人々 の魂に届くようにしなければならないのです。 

25 あなたの言葉を受け入れない人よりも、あなたを受け入れて信仰を与えてくれる人を愛してはならない。この進歩
を遂げたとき、あなたは私を理解し始めたと言えるでしょう。そして、世界があなたに与える最大の試練に立ち向かう勇気
を与えてくれる力を、あなたの存在の中に感じることができるようになるのです。 

26 この指示のために、私はすでに第二の時代で例を挙げた。イエスは十字架にかけられ、救い主は愛してやまなかっ
た大勢の人々 を前にして死んでいった。すべての心は、主がノックされた扉だったのです。見物人の中には、多くの人を治
める人、教会の王子、公人、パリサイ人、金持ち、貧乏人、不敬虔な人、単純な心を持つ人などがいた。しかし、ある者は
、その業を見、その恩恵を受けたので、その時に死んだ方が誰であるかを知っていたが、他の者は、無実の血を渇き、復讐
に貪欲で、「ユダヤ人の王」と嘲るように呼んだ方の死を早め、その方がある民族の王であるばかりか、地上のすべての民
族、宇宙のすべての世界の王であることを知らないでいたのである。イエスは群衆に最後の視線を投げかけながら、慈悲深
い愛と憐れみに満ちて、父に嘆願書を掲げてこう言われた。 

27 そのまなざしは、彼のために泣く者も、彼の苦悩を味わう者も包み込む。父の愛である師の愛は、すべての人に等
しく向けられたからだ。 

28 私の愛の律法の中で、あなた方弟子たちに、私がイエスにおいて行ったような完全な業を行うことができないとし
ても、少なくともそれに近づけるように生活の中で努力しなさいということを述べています。私を見習おうとする少しの善
意と、隣人への少しの愛があれば十分であり、私はあなたのそばに立ち、あなたの行く手に私の恵みと私の力を現す。 

29 決して一人で悩むことはありません。あなたが罪の重荷を負っているとき、私はあなたを一人にしないのだから、
あなたがこの愛の使命の十字架の重荷を負って自分の道を行くとき、私はあなたを見捨てると思うのか。 

30 弟子たちよ、私を理解し、私を手本とするようにしなさい。私の教えの本質を知るために、私の作品と私の言葉の
真髄に触れてみてください。私はただ、あなた方が働くべき時を示すために、あなた方の準備を待っているのだ。あなた方
を通して、人に救いの光をもたらすのだから。 

31 そう、愛する弟子たちよ、私はぶどうの木なのだ。私の恵みのワインを飲みなさい、明日、あなたは戦うためにそ
れが必要です。今、私の食卓に座っているあなたがたは、覚悟を決めてください。そうすれば、時が来ても、あなたがたは
、たじろぐことも、ためらうこともないであろう。あなた方はわが種をまく者となり、その信仰において、土地を耕し、種
をまく人々 のように、神にすべての信頼と降伏と希望を置いて行動するのである。あなたの種のための雨も、あなたの唇の
ためのパンも、どこから来るかわからないあなたがたに、私はこのように話すのだ。 
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32 勝利は忍耐強い者のものであることを忘れてはならない。そして、この世を去り、私が約束した土地、すなわち、
主の子らのために定められた霊の故郷に行くことができるのです。永遠の命に望みを置き、私の教えが人類の物質的進歩の
障害になると考える唯物論者の意見に耳を貸してはなりません。 

33 また、常に死を考え、この人生が提供するものを儚いものだからと敬遠する考え方も正しくない。この人は、わが
言葉の正しい解釈を理解していない、それどころか、それさえも知らない。 

34 良心を通して人間の心に浮かんだ最初の法則は、"成長し、増殖せよ 

"というものであった。しかし、今、私は、その法則は、人類の種の増加にとどまらず、あなた方の能力、美徳、知識の増
加も含んでいることを告げます。 

35 私は、あなたが後に続く人々 のために愛の作品を残すために世界を通過することを教えます。これを行う者は、そ
の目が永遠のものであることを見据えている。もし、あなたの地上での存在が、偉大な仕事を遂行するには短すぎると思わ
れるなら、死があなたの仕事を止めてしまうのではないかと心配しないでください。なぜなら、わが愛の配慮は全能であり
、あなたがそれを完成させるための手段を私は持っているからです。私は、創造の仕事、発展の仕事、完成の仕事において
、あなたに分担を与えた。 

36 創造主や隣人と調和しながら自分の仕事を全うし、最後にすべてが完結したとき、あなたは父と協力した神の仕事
を思い浮かべ、限りなく幸せになることでしょう。わが霊におけるこの幸福はいかに偉大なものであろうか、そして、わが
子供たちすべてにおいて、なんと言いようのない至福がもたらされるであろうか。 

37 私は、あなたの愛への渇き、光への飢え、そしてあなたが私に対して抱いている非常に大きな望みを見る。そして
、あなたの父である私は、私の声をあなたに届けるために自由に使えるあらゆる手段を持っているが、あなたが私の霊的メ
ッセージを理解するのに役立つように、あなたにとって身近な形として人間の知性を通してあなたに語りかけたかったのだ
。 

38 わが力のみが、罪人をわが言葉の口寄せとさせたのである。しかし、このことを疑う者は、すぐに、私があなた方
にわが言葉を与えた人間たちの変容を目の当たりにすることになる。あなたは、無学な頭脳から無限の知恵が湧き出るのを
見たことがあり、罪人の唇から神の言葉が光と善に満ちた花を咲かせるのを目撃したことがあります。この奉仕に疲れを知
らず、私に献身する声の主たちは、わが霊が人類にこのメッセージを表現することを可能にしてくれたのです。 

39 私は、わが子たちの誰一人として贔屓することなく、多くの人々 を受け入れてきた。その中には、私を愛する者も
、私を否定する者も、この姿での私の現存を信じる者も、疑う者もいた。私は、同じ愛の言葉と同じ父のような愛撫をもっ
て、彼らをすべて受け入れた。 

40 この大勢の中に、私は全人類を受け入れている。私がこの民に語りかけたとき、私の言葉はすべての人に向けられ
た。私のメッセージは、この時代の人々 にも、未来の人々 にも向けられたからである。これらの群衆の中に他の国の人々 が
来るたびに、わたしは彼らの民族のために愛をもって彼らを迎え入れ、民族と言語によって彼らに属する人々 の間で使者や
預言者となるように準備し、彼らの民族のために祈り、監視することを教え、試練と迫害の時代の監視人とした。 

41 私の熱烈な願いは、あなた方が神の命令として解釈すべきことですが、私の言葉を必要とするすべての心に届ける
ことです。あなた方が飢えと渇きで泣き叫びながら私の現存に来たように、この時、すべての人類は魂の真の苦悩にあるこ
とを忘れてはなりません。 

42 信者を気取っている者の多くは信じておらず、見ていると思っている者も見ていないのですから。しかし、ひとた
び真実を理解すれば、別の生命に属する存在に、この世の果実を与え続けることは、幼稚であり、不公平であり、理不尽で
あることに気づくはずです。そして、宗教に光を求め、魂の苦悩と真理を見出そうとする苦悩の中で、教義の偽りを排除し
、神の本質を発見するまで、さまざまなカルトに見られる表面的、外面的なものをすべて駆逐していくのです。 

43 このような時代になったとき、あなた方には、今起こっていること、そしてこれから遂行すべき使命について、十
分に理解しておいてほしいのです。だから、もう一度言う。私の言葉を聞き、理解しなさい。 

44 私が人の間で見つけたのは愛ではなく、罪と利己主義だったからです。 

45 この時代の人々 は、イエスが愛の遺産としてあなた方に残した教えの手本や業を忘れてしまっているのです。 

46 あなたがたは、そのみことばを心に刻みつけなかった。もし、本当にそれを守っていたなら、あなたがたのもとに
戻るというわが約束は、あなたがたの前に現れて、わが来訪を待ち望み、祈ったことだろう。でも、来てみたら、寝ている
ようで驚いた。そして、わたしは言った、「わたしの呼びかけに遠慮なく応じる者は幸いである、わたしは彼らを偉大な知
恵の所有者とする」。ある者は善意で近づき、ある者は身体の殻から解放された自分を見てから、私にこう告げた。"主よ
、私はここにいます。鳥が牢獄を出て羽を広げるように、私はあなたの御心を行うためにあなたのもとにやってきます 

"とね。しかし、私の意志は、あなた方がすでにこの世で霊的な道をしっかりと歩むことです。私があなた方に託した肉体
が、もはや魂の鎖や牢獄とならないようにと願っているからです。魂は肉や世の中の奴隷になるために造られたのではない
、自由なのだ。しかし、精神的な無知と宗教的な狂信は、人間の魂を奴隷にし、闇の鎖を引きずって、何世紀も何世紀もか
けて、人間の魂を奴隷にしてきた。 
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47 今、わたしはあなたがたにもう一度道を示し、あなたがたの人生の旅をわたしの言葉の味で甘くし、一人一人に愛
の十字架を与えて、その重荷をもって山の頂上に登り、その上で自分の仕事を完成させようとしているのである。私の弟子
である者が、自分の十字架を持たずに私のもとに来ようとすることがあってはならない。そうすれば、彼は私の教えの使徒
として認められないからだ。 

48 私の教えに従うと主張する人々 や、私を愛していると信じる人々 がたくさんいるが、彼らは私の教えを実践してお
らず、私の律法の中で生きたことがないため、彼らの愛は偽りのものである。彼らのようになるのではなく、本当に愛と慈
悲を感じ始めてほしいのです。たとえ、あなたがよい仕事をしたり、奇跡に値する自分を作ったりした後、しばしば胸の奥
が喜びで張り裂けそうになったとしても、私があなたに与えたもの、またあなたが行ったことを誇ってはならない。 

49 私の教えはシンプルであることが特徴です。これは、あなたの主が認めるために、あなたの作品の一つひとつが持
つべき価値やメリットを霊的な言葉で明らかにするものです。まことにあなたがたに告げますが、あなたがたの霊は、すで
に到達した光によって、ある作品が父に捧げるに足る価値を持っているかどうかを見分けているのです。これこそ、今、私
があなた方の精神を養うべき教えである。 

50 この杯の中のぶどう酒から、わたしの旅立ちの日まで、あなたの唇に一滴ずつ滴り落ちるだろう。しかし、悲しま
ないでください。あなた方が私に聞いているように、第二の時代、私の使徒たちも私に聞いていたのです。「私はすぐに出
発し、あなた方を私のところに残して、同胞を教えることにする。彼らは私と共に生き、主人と共に苦しみ、私の業を見、
私の言葉を聞いたのだ。しかし、彼らだけではなかった。わたしの生涯は公的なものであり、わたしのことばの証人は、単
純な心の持ち主、貧しい者、柔和な心の持ち主、罪人、パリサイ人、律法学者、公人、総督、公務員、百卒長であった。 

51 私はすべての人に話しかけ、その人の霊的な必要性に応じて私の光を与えた。 

52 同じように、私はこの時、あなた方に語りかけ、白昼堂々 、すべての人に自分を知らせたのである。肉体の殻を出
たあなたの魂が受け取る報酬は、なんと美しいことでしょう。この報酬に値するように、無知の闇から自らを解放し、方向
も目標もなくさまよう魂にならないようにしなさい。 

53 あなたの姉妹であり、これらの瞬間に私の正義によって苦しめられている人類に仕え、愛せよ。見よ、苦汁の杯を
飲まぬ心はない。この時代、痛みはすべての人と共にあるが、その中で私は求められ、その中で人は私を傷つけたという悲
しみを感じるだろう。 

54 メシアの再臨を期待する者がいるが、彼らはどのような形で私を期待しているのか。私がこの時代に再び人類に姿
を現していることに、いつになったら気がつくのだろう。あなたがたに言うが、わが光は、わが第三の啓示の先駆者として
人類にやってきたわが使者たちを通じて、すべての国々 に到達したのである。 

55 世界平和のために7つの国が選ばれ、人々 の間に真の兄弟愛が存在するようになり、その中で私は自分自身を明ら
かにする。今日、私は彼らが徒党を組んだ戦争に巻き込まれ、偉大な夢と権力への飽くなき渇望を抱いているのを発見しま
した。この（メキシコの）国から、私は世界の大国に親善大使を送り、平和について語り、戦争を終わらせたとき、和合と
平和の光が彼らの魂に届くだろう。しかし、この光は東や西から現れるのではなく、わが霊から人の霊に降り注ぐものであ
る。 

56 この使命のために運命づけられた者たちが、適切な時期に国々 に旅立つことができるように、あなた方は準備をし
なさい。彼らがわが新しい言葉をあらゆる場所で聞かせたとき、力強い木はその枝、その陰、その実をすべての子らに到達
させるだろう」。そして、わが教義が腐敗することのないよう、また、無知で不謹慎な者が、あなたに託された木の枝を切
って、そこから奇妙な木を育てることのないよう、あなた方の努力と熱意を倍加させなければならないのである。 

57 私の仕事は、私があなたがたに明らかにした純粋さと完全さ、つまり外見上の儀式や習慣を伴わずに知られること
になる。 

58 完璧なものであると認識したとき、あなたはその価値を認めず、「なぜ父は、よりによって私たちにそれを明らか
にするために目を向けたのか」と自問するのです。しかし、あなたの魂は、その不完全さにもかかわらず、人生の長い旅路
の中で大きな発展を遂げたと、私はあなたに伝えます。しかし、まだこの顕現の偉大さを知ることはなく、私があなたがた
の間にわが言葉を撤回したときにのみ、あなたがたは知ることになるのだ。そうすれば、あなた方は自分の持っている良さ
を理解し、あなた方の間に私がいたことを至福の喜びとすることでしょう。 

59 愛する弟子たちよ、わたしの愛の食卓で、あなたがたは食べたり飲んだりしたのだと、まことにあなたがたに告げ
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 104 
1 人類よ、平和への渇望を我に示せ。これに対して私は、「愛さない者は平和を得ることができない」と言います。

私はあなたの嘆願を聞いたことがある。"善意の人々 に、地上に平和を 

"というものだ。しかし、愛の果実である善と正義に立ち返ることでしか、善意は生まれないことを、あなた方は理解して
いない。 

2 ひとたび愛が人の間に支配するようになれば、あなた方は至るところで私の平和の存在を感じるようになるのです
。あなたが破壊した自然の王国とあなたの環境全体との調和が戻り、この幸福は、天使があなたに伝えたメッセージのよう
になります。"最高の神に栄光を、善意の人々 に地上の平和を" 

3 あなた方が科学によって探求してきたことはたくさんありますが、人間と霊的なもの、人間という生き物とその創
造主との間にこれほど密接な関係があることを、あなた方は発見することができなかったのです。 

4 創造主の掟が示す道から外れた存在の人生が、どうして正常でありうるのでしょうか。私の愛と正義の法則が指し
示す道から外れた道を発見しようと、人間がどれほど苦労してきたかを見てください。 

5 あなた方の世界は人工的で虚偽に満ちていますが、これはあなた方が長い間、父なる神の意図から遠ざかってきた
ためです。 

6 わが律法に忍従する使命をもって霊を地上に送り出すたびに、私が霊に課した試練は、きわめて大きい。だから、
私はあなたが迷うたびに探し出し、その不従順と異常を許し、新たな機会を提供してきたのです。あなたがたの試練の厳し
さを通して、わたしがあなたがたの霊に与えた力と能力、そしてわたしの戒めにとどまる忠実な子らに約束された報いを感
じ取ることが、わたしの意志なのだ。 

7 私が約束する報酬が大きければ、あなたの功績もそれに見合うものでなければならないことを常に意識してくださ
い。 

8 私は科学の木を植えた。その果実は生命に属するので、切り倒すことはないだろう。しかし、人間の焦りや好奇心
、野望がその枝を曲げてしまった。 

9 私の被造物に対する神聖な愛のゆえに、私は彼らが私の作品を調べ、創造されたすべてのものを利用することを許
し、神がその知恵を子らに隠しているから不当であると主張する理由が決してないようにする。私はあなた方を形作り、自
由意志の贈り物を与え、それを尊重した。しかし、人間はこの自由を乱用し、それによって私を怒らせ、私の律法を冒涜し
てしまった。しかし今日、私は彼にわが赦しの愛撫を感じさせ、わが知恵の光で彼の精神を啓発する。そうすれば、わが子
たちは一人ずつ真理の道へと戻っていくだろう。 

10 私の光である真理の霊が良心に輝いているのは、あなたたちが、今まで正しく解釈されなかったものを理解するた
めに、あらゆる謎があなたたちに照らされる、告げられた時代に生きているからである。 

11 最初の時代に人間が抱いたわが正義に対する誤った概念は、最終的に消え去り、わが正義に対する真の知識に道を
譲るでしょう。神の正義は、最終的に、あなたの父の中に存在する完全な愛から湧き出る光として理解されるでしょう。 

12 人が復讐心に燃え、残酷で、執念深く、許しがたいと考えていた神が、心の底から、自分の子供による犯罪を許し
てくれる父として、罪人を愛情深く説得する父として、痛ましい過ちを犯した者を非難する代わりに、救いのための新しい
機会を与える裁判官として感じられるようになるのである。 

13 人はその無知ゆえに、私に怒りがあると考え、どれほどの不完全さを私に帰したことだろう。怒りだけが人間の弱
点であるにもかかわらず。預言者たちがあなた方に「主の聖なる怒り」と語ったとき、私は今、その表現を「神の正義」と
解釈するようにと告げました。 

14 第一時代の人々 は、預言者がそのような形で語りかけなければ、別の表現方法を理解することはできなかっただろ
うし、放蕩者や自由主義者は、預言者の訓示を真剣に受け止めることはなかっただろう。わが使者の霊感は、精神的発達の
乏しい人々 の脳と心に響く言葉で表現される必要があったのだ。 

15 父の愛と正義がどのようなものであるかを忠実かつ真実にイメージさせるために、私は私の言葉をあなたたちに送
り、イエスを通して私の愛を明らかにしたのである。キリストの中に、謙遜と柔和の王、人間の虚栄心の王冠よりも屈辱的
で苦痛に満ちた茨の冠を好んだ王を見たのである。審判者として、人が慣れ親しんだ方法とは異なる方法で罪人の行いを裁
くのを見たでしょう。もし、あなたが仲間から頬を叩かれたら、もう片方の頬を差し出すように、寛容のしるしとして、柔
和に満ちた態度で接しなさい」という教えをあなた方に与えたとき、彼は赦しを説いたが、その後、その言葉を業によって
確認した。 

16 イエス様の優しい光に包まれた時の罪人の悔い改めは、なんと恐ろしいものだったことでしょう。 

17 その愛のマスターの赦しの影響で、どれだけの奇跡が起きたことでしょう。それは、神の赦しが真実であり、神の
裁きが完全であるためで、それらは神が被造物に対して持っている無限の愛から生じているからです。しかし、人類がその
教え例の意味を理解するためには、教えられたことよりももっと多くのことが明らかにされなければならなかった。こうし
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て、新しい時代とわが霊の新しい啓示が人類に告げられ、その約束の成就がこの光の言葉の中に実現されているのを、あな
た方は見るのである。私以外の誰が、真理と慰めの霊になり得るだろうか。 

18 私はここにいる--

現存し、顕在し、あらゆる霊的な視線に見え、霊の道に沿って光を広げ、時代を超えて啓示されたすべてを理解できるよう
にする。 

19 今、あなたは心の奥底から、「父よ、ついに私はあなたを見た、ついに私はあなたを知った」と言うことができる
のです。しかし、いつになったら私を本当に愛することができるようになるのでしょうか。 

20 私は第二の時代に話したのと同じ表現で、同じ愛と同じ知恵であなた方に話しているのです。あなた方はこの言葉
を糧とし、わが存在を身近に感じながら、至福の時を過ごしている。 

21 私があなたにこの恵みを与えたのだから、あなたの霊から私に向かって愛と感謝の歌が立ち上がります。 

22 人々 よ、精神をリフレッシュし続け、あなた方、人類は、再び私に立ち返り、正しい道に戻るのだ。互いに仕え合
い、私があなたがたにすることをあなたがたの同胞にもしなさい。そうすれば、あなたがたは私に仕え、私を愛するように
なる。 

23 父として、医師として、主人として私を求めなさい、そうすれば私はあなたのすぐそばにいます。私に求めなさい
、そうすれば私はあなたに与えるだろう、しかし、あなたの一日の行動や考えの一つでも私を手本にする努力をしなさい、
そうすれば私は、あなたが私の名によって行うことを実りあるものにするために、自分の責任において行うであろう。 

24 この世での人生は短く、その終わりには自分が蒔いた種について説明しなければならないことを自覚してください
。 

25 わが言葉があなた方の心の底に届き、あなた方が私に従う準備ができたとき、あなた方は私において団結して戦い
、世界が改心して真の道に戻るのを見るまで休むことはないであろう。 

26 人類は恐れ、苦しみ、その苦しみは、あなたの天のお母さんの精神にも届いているのです。その子を苦しめる、彼
女には感じられないような痛みとは何だろう。しかし、彼女のとりなしはあなたを救い、彼女の霊感はあなたを霊性の道へ
と誘うのです。 

27 私はあなたを地上に純粋に送った。だから、あなたは私のもとに帰ってくるのだ。しかし、自分のものであった純
粋さを取り戻すために、どれだけ苦労することになるか。だから、もう誘惑に陥らないように見張り、祈り、瞑想して、こ
れ以上長引かずに山を登り始め、頂上に到達することが必要なのだ。 

28 あなたの魂が仲間に平和のメッセージを届けることができるように、今この瞬間に祈ってください。"求めよ 

さらば与えられん" "求めよ 

さらば与えられん"このことは、わたしがあなたがたに教えたことであり、わたしのことばは、いつでも実現する。 

29 愛する労働者たちよ、私はあなたがたの精神に恵みを与え、それが救いを見出し、ひいては兄弟姉妹を罪から解放
するようにしたのだ。現在、あなた方は、わがプレゼンスにふさわしい存在になるために自らを浄化しているのです。明日
、本当に強くなったら、仲間を罪から解放する手助けをするのだ。私はあなたの霊を愛している、すべてのわが子を愛して
いる、だからあなたの救いのために努力しているのだ。 

30 私はここにいて、あなた方を平和へと誘います。人間も密かに望んでいる平和ですが、ただ、それを求めるあまり
、それに至る道を選んでこなかっただけなのです。平和の秘訣は、わが教えの実践にあることを、私は真に告げます。罪を
犯し、傷つけ、殺し、汚し、冒涜するこの世界が、イエスが教えた教義に生きているかどうか、私に教えてください。そう
すれば、私の教えから非常に遠く離れたところに生きていることがわかるでしょう。 

31 私の教えを時期尚早だと考える人はたくさんいます。しかし、その理由は、彼らの物質化が、私の教えの永遠の意
味を発見することを許さないからです。 

32 私の法は不変である。文化、文明、法律があるのは人間であり、愛と慈悲の業で聖霊が築き上げたものだけが生き
残るのです。それは、あらゆる「一日の仕事」の後、あらゆる試練の後、神の知恵の泉を諮るとき、わが律法の不動の岩と
、聖霊の教えが記された常に開かれた書物を見る者である。 

33 ああ、すべての人々 が、この時代の立ち上がる光を見たいと願うなら--

彼らの心にはどれほどの希望があることだろう。しかし、彼らは眠っている。王家の星が毎日送ってくれる光、創造主から
放たれる光のイメージのようなその光を、どう受け取ればいいのかさえ知らないのです。それはあなたを愛撫し、存在の日
の々闘いにあなたを目覚めさせ、創造の美に鈍感な人は、私に感謝するために少しの間立ち止まることもありません。天の
栄光は気づかないうちに通り過ぎてしまう。彼らはいつも心配で目が覚め、私に霊的な力を求めるために祈ることを忘れて
しまうからだ。また、自然界の泉に身体のエネルギーを求めることもありません。彼らは皆、何のために働いているのかわ
からず、明確な目標も持たずに走りまわっている。この無神経で無意味な生存競争の中でこそ、彼らは魂を物質化し、利己
的にしているのだ。 

34 そして、生命の光である精神の法則を忘れたとき、人は自らを消滅させ、良心の声を聞くこともなく、考えること
もなく、立ち止まることもなく、自らを殺し、パンを奪い去るのである。しかし、もし彼らに現在の生活をどのように判断
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するかと問われれば、過去の時代に今ほど人間の生活に光を当てたことはなかったし、科学がこれほど多くの秘密を明らか
にしたことはなかったと即座に答えるだろう。しかし、彼らは顔の前では幸せの仮面をかぶってそう言わなければならない
が、心の中ではすべての心の苦しみと不幸を隠しているのだ。 

35 人類が目覚め、この夜明けの光を見るとき、わが声はあなたの精神に語りかけることを止めず、痛みは心を浄化す
ることを止めない。 

36 祈りのうちに団結したわが子たちよ、幸いである。今この時、強い者は弱い者を育て、信仰の人は揺らぐ者を励ま
し、父と語ることのできる者は、祈りの方法を知らない者に祈りを教えたのである。このように、初心者は弟子たちを手本
にするのです。 

37 わたしのことばが声の主から発せられるとき、わたしは備え、期待している人々 に会う。そうすれば、わが慈愛は
心に入り、それぞれの必要性に応じて与えることができる。私は、あなた方のうち、悪の救済を求めるためだけに私を求め
る者が誰なのか、また、助けを求めているにもかかわらず、何よりも私の弟子になりたいがために、その必要を忘れている
者が誰なのかを、この私の顕現の瞬間に知る。私がすべての心に語りかける神聖な理解と博愛は、私の言葉をあなたの精神
に刻み込むための火であり、それは忘れがたいものである。私の教えが心の底に届くと、それが種となって発芽し、増殖す
ることを、私は真に告げます。 

38 あなたが初めてわが言葉を聞いたとき、あるいは心に種を受けたとき、あなたの霊に裁きが下る。それは、あなた
が私に示すべき実（あなたの人生）を得たときと同じである。今この時、私はあなた方に地上で魂を浄化する貴重な機会を
与えている。そして、あなた方が永遠の故郷に帰る時には、光と功徳に満ちた穏やかで喜びに満ちた姿で来て、私の平和を
享受するのだ。 

39 世界は、人間が一方では罪を犯し、他方では自らを清める贖罪の谷である。というのも、霊的な世界にいる今、良
心はより明瞭に魂の声に耳を傾けることができるからです。 

40 それに加えて、地上にあるものはすべて霊界にあるものに劣らず純粋であり、地上の方があの世より不純でないと
思われるなら、それはあなたが物質的肉体にいる間に善悪を判断する明晰さの少なさから来る意見に過ぎないことをお伝え
しておきましょう。 

41 私がこの時期にわが霊の教えを明らかにした理由の一つは、あなたの魂が、浄化に進んで服従し、苦しみや試練か
らあらゆる恩恵と光を引き出すことを学ぶことによって、その先に待っている人生へと上昇できるように、そして、かつて
歩むべき道をすでにここで-許される限り-

認識しているようにするためです。魂が（あの世に）帰るとき、自分の行いや過去を恥じることなく、光しかないところに
闇があると信じて、その道につまずいたり迷ったりしないように、この世の人生がどんなに貴重な機会であるか、よく考え
てみてください。この時代の人は、今、霊的な啓示を理解する準備ができているのです。私の言葉は、人類が目覚めるまさ
にその時に来たのです。 

42 もし、あなたがたの行く先で、わが啓示を前にして、その作品や考え方で精神的な後進性を示している人々 を見た
としても、狼狽してはなりません。その時になって目覚めるような言葉を、私はすでに彼らに残しているのだと信じてくだ
さい。 

43 今、あなたが理解できない言葉は、その人たちが理解する言葉そのものなのです。 

44 今日、あなたがたは私を呼んで、"主よ、主よ、私たちのところに来てください 

"と言ったのです。ある者は罪の許しを請うために、ある者は苦しみの救済を請うために、さらにある者は最も少ないが、
わが恩恵に感謝するためにそれを行った。ただちに、私はすべての人のもとに来た。あなたがたが何の目的で私を呼んだの
か、判断するのをやめないで。 

45 もし、すべての人が私を求めるなら、私は彼らにあなたと同じことを言うでしょう。私は、あなたの汚れを見たり
、あなたの罪を裁くために来たのではなく、あなたの訴えを聞き、あなたを苦しめている痛みを和らげるために来たのです
。 

46 私を一時的に忘れた者、あるいはついに私を否定した者は、時に私に会いたい、私の声を聞きたいと願い、私がど
こにいるのか、どうすれば私を見つけられるのかと内心で考えることがあるのです。 

47 神性を必要とするのは精神であり、その光への渇望は肉の牢獄で悲しく嘆く。しかし、その瞬間、「ここにいるよ
」という優しい声を聞くことができるのです。私はあなたを忘れてはいないし、あなたから距離を置いてもいない。私はあ
なた方一人ひとりの中にいるので、自分を取り除くことはできなかった。しかし、もしあなたが私を見つけたいのなら、私
の神殿はどこにでもあります。あなたの寝室、仕事場、道ばた、あなたの内側と外側、あなたが霊性を高める祭壇を築く場
所、あなたの信仰を通して隣人の道を照らす灯をともす場所、あらゆるところにあります。 

48 人が自分の主に問いかけ、心の沈黙の中でその答えを聞くことができたとき、その人は自然が科学の手段で明らか
にすることができるすべてのものよりも大きな秘密を発見したことになるのです。この人は、まさにすべての知恵の源流を
発見した人です。 
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49 痛みと恐怖に駆られながら、主と霊的につながることができ、祈りの中で、直感的な知識の中で、あるいは試練の
中で、主がご自身を現されると感じた人は、自分の内側で準備するたびに、父の存在を見出すことができる聖域を築いたの
です。 

50 この時代の人々 を圧迫する苦しみは、自分でも気づかないうちに、一歩一歩、内なる聖域の門へと導き、その門を
前にして、進むことができなくなり、「主よ、あなたはどこにおられますか」と問うことになるのです。そして、神殿の中
から、"私はいつもここにいる、あなた方の良心の中に "と、主人の優しい声が聞こえてくる。 

51 あなたの成長を助けるために、私の光はあなたの道を照らしている、だから迷うことを恐れてはならない。あなた
方は従順さを身にまとい、わが意志を実行しなさい。そうすれば、わが弟子の一人一人の義務として、偉大な仕事を成し遂
げることができるだろう。 

52 従順に生きる者は、何一つ欠けることがないことを理解しているので、主に何かを求める必要はないのです。一方
、美徳の淵を歩く者は、安らぎが去り、力が足りないと感じるので、適切な時期に尋ねなければならない。そうすれば、精
神の財はこの世の満足のように簡単に手に入るものではないことに気づくでしょう。 

53 私の王国には、常に開かれた扉と用意された食卓があり、疲れた地上を歩く者の到着を待っているのです。私は、
平和の中で、人がこうした心の糧を求めることを、どんなに願ってきたことでしょう。しかし、それを求めると、深い苦痛
を伴うことになる。それでも、食卓は常にその場所にあり、誰もパンを奪われることはない。 

54 かつて罪の泥に身を汚しながらも、主への愛によって自らを清めた者たちに、私の慈悲は人間の悔い改めと再生を
注ぐことを待っているのです。これは、あなた方全員が招待されている宴会であり、あなた方の父は、愛する子供たちにパ
ンを配り、命のワインを提供されるのです。 

55 私が地上に降りてきて人類に語りかけるとき、そのときも警告した。私は、人類が準備不足のまま暗闇に襲われる
ことのないよう、見守り、祈っていてほしいと思いました。しかし、地上の大国は見向きもせず、戦争は彼らの上を通り過
ぎ、彼らの傲慢さと相互慈愛の欠如を罰したのである。見よ、古の国々 が、いかに大きな不幸の重荷を背負っているか。そ
の傲慢さによって、彼らがどれだけ苦しんできたか。今、新しい国々 が生まれているが、そこでも同様に、権力と富への溺
愛によって目がくらみ、かつての経験がそれを阻むこともなく、理性や良心の声にも耳を傾けることもないのだ。自分の力
に自信を持つことに目がくらみ、ついには自分を全能だと信じてしまった。だからこそ、正しいと信じるゴールを追い求め
、息を呑むような速さで奈落の底に突き落とされようとしていることを理解しないまま。 

56 混乱の中で、平和と、妄想の中でもはや自分の良心の正義の声を認識することも聞くこともできない人々 のために
、許しを求めて大空に目を上げる人々 は誰でしょう。平和を愛する者以外、誰がいるのでしょう。彼らは、迫り来る訪問の
日々 に、全人類のために「見張る」番人となるのです。 

57 彼らの祈りは、精神に光を必要とする人々 に平安をもたらす。霊的な祈りは、祈る人の心に届くメッセージであり
、複数の心が一つになって祈ることで、困っている人の上に平和のマントがかかるようなものです。世界の平和のために立
ち上がる人々 が送るこの祈りを、私は地球の多くの地点から受け取っています。 

58 平和のために粘り強く祈りなさい。そうすれば、同じように祈るすべての人々 と一致団結することができるからで
す。人類をとりこにする戦いの上に平和のマントを掲げ、戦いの時間には同胞の上に平和のマントを広げよ。わたしがあな
たがたに永遠の平和を贈り、あなたがたをイスラエル（「強い」という意味）と呼んだことを覚えているだろうか。- 

あなたがたは、わたしがあなたがたに示したことの記憶と、あなたがたの霊が持っていると知っている富とを、心の中で押
さえつけてはならない。私はヤコブに、彼の民が海の砂のように増え、国々 に平和をもたらすと予言した。祈りなさい、愛
する弟子たちよ、あなたたちのうちにわが言葉が成就する。あなたたちは、地のすべての民のうちの祝福となることを宿命
とするわが民の一部なのだから。 

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 105 
1 この言葉から、人々 が霊化への道を見つけることができるよう、地上に残る書物を作るのだ。その中には、その真

偽を否定する人も多いが、その記述がすべて正しいと断言する人も多いだろう。 

2 世代から世代へと、聖霊の賜物はより強くはっきりとその姿を現すようになり、この事実は、最も疑い深く不信心
な者にも現れ、私が過去の時代にあなた方に告げ、この時代に確認したすべてのことの真実の証となるのである。 

3 このとき、わが言葉が、声を発する者の頭脳を通して、どれほど浸透した力で響いたか、あなたはわかっているの
か。また、霊から霊への対話がクライマックスに達したときのすばらしさも、想像を絶する。 

4 視覚の賜物や夢の予言の力によって、霊的な顔の描写を聞いたとき、驚嘆しないか。あなたがたに言うが、あなた
がたはまだ、他の人々 が将来見ることになるものの片鱗を見たに過ぎないのだ。 

5 あなたは直観の才能に驚き、癒しの才能に驚いています。しかし、明日の霊能者のために良い手本を残すことが必
要です。 

6 ヨエルが告げた、人が神の霊をその霊と肉に受ける時が、今ここに来たのです。しかし、それは夜明けに過ぎず、
最初の弟子であるあなた方が良い種を残すことが必要なのです。そうすれば、あなた方の働きは、明日の人生の旅路をさま
よう者たちを励ます良い実りとなり、つまずきになるようなことはないのです。 

7 あなた方は光を受けているので、私が過去にすでに明らかにした教えを正しく解釈する人たちの中にいるのです。 

8 あなた方がわが言葉を徹底的に研究し、それを守ることが、あなた方が後世に残す最高の霊的仕事となる。彼らは
あなたに感謝し、私はあなたを祝福するでしょう。 

9 この時代の最初の人であるあなた方は、後に続く人たちの柱となり、導き手となり、守護者となり、その使命の達
成を享受することになるのです。 

10 仲間を救うために生きろ、そうすれば私はお前を救う。そして、波が轟き、脅威となるのを見たら、祈りなさい。
すぐに、あなたの霊魂に、わが平和のマントがかかるのを感じるだろう。 

11 弟子たちよ、イスラエルの民の胸の中にだけ、わが使者、わが預言者、先駆者、悟りを開いた者たちが現れたと考
えてはならない。そうすれば、私が光と平和と愛のメッセージをもって地上のさまざまな場所に送ったわが使者たちの多く
を否定することになるからだ。 

12 人類は、私が愛の種を蒔くための土壌なのです。これは、私の言葉の播種が行われるとき、実を結ぶのに適した畑
を見つけるために、神の露で水をまいたのです。 

13 神の啓示が人々 を啓発しようとするときはいつでも、その光が人々 に認識されるように、私は彼らに道案内人や預
言者を送って準備させているのだ。しかし、そのような者だけが、霊のメッセージをもたらすわが使者だと考えてはならな
い。いや、弟子たちよ、どんな形であれ、人の間に善を蒔く者は皆、私からの使者なのだ。 

14 このような使者は、宗教界でも科学界でも、あなたの人生のあらゆる道筋で見つけることができます - 

統治する人々 や良い教えを与える人々 の間で。 

15 私の良き使用人は、決して自分の行くべき道から外れることはない。彼の模範は隣人の人生に光の種となり、彼の
作品は他の人々 の模範となるのです。ああ、もし人類が、私が彼らを通して送るメッセージを理解してくれたら......。しか
し、そうではないのです。世の中には、繊細な使命を持ちながら、その偉大な手本から目をそらして、より自分の好みに合
った道を歩んでいる人がたくさんいるのですから。 

16 あなた方の心には、権力と富というつまらない目標を追い求め、民を治める正義と寛大さがない支配者、わが代理
人と称しながら隣人への愛すら知らない人々 、使命の本質である慈悲を知らない医者、正義と復讐を混同し悪用する裁判官
たちがいる。 

17 曲がった道を歩き、自分の中にある良心の灯火から視線をそらす者は、自分のために用意された裁きを全く考えて
いないのである。 

18 また、自分の担当でない仕事を横取りし、そのミスによって、自分が引き受けた仕事を遂行するのに必要なスキル
が絶対に不足していることを証明している人もいる。 

19 同様に、神のしもべであっても、その目的のために遣わされたのではないから、そうでない者もいる。国を率いる
者でありながら、自分の歩みを導くことさえできない者、教える賜物を持たず、光を広めるどころか、心を混乱させてしま
う教師、他人の痛みを前にしても、心に慈愛の感覚がなく、本当にこの賜物を持つ者がキリストの使徒であることを知らな
い博士たちなどだ。わが基本理念はすべて人間によって冒涜されてきたが、今、そのすべての業が裁かれる時が来たのだ。
これは私の裁きであり、それを実行するのは私なのだから。だから、私はあなたがたに言う。愛と赦しというわが戒めを見
守り、実行しなさい。 

20 あなたは神の種の所有者であるイスラエルの民に属すると、私はあなたに言いましたか？そして、愛と平和と光の
種を運ぶにふさわしい存在となるよう、自分自身に磨きをかけてください。 
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21 今日、私が教えたことを振り返り、私が定めた道から外れないように、自分に関係ない仕事をしないように、自分
の能力の使い方を間違えないようにしなさい。もし、あなた方が私の教えをすべて聞いた後で、私が指摘した誤りを犯すな
らば、あなた方の裁きは、その生涯において、あなた方が受けた教えが含むような光の教えを知らなかった者のそれよりも
厳しくならざるを得ないからです。 

22 最愛の人々 よ、増殖し、忍耐し、使命を果たせ。 

23 私は、魂が迷うことなく、安全に自分の道を進むことができるように、魂の道に光を灯したのだ。 

24 この光は、霊的な良心の光であり、裂け目を照らし、藪の中で待ち伏せしている狼を発見するものである。 

25 すべての人が安全な道を歩いているわけではありません。道を見失った者、さまよえる旅人、明確な方向性を持た
ない存在がたくさんいるのです。私が彼らの道を横切ったとき、「どこへ行くのですか？あなたは何を、誰を、求めている
のですか」彼らは頭を垂れて私に言う。「先生、私はどこへ行くのか、私の足はどこへ行くのか、私が求めているものは何
なのかわかりません」。そして、「私についてきなさい」と言った。彼らの心に入ったこの一言は、希望の光、信仰の炎を
灯し、私の道をたどる新たな勇気を与えるに十分であった。なぜなら、彼らは私に従い始めた瞬間から、未知の力を感じ、
それが一瞬たりとも離れることなく、自分の運命に対する無条件の信頼を感じるようになったからです。 

26 この言葉を聞いた皆さんには、この道を歩むようにという誘いによって、私は皆さんに精神的な満足と喜びを提供
するだけでなく、試練や教訓、償いの経験も提供していること、同時に高い力が流れ込んで試されている者を強くすること
、この力こそが人生の全行程で旅人が寄りかかるべき杖だということを理解していただきたいのです。この力には、信仰、
愛、従順、信頼など、すべてが含まれています。 

27 これから師匠について行こうとする弟子たちよ、このことを意識して、人生の道に試練が訪れたとき、"私はすで
にその準備をしている、師匠がそれを指摘してくれている、師匠の神の助けによって通過する自信がある 

"と考えることができるようにしなさい。もし、あなたが、強く、上向きの精神で、これらの教訓を利用するならば、どん
な試練も無駄でないことがわかるでしょう、と、私はあなたに言います。人の運命も、家族の絆も、民族の苦悩も、その一
つひとつに深い意味があり、人生の大きな教訓となることが多いからです。今この瞬間に、試練から解放されたと誰が言え
るだろうか。誰もいない、精神的な償いの時だからだ。 

28 現実に目を開き、わが言葉を聞き、この時代におけるわが顕現の証人となるとき、あなた方が引き受ける責任を自
覚しなさい。 

私の言葉を聞き、他人のことを考えずに自分の霊的な必要を満たすことに満足してはいけないと言いたいのです。もし、あ
なたが精神的歓喜に浸っているまさにその時に、何百万人もの同胞が殺し合いの戦争の火の中で戦い、絶望し、倒れている
と考えたら、この満足感は完全なものとはならないでしょう。 

29 私の教えは、世界の平和と精神化を支持するために、あなた方が対決するための準備です。私の教えは、あなた方
がこの救いの業に協力するために、何をすべきかを教えているのです。そうすれば、あなたの霊は、私の愛の業に協力する
者にもたらされる平安と満足をますます経験するようになるでしょう。 

30 なぜなら、その道では、あなたの同胞が、あなたからの慰めを含む言葉や、彼らの心に私の光のメッセージをもた
らす言葉を待っているのですから。しかし、もしあなたの心が、彼らがあなたの方を向いたときに、いつもの硬さに戻って
しまっていたら、あなたのものではない、彼のためのものである私の光、私の平和、私のやさしさをあなたに求めた彼の内
面を見ることさえできないでしょう。 

31 人間に対する愛の欠如が罰を受けずに済むとは思わないでください。もしあなたが霊的な義務に違反するようなこ
とがあれば、大勢の人々 があなたの共同体の懐に入り、あなたが隠したり差し控えたメッセージを知るとき、彼らは内心、
これが私の新しい使徒なのかと思うでしょうし、私の教えに通じた他の人々 は、神の命令をいかに果たすべきかというレッ
スンをあなたに授けることでしょう。 

32 私は、あなたが眠ってしまわないように、また、あなたがまどろみの中で驚かないように、このように話さなけれ
ばならないのです。私はあなた方に戦うよう呼びかける。そのために、私はあなた方に、常に有効である私の模範を示す。 

33 誰も、自分の行く手に大きな障害があり、任務を遂行することができないと言う者はいない。もしあなたが、父の
意志なしに木の葉が動くことはないと信じるなら、あなたがたが障害と呼ぶものを乗り越えて自分の使命を遂行することも
理解しなければならないのです。 

34 これらの場所にいるだけですでに霊的な任務を果たしたとか、私の教えを語るだけですでに私に仕えたという考え
方は持たないでください。あなたの活動領域は非常に広く、あなたの道には愛を実践する機会がたくさんあるので、種をま
くのに適切な機会を見つけるために力を尽くす必要はありません。しかし、あなた方はこのようなことに注意を払わず、そ
のため、自分の前に障害が多すぎて果たせないと言っているのであり、自分の霊的な任務のすべてを理解していないのです
。 

35 愛し、仕え、役に立ち、救い、慰め、自分の人生を美しい手本、実践的な教訓とし、人々 があなたを見習うように
するのです。そうすれば、仲間にスピリチュアルな光を放つことができるのです。あなた方が私の教えを語るとき、あなた
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方は霊性化の種をまくという使命を果たすことになるのです。しかし、虚栄心を含んだ作品は決して発芽しない不毛な種と
なることを自覚し、謙虚な姿勢で行うこと。 

36 私が忠告する機転と誠意と正義をもって生活の中で働けば、あなたが祈りの中で私に語る硬い心もあなたの徳によ
って柔らかくなり、上級霊はこの世のあらゆる些細なことに勝るので、この使命の遂行を妨げることは決してないと信じる
ようになることを保証します。 

37 自分の嫌いな人を悪く思ってはいけないし、自分のことを理解してくれない人を恨んではいけない、自分が隣人に
対して持っている最も内面的な感情も、精神的には相手に伝わるからだ。 

38 私はこの時代、あなた方に私の弟子となるための多くの便宜を与えている。あなた方は両親や配偶者や子供たちを
置いて、私の教えを広める国々 に行く必要はないし、通りや広場で大声で説教する必要もなく、布教活動の最後には必ず血
の足場が待っていると恐れる必要もないのである。私も使徒たちもこの道を通ったが、その血が道を清め、新しい弟子たち
がこの道に引っかかることがないようにしたのだ。このメッセージの霊的な意味を理解し、それを実感して自分の人生にシ
ンプルに適用し、わが言葉を本当に生きるようになればいいのです。 

39 私は精神に物質に対する力を与え、試練に勝って道の最終目標に到達できるようにしたのだ。しかし、その苦労は
大変なものでしょう。なぜなら、人間は自分が信じている世界で唯一の王国を作ったので、自分と自分を取り巻くすべての
ものとの間に存在すべき調和を破壊してしまったのです。彼はその誇り高き王座から、すべてを自分の科学の力に服従させ
、自然の要素や力に自分の意志を押し付けようとしているのだ。しかし、彼はこれに成功しなかった。ずっと以前に、彼は
霊的な法則との友好の絆を断ち切ってしまったからだ。- 

さて、私がここにいる人々 に、自然の力は彼に従うことができると話したとき、これを信じなかった人々 がいました。そし
て、私は、彼らが疑う理由があると言います。なぜなら、自然は、彼女を軽視し、貶め、あざ笑う人々 に従うことは決して
ないからです。一方、精神と物質の法則と調和して生きる方法を知っている人、つまり、自分を取り巻くすべてのものと調
和して生きる人は、その生涯において創造主と一体となり、存在するすべてのものの創造主である父親に従うすべての子供
の義務であるように、自然の要素が自分に仕えて従うことによって、価値あるものとなるのである。 

40 私は、この会衆がそのような奇跡を実現するために必要な霊的高揚を達成したとは言っていませんし、現在すでに
物質と霊の調和を達成しているとも言っていません。私はただ、精神化によってこの目標に向かって努力することを勧める
だけです。 

41 あなた方の信仰を励まし、わが言葉の真理を証明するために、私は時々 あなた方とともに奇跡と呼ばれるような働
きをしますが、それはたとえ短期間であったとしても、普遍的な調和の中に身を置く方法を知っていた者に対する報酬に過
ぎないのです。 

42 地球に最初に住んだ人類の歴史的伝承は、代々 受け継がれ、『先代旧事本紀』に書き残された。それは、地球に最
初に住んだ人間たちの生きたたとえ話である。純真無垢な彼らは、大自然の愛撫を感じることができました。すべての生き
物の間に友好的な関係があり、すべての生き物の間に無制限の兄弟愛があったのです。その後、人間の情熱はその生活から
人々 を遠ざけ、精神性の欠如によって失われたものを科学によって取り戻そうとした。こうして人類は、生きるために必要
なものを自然の要素や力から奪っていかなければならない現代に至ったのである。 

43 科学を利用することを禁止するわけでもなく、非難するわけでもない。私はただ、人々 が私の教えによって、自分
が知っている知識よりも高い知識が存在し、それは愛を通じて到達できるものであり、それが私のすべての教えの本質であ
ることを理解してほしいのだ。 

44 人間よ、あなたがたの生きているこの時代は、混乱に満ちていることを、どうして私が告げなかったのだろう。ま
た、私の光は勝利を収め、その輝きに耐えることができる暗闇はないことを伝えます。そうすれば、御父は面会の時に決し
てあなたを見捨てないということが理解できるでしょう。 

45 多くの民族が物質化の深い淵に落ち、また落ちそうになっているが、その痛みが深い眠りから目覚めさせるのであ
る。 

46 栄華を極めた後、衰退し、苦痛と悪徳と不幸の闇に沈んだ国々 がそうである。今日、死と混沌に向かって盲目的に
走っているのは、一国ではなく、全人類である。国々 の傲慢は、わが正義によって痛めつけられる。ニネベ、バビロン、ギ
リシア、ローマ、カルタゴを思い出せ。その中には、神の正義の深い実例があります。 

47 人が権力の笏を握り、その心を不浄と傲慢と狂気で満たし、民を堕落に引きずり込むたびに、わが正義は近づいて
その権力を剥奪してきた。しかし、同時に私は、彼らの魂の救済への道を照らす松明を、彼らの前に灯したのです。試練の
瞬間に、自分の力に任せてしまったら、人間はどうなってしまうのだろう。かつて偉大であったのに、今は廃墟と化してい
るすべての民族に目を向けよ。彼らは新たに花開くだろう。しかし、傲慢や地上の偉大さを求めるのではなく、私の教えが
広めた正義と美徳に触発された理想が彼らを再び立ち上げるのだ。その廃墟から新しい国々 が生まれ、その教会と偶像の廃
墟の上で、彼らの神に真の礼拝を捧げるのだ。 
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48 プライドは傷つき、罪は痛みによって洗い流された。しかし、取り除くべき汚れはまだたくさんあり、地上の人間
の生活がいかに純粋になったとしても、この惑星が霊魂の永遠の故郷になることはないことを忘れてはならない。これを信
じる者は、わが言葉を悪く解釈しているか、人生の真の意味を理解していないのである。 

49 この世は常に魂の仮の住処であり、魂の浄化、発展、完成に至る途中の段階に過ぎないのです。あなたを永遠に受
け止めるために待っている人生は、違うのです。 

50 ある者はわが意志を祝福し、ある者は苦痛に直面し、その苦しみを神罰や運命の不公平のせいだとする。それなら
、私があなたを無知から解放し、真理の核を明らかにする必要があります。 

51 あなたが肉体に生きている間、魂は前世の暗い汚れを浄化している。だから、あなたが地上の苦しみに忍耐強く耐
えられるように、すべてを明らかにする必要があったのだ。 

52 人類の誕生以来、愛と正義の法則として、また父なる神がその無限の慈悲を示す方法の一つとして、魂の輪廻転生
が行われてきたのです。輪廻転生は今に限ったことではなく、いつの時代にもあることで、私が今になってその謎を解き明
かしたと考えるべきでもありません。すでに太古の昔に、人間には魂の再実体化に関する直感的な知識が存在していたので
ある。しかし、物質的な科学や世の中の宝物を求める人々 は、肉の情熱に支配されることを許し、人が霊的なものを知覚す
る心の繊維を硬くしてしまい、人は霊に属するものすべてに対して耳が聞こえず、目が見えなくなってしまったのです。も
し彼らの心がその意味を理解できず、彼らの心がその本質を理解しないなら、過去の時代に私があなた方に啓示した律法と
教えを含む聖書に目を留めても、何の役に立ちましょう？人々 の感性、霊的直感が衰えているため、それらのテキストに私
の真理を求めると、たいてい誤った解釈に陥ってしまうことを自覚してください。目の前に光があるのに、教えの核心に迫
ろうとせず、文字、つまり外見にこだわって、しばしば誤りに陥る。しかし今、私は謎と暗黒の場所に光をもたらし、皆さ
んを混乱と誤りから解放するためにここにいるのです。 

53 わたしを呼ぶ者は幸いである。それによって、彼らは愛と知識へのあこがれを証明したのだから。彼らは、私の助
けの愛が彼らを助けることを経験しました。しかし、この間に知りたいことのすべてを一度に受け取れるわけではないこと
を自覚する必要があります。あなたが望むものをすべて受け取るためには、あなたが祈り、瞑想し、私の教えを実践するこ
とが必要だからです。 

54 自然の中に知識の光を求める人も、霊的啓示の中にわが知恵を求める人も、他の道では発見できないすべての真理
を見出す道を自分の足で歩かなければなりません。そのために、私はあなたの魂をこの地上に次々 と送り込み、その成長と
経験を通じて、自分の中にあるもの、自分を取り巻くもののすべてを発見させるようにしたのだ。 

55 もしあなたが望むなら、私の言葉を徹底的に調べ、その後、彼らの視点から人生を研究し、観察し、私があなたに
言ったすべてのことに含まれる真実を確かめることができます。 

56 今、私が話していることと、過去に明らかにされたことが矛盾しているように思われることがあるかもしれません
が、そんなことはないのです。間違っているのは国民の方です。しかし、これからはすべてが明るみに出る。 

57 もしあなたが、このような私の教えの理解の仕方で攻撃されていると感じるなら、心配しないでください。本当に
あなたに言いますが、まだ誰も正しい知識の中に立っていません。 

58 わが教えを学び、祈りによって光を得て、善を生活の規範とすれば、思いがけない瞬間に、わが霊の真の啓示であ
るインスピレーションと思考に驚かされることを経験することだろう。 

59 私からの霊感が届くと感じたら、決して自分を他人より偉いと思わないように謙虚な姿勢を示し、私が光を送った
その愛で、同胞に光を分け与えるようにしなさい。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 106 
1 弟子たちよ、ここにあなた方の主人がいる。私はあなたから多くの秘密のベールを取り去るでしょう。求めよ、求

めよ、さらば与えられん。しかし、必要以上のことを私に尋ねてはならない。 

2 なぜなら、あなた方の霊魂は、その霊的発展が許す以上のことを理解したり、把握したりすることができなかった
からです。しかし、わが言葉は同じであり、不変であり、永遠である。それは、生まれたあなたの精神が、成長し、完成に
至るまで発展していくことです。神霊には始まりもなければ、終わりもない、不変の存在です。 

3 あなたの霊は、私の偉大な教えを人類に伝えるために、私が手段や道具として使ってきた民の一部なのです。父か
らこの民に与えられた啓示は3つある。第一の教えは、この民族の幼年期である「第一時代」の「正義の法」、第二の教え
は、この民族がやっと精神的青年期に達した「第二時代」に明らかにした「愛の法」、第三の教えは、私が「第三時代」と
呼んでいる現在の時代に与えるこの教えであります。その中で私は霊的法則の全容を明らかにします。この法則は、過去の
時代にあなたに示されたすべてのもの、そしてあなたの霊が知り、所有する必要のあるすべてのものを包含しています。精
神的には青春の時を迎えていますね。 

4 あなたは常に進化しているのだから、なぜいつも同じレッスンをしなければならないのか？だからこそ、わが隠さ
れた知恵は、いつの時代にも、より深い秘密をあなたがたに明かすのです。 

5 この時代に蔓延する物質主義と悪の観点から、あなた方は私の新しい教えを理解し、それを実行し、生きていくた
めの十分な霊的理解力があるかどうか疑っているのです。人類の物質主義、その悲惨さ、悪徳、権力への邁進の向こうには
、長い発展の旅と困難な闘争を経てきた精神があり、精神に属する正義と愛の道へ力強く出発するために、ただその偽物の
衣を脱ぐ時を待っているのです。 

6 人間科学は、人間がこの時代に到達した精神的な適性を物質的に表現したものである。この時代の人間の仕事は、
知性の産物であるだけでなく、精神・魂の発達の産物でもある。 

7 霊的な青年期に弟子たちと出会った師は、すでに新しい教えを理解できるほど準備が整っており、人間への愛の証
として、3つの神の啓示を1冊の本にまとめるのです。あなた方が三位一体を自称するのは、この三つの時代の教えの種を
あなた方の精神に宿しているからです。とはいえ、この時代、すべての人が私に従うわけではなく、私の言うことを聞く人
もいない。すべての人が目覚めているわけでもなく、自分の人生で受けた試練の使い方を理解しているわけでもないからだ
。霊的な教えに無関心な人、停滞にとどまっている人、間違いにとらわれている人、それぞれが目覚め、良心の声を聞く時
が来るように運命づけられているのです。 

この間、わが言葉を聞いて震えた人々 は、わが新たな顕現を待ち望み、わが再訪の約束を覚えていた人々 であった。ち
ょうど、迷える者が道を探し、旅を続けるために、深い夜の中で夜明けを待っているように。 

8 今日、この物質的な形で聞かせている私の声は、やがて聞こえなくなる。その時、私はあなた方の作品に、私の蒔
いた実を見ることになる。 

そうすれば、あなたがたが飢えを感じたり、（霊的に）困っている人が頼みごとをして近づいてきたりしても、あなたがた
はパンを食べることができ、父が亡くなって相続財産を残さなかったと言うことがないであろうからです。 

このような時、あなたが私の神聖な恵みの必要性を感じるとき、あなたの霊に避難し、助けを求めてほしい。そこには
私の思いやりのある愛が置かれた多くの宝物があるからだ。また、私の種が豊富にあり、あなたがそれを蒔くために畑を準
備するのを待っているのを見つけるでしょう。この畑を耕し、種を見守ることを教えたのは、私です。明日、あなたの霊は
その働きの実を、父に捧げ、その穀倉に納めるにふさわしい収穫としてもたらすであろう。 

9 この間に与えられたわが言葉が、地表から消えたように見える短い期間があるだろう。そして、人は霊的な教義を
発明し、新しい法律や戒律を教え始めるでしょう。彼らは自らを主人、使徒、預言者、神の使者と名乗り、一時的に語らせ
、種をまかそう。私は彼らに種を蒔かせ、実を刈り取るとき、彼らが何を蒔いたかを知ることができるようにする。時間と
自然の力は、彼らの種蒔きの上を通り過ぎ、その歩みは、この人間の子供たち一人一人への裁きとなるであろう。 

10 世界が真実を知るためには、欺瞞を知ることが必要なのです。そうすれば、私がこの時代に手渡した真理と生命の
本質が、すべての純粋さと霊性をもって、人々 の間に再びよみがえるでしょう。 

11 国を率い、教義を作り、それを国民に押し付ける人々 を見よ。誰もが自分の教義の優位性を宣言しますが、私はあ
なたに尋ねます。その結果、どのような成果があったのでしょうか。貧困、苦しみ、破壊、死という後遺症を伴う戦争。そ
れが、この地球上でこの理論の支持者たちが得た収穫である。 

私は人間の意志の自由に反対していないことに注意してください。しかし、その自由を害することなく、良心は正義、
慈愛、理性から離れる者の心に絶え間なく語りかけていることをお伝えしなければならないのです。 

12 人間の生活でも、自分の行いの結果がいずれ審判として明るみに出るようにすることで、自分のまいた種がどのよ
うな実を結ぶかを理解させる。この裁きの後、すべての人は私を求め、そして、私の言葉があらゆる年齢と文化の人々 に適
応することを発見するのです。なぜなら、神聖な言葉、私の教えは、永遠であるため、特定の時代に属するものではないか
らです。 
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13 私の教えは、精神に力を与え、あらゆる試練に打ち勝たせる。その数は、すべての被造物の運命に記録されている
のだ。なぜ縮こまるのか？目の前にそびえる山を前にして、なぜ絶望するのか。このような障害を乗り越えた先に、自分の
求めるゴールがあることを知らないのだろうか。 

14 あなたの肉体の弱さを、私はまだどれほど見ていることか。自然の力が無礼な姿を見せれば呪い、体に痛みがあれ
ば絶望し、仕事に追われれば我慢ができなくなり、暑さや寒さにも腹を立て、夜の闇には恐怖心を抱く。低次の情念を呼び
起こす肉の要求によって、あなた方が自らを導くとき、どうして絶望しないのでしょう。いつになったら、愛のわざで私の
教えの真理を証しする良き弟子となるのでしょうか。 

15 キリストの弟子となることは、地上の物質から離れすぎることを意味しない。悪いことや余分なことから離れよと
いう意味だが、この世の義務や楽しみから目を背けてはいけない。私は、あなた方に狂信者になってほしくないし、肉体の
まま精神的な奴隷になってほしくないのです。イエスの良き弟子とは、神のものは神に、「皇帝」のものは「皇帝」に与え
る術を心得ている者である。 

16 我が民を待ち受けているのは困難な対決であり、その道中で人々 の精神と知性の高度な発達に遭遇するからである
。だからこそ、この私の宣言の時に、誰にも惑わされないように、自分を成長させてほしいのだ。わが言葉には、学問のあ
る者の知性よりも多くの知恵があり、地上のあらゆる書物に見出すことのできない知識があることを知り、わが言葉に絶対
の信頼を寄せよ。 

17 愛と平和をたゆまず蒔き続けることです。そうすれば、霊的な道を整えることができます。そして、死が突然肉体
に近づき、霊がすでにその道の大部分を覆ってしまったとき、同胞への愛の業の功労がどれほど自分を高めてくれたかを、
至福のうちに見ることができるのです。 

18 皆さん、私の教えにどっぷり浸かると、古い習慣や風習を捨て、新しい、より純粋な、より霊的な生活に入ること
になることに気づいてください。心の底から湧き上がるような新しい世界です。 

19 わが言葉は、どれほど多くの謎を解き明かし、どれほど多くの誤った解釈を正したことだろう。同様に、あなた方
は世の中の道に入って、同胞にわが律法を説明しなければならない。私はあなたに言います。私はナザレを去らなければな
らなかった、そこで信仰を見つけるために。 

20 私の霊的な賜物を受けたあなた方の中には、親や子や兄弟姉妹でさえも疑っている人たちがいるので、私はこのこ
とを告げます。あなたがたの中には、私の教えを証言したために、魔術師、魔法使いと呼ばれた者たちがいる、私のように
。ある者はより近い故郷に留まらねばならず、またある者は故郷や国を離れて他の民族にわが言葉を伝えねばならないから
である。 

21 この国は、苦しみによって実を結び、わたしの種を受け、芽を出した。わが教義を他国に持ち込めば、いかに早く
発芽して広がるかわかるだろう。それらの国では、あなた方は預言者であり、使者であり、それ故に信仰を見出すことがで
きるのです。 

22 私の光は地球の端から端まで広がり、全宇宙を照らしているのです。神霊の光は、すべての存在に語りかける言葉
です。あなた方は人間として、人間の知性を通してわが言葉を受け取っているのです。あなた方が天使と呼ぶ者たちには、
わが声を神聖な霊感という形で届かせる。そして、あらゆる世界や霊的な家では、その住人の発達の度合いに応じて、わが
声を聞かせ、わが身を理解させるのである。 

23 天使に話しかけるように、あなたにも話しかけたい--

あなたが天使のような純粋さを持っているからではなく、この恵みを享受し、その威厳の中でますますそれらの存在に似せ
てほしいからです。スピリットからスピリットへの対話は、すべての存在とすべての世界をより近づけるでしょう。そのた
めに、私はあなた方に一つの言語、一つの光、一つのタイプの対話を与えます。 

24 あなたにとって、スピリチュアルなコミュニケーションの時代が始まっているのです。しかし、その一歩、一歩を
踏み出すたびに、この道を歩み続ける勇気が湧いてくるはずです。 

25 人間の声を通してのわが顕現を喜ばなかったのか。あなたは、理解という能力を通じて、精神世界の存在を喜ばな
かったのですか？これは、あなた方がこれから達成する精神的な対話のための準備段階だったのです。そして、あなたが祈
りの沈黙の中で私の声を求めるその瞬間、あなたが感じる平和と受け取るインスピレーションは心を癒してくれるのではな
いでしょうか？ 

26 あなた方は、わが霊感とわが啓示を受けたので、やがて来る平和の時代を知っている。しかし、この時代にわが声
を聞かずに、普遍的な調和を夢見て、それがあなた方に来るかどうかわからずに憧れている者がいる。それは、彼らの中で
語る不吉な予兆だ。 

27 科学者でさえ、霊的な贈り物による意見交換を予感している。それは、彼らが人間の内部を絶えず研究し、突き詰
めていく中で、別の世界に属しながらも人間の中に生きている存在、すなわち魂の存在を発見したからである。 

28 今日、私は皆さんに言います。この道から外れないように、よく考えて歩いてください。父なる神が語り、全霊的
宇宙がその声を聞いて理解し、あなた方が同じようにお互いを理解するとき、あなた方の至福は非常に大きなものとなるで
しょう。 
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29 父の愛を心で感じてほしい。この愛は、わが霊からあなたに降り注いでいる。しかし、あなた方はまだ真の精神の
結合に至っていないので、私はこれらの生き物を通して、誰にでも理解できる平易な言葉であなた方に語りかけているので
す。わが言葉を最も単純化してあなたがたに知らせることは、わが意志である。そうすれば、あなたがたは容易にその本質
を発見し、ほとんど役に立たない混乱した言葉の奔流の中で自分自身を見失うことはないであろう。 

30 そうすれば、わが教義を説明しなければならないとき、あなたの唇から、わが言葉の澄んだ流れが出てくることで
しょう。もし、あなたが私の霊的教えを科学的、哲学的な言葉で説明したとしたら、世間に感銘を与えることはできないし
、あなたの仲間もあなたを理解できないし、私の教えが何であるかを正しく伝えることはできないでしょう。私がイエスに
おいて世に語りかけたとき、学者や哲学者や科学者の言葉を使って、あなた方に天の御国を語りかけたのではありません。
私は、あなた方の言語の最も簡単な表現を使いました。超自然的なものを最もよく表現するのは、これらの表現だからです
。私は、たとえ話を使い、あなたがたの身近なものに言及しました。 

31 本当に言っておくが、イエスは人から何かを学ぶ必要はなかった。そうすれば、私は神の師ではなく、人の弟子に
なっていただろうから。もし、キリストが神学者や神智学者や賢者から教えられたと言った人がいるとすれば、その人は真
実を語っていない。なぜなら、キリスト以前、そしてキリストが地上で生きている間、キリストがこの世に生まれ、生き、
そして死ぬことを教えるような教えは存在しなかったからです。しかし、天の教えはこの世から学べるものではなく、イエ
スの教えは永遠の御霊の国で有効な真理であることを、あなたがたにも同様に告げます。 

32 人は単純なものを複雑にしようとするのと同じように、物質的な自然に内在する構成や物質を神の中に見出そうと
するのだ。物質も形もない霊的なもの、神的なものが、全体であり、始まりであり、終わりであり、真理であり、永遠であ
ることを発見したとき、彼らは大きな驚きを覚えることでしょう。 

33 人々 はいつも地上の栄光に忙殺され、現世の先にあるものを祈り、霊的に思索することの重要性を考えることなく
、自分自身の本質を発見することができたはずです。祈る者は父と語り、求めると直ちにその答えを受ける。人々 が霊的な
ものに無知なのは、祈りの欠如の結果である。 

34 この地上では、バビロンの言語の混乱をなくすことができなかったので、民族が団結することも愛することも知ら
なかったので、私はわが家族を霊の故郷で団結させるのです。頑迷固陋な罪人たちは、霊的に私の前に現れ、その裁きを受
けるとき、その悟りと悔い改めは、地上でその罪が大きかったのと同じように大きくなる。 

35 あなたがたのもとを離れて、あの世に旅立つ者のために祈りなさい。すべての者が道を見つけることに成功するわ
けではなく、すべての者が霊的に上昇することができるわけでもなく、すべての者が短時間で平安を得ることができるわけ
でもないのだから。 

36 ある者は物質的な生活*の強制の下で精神的に生き、ある者は激しい後悔に苦しみ、ある者は無感覚のまま肉体と
ともに地中に埋まり、さらにある者は愛する者、この世に残った者から離れることができない。嘆きと利己主義と人間の無
知が彼らを拘束し、物質に縛り付け、平和と光と前進を奪うからだ。 

* つまり、亡くなった人の魂は、まだ自分が人間として物質界に居ると錯覚して、地上に生きているのです。 

37 まだ自分のものでないこの世にいる魂に前進を許し、現世で所有し愛した品々 を手放して、真の遺産が待っている
無限大に魂を引き上げさせるのです。 

38 恨まないで、亡くなった人の悪行をもう考えないようにしましょう。あなたの前にひざまずいて、あなたの許しを
乞うようなことは望んでいない。 

39 人類はなんと盲目なのだろう。 

40 自分を知り、私を知ることで、愛の道を歩むことを学び、私にふさわしい行いをすることができるようになるので
す。見よ、わたしはあなたがたにわたしのことをよく知ってもらい、あなたがたの父のようになるようにと願っている。 

41 あなた方は皆、私のもとに来なければならない。ある者は早く、ある者は遅く、しかし皆、必ず到着するのだ。あ
なた方はすべて私の神聖な光の火花であり、私自身の一部なのですから、そうでないことはありえません。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のです。 

42 あなたは、いつでも私に赦してほしいと願っているのに、仲間を赦すのに時間がかかったり、赦すのを拒んだりす
るのですなぜ、あなたは精神的に素晴らしい能力を持っているにもかかわらず、奈落の底で滅びようとするのですか？ 

私の言葉は、あなた方の心を啓発するために、この時期にやってくるのです。あなたは書物に真理を求めましたが、心
のための娯楽はあっても、精神のための利益はなく、弱さや疲れを支える糧や励ましはありませんでした。 

43 私は、あなたがたが理解できるように、科学的あるいは言語学的に選ばれた形で、わがことばを与えるのではない
。しかし、そのシンプルさの底には、人間にとって大きな知恵と光の宝庫が隠されているのです。 

44 あなたがたは、これほどまでに私を求め、あなたがたの心が私を待っていたのだから、私は今ここで、あなたがた
のもとに帰るという約束を果たし、あなたがたの熱心な願いに応えているのだ。 

45 私の神霊は、あなたの体の影であるかのように、世界のあらゆる方法であなたについて行きます。喜びも悲しみも
、葛藤も安らぎも、すべてを知ろうとしてほしい。しかし、あなたがこの世で見つけられずに無駄に求めていたものがあっ
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た。その何かは、私としか見つけられないからだ。私の知恵だから、あなたの霊は私の声を聞いたとき、探していたもの、
つまり真理をようやく見つけたと感じたのです。 

46 そうです、皆さん、私はあなた方の始まりであり終わりです、アルファでありオメガです。今この時、私は多くの
新しい教訓をあなた方に明らかにしますが、私はあなた方が持つことのできるものを与え、あなた方自身が偉大であると傲
慢になったり、誇らしい優越感で人々 に見せびらかしたりしないようにします。自分の作品をうぬぼれる者は、まさにこの
うぬぼれによって作品を破壊することを、あなたは知っているはずです。だから、あなたがたの仕事が愛の実を結ぶように
、沈黙のうちに仕事をするように教えたのです。 

47 お世辞は、あなたの高貴な気持ちを破壊する武器だから、拒否しなさい。それは、私があなた方の心に火をつけた
信仰を殺す剣である。 

48 自分の核となる祭壇を人に壊されるなんて、許せるわけがない。 

49 この民の懐に大いなる業が行われたことを、私は知っている。たとえ、あなた方の名前が世に知られていなくても
、私が知っていれば十分だ。 

50 あなたの作品の本当の良さや価値は、私だけが知っているのであって、あなたでさえ判断できないのです。ある時
は、小さな仕事があなたにとって非常に偉大に見えるでしょうし、またある時は、その功績が私に届いたことにさえ気がつ
かないでしょう。 

51 謙虚に、人間の尊厳に強くなれば、滅びることはない。そのための武器は与えてある。戦えば、一戦も負けること
はない。あなたの額を飾る月桂樹は、あなたの父の愛の接吻となるでしょう。 

52 無気力から解放された後、再び無気力に陥らないように。灯りをともして花婿を待つことを知らなかった不貞のお
とめたちのようであってはならない。以前の目覚めが苦かったとすれば、次の目覚めは比較にならないからです。 

53 あなたの相続財産を守りなさい。そうすれば、あなたからそれを奪う者はいない。 

54 人びとよ、このみことばを通して私があなたがたに教えを与えるとき、あなたがたの間に私が存在するのは短い時
間である。そうすれば、物質的な貧しさや貧弱さのために、あなたが人類に比べて非常に小さいと感じたときに、無限の霊
的価値を持つ遺産を持っているということがわかり、恥ずかしがらずに顔を上げ、臆せずに唇を開いて、わが言葉を伝える
ように励まされるからです。これこそ、わが意志があなたがたに望んでいる唯一の偉大さ、すなわち霊の偉大さなのだ。 

55 もしあなたが、ある人は盲目で、ある人はハンセン病で、またある人は飢えているというように、あなたが悲惨に
見ている多くの人間が、健康や権力や学識を誇る人よりも、しばしばその精神に光と成熟を持っていることを理解しさえす
ればいいのです。だから、金や名誉や家のために努力してはいけない。平和・健康・徳の実現に努力する。 

56 わが高き計らいの中で、あなた方が人の指導者、助言者となることは予見されている。父の種を人の心に届けるに
ふさわしい者となるよう、自らを鍛えなさい。強大な「木」が増え、そこから枝を切り出し、わが子たちがわが言葉を聞き
たいと切望している地方に、わが働き手によって運ばせる。 

私の教えが詳しいのは、大勢の人々 が私に話しかけ、説明を与え、世の中の苦しみや悲惨さを忘れさせてくれるように
と頼むからで、そのため私は、人々 が時間の経過や疲労を感じることなく、より長い間彼らの間に留まっているのです。そ
うしてこそ、ようやく私の教えを自分のものとし、その意味を理解し、納得することができるのです。 

57 ここにいる大勢の人々 が、その素朴さと謙遜さのうちに、精神と道徳に満ちたこの時代の福音を運ぶために旅立つ
とき、どんなに輝かしいことでしょう。また、子供たちを裁く立場にある父親には、彼らを赦し、愛するように、母親には
、子供たちを愛するために腕を広げ、胸に押しつけるように、子供たちには、両親が地上の私の代わりであるから、彼らを
尊敬し、両親に逆らわないように、諭すのである。正義がなければ、どうして魂は上へ上へと進化していくのでしょう。 

58 明日は、自分の言葉を行動で教え、確認しなければならない。しかし、今からでも、あなた方の人生に高い道徳を
与え、あなた方の家を修復し、あなた方の家族を団結させなさい。父親には家から逃げた子供を探しに行かせ、子供には自
分を捨てた者のもとに引き返させる。妻は伴侶の腕の中に戻り、義務を怠った夫は伴侶を探し出し、新たなより良い存在を
築き上げようではありませんか。 

59 父と母よ、今日、あなたがたは、わが正義に対する責任を、これまで以上によく理解するのである。あなたが血の
子供と呼ぶ存在は、あなたが私に責任を負うべき魂だからです。 

60 皆さんの心の交わりを、このバラと百合の花が咲く庭にしたいのです。民にわが言葉を聞かせ、わたくし自身が彼
らの前に設けた宴会に彼らを連れてくるのだ。まことにあなたに告げます、彼らは真のいのちのパンを食べ、わが恵みのぶ
どう酒を飲んで、強くなって去っていくのです。 

61 このパンを食べる者は、二度と飢えることはない。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 107 
1 私の父の言葉を心に留め、それがあなた方の存在の最も奥深いところで、明るいビーコンのようになるようにしな

さい。そして、その光は、たとえ肉体の殻が死んでも、あなたの魂の中に生き続けるのです。 

人々 が精神の美しさに目覚め、永遠のものに興味を持ち、"死後に待っている人生はどんなものだろう？"と自問する時
です。どんなに信じがたいことでも、自分の中に肉体的なものより長持ちするものがあるのではないか、と思ったことがな
い人はいないでしょう。あなたがたに言うが、その謎を疑わない者はいないし、底知れぬものに一度も思いを馳せなかった
者はいない。ある人は、遠いようで実は目の前にある「霊的生命」の神秘について質問し、ある人は困惑し、ある人は否定
する。ある者はすべてを知ったつもりで話し、ある者は黙って待つ。しかし、あの世のことを本当に知っている者は、なん
と少ないことだろう。 

2 幼いイエスが律法の教師たちに、彼らが答えられないような質問をしたように、わが神霊はこの時、神学者、哲学
者、未知の世界をつつく者たちとともに目に見えない形で現れ、霊的生活に関するわが質問に対して-

彼らが沈黙しないならば、彼らは偽りの答えをするのである。私の隠された知恵を知る者は、謙虚な者、霊的な生活をする
者である。しかし、わが光は、露のように、わが真理を明らかにするメッセージとして、心のあらゆる器官に絶え間なく降
り注いでいるのです。わが律法とわが教義を有すると主張する者に、わが予言のどれが実現し、どれが実現しなかったかを
尋ねても、彼らも満足に答えることはできないだろう。 

3 転生した霊と転生しなくなった霊が互いに求め合い、接近する時期です。両者の間にぽっかりと空いた深淵が消え
始める。そして、すべての世界の霊が真の愛で互いに近づくことができるようになれば、それはすべての存在における父の
栄光を意味するようになります。 

今日もなお、人々 の無知がミーを苦しめている。ああ、大切な人の死を悼むのではなく、心の奥底からその声を聞くこ
とができたなら闇である喪の代わりに、光があるはずだ！」。だから私はかつて、"死者は死者を葬れ 

"と言ったのだ。あなたには、"死者がいますか？"と聞いているのです。- 

死んだものはもう存在しない。しかし、あなたが私に託した魂が存在するとすれば、それは生きているからです。あなたが
たの中で、見送った人たちが、あの世で一緒になることを切望していることを理解しようとしないで、旅立たせたいと思う
人がどれほどいるだろうか。あなたが「死」と呼ぶものは、どうやら、この世を去る者と、ここに留まる者とを分けている
ようです。しかし、精神的な兄弟愛という永遠の絆が彼らを結びつけているのです。 

4 永遠には、父とその子どもたちからなる霊的な家族が再会するのです。この地上では、バベルの種が今も神の子ら
の間に不和という実を結んでいるので、私はあの世でわが家族を一つにする。誰も欠けることなく、多くの場合、最大の罪
人が（わが王国に）最初に到着する。なぜなら、彼らの悔い改めと刷新が彼らを清め、より早くわがもとに連れて行くから
である。 

しかし、あなたがたは、多くの魂が混乱した状態であなたがたの中に住んでいること、また、ある者は哀しい償いの務
めを果たしていることを知らなければなりません。その中には、あなたが親族と呼ぶ人たちも含まれています。どうしたら
、彼らに光を見てもらい、鎖から解放してあげられるのか？どのようにしたら、彼らを上昇させることができるのでしょう
か？彼らのために祈ることによって、この祈りが彼らを目覚めさせ、啓発し、私のもとに導く霊的な声となるように。愛を
持って彼らを思い出し、あなたの祈りは彼らの苦しみを癒すバームのようになるでしょう。あなたが私の律法の中で生きて
いることを彼らに知らせ、あなたの模範と影響力が彼らを助けるようにします。しかし、あなたが何らかの恩恵を受けた人
のことだけを考えるのではなく、あなたの周りにいる目に見えない人、あなたが地上では知らなかった人のことも考えてく
ださい。感謝することは美しいが、先に何ももらわずに与える方が、私の目には立派に映るのだ。しかし、もしあなたが自
分を傷つけた人を恨むことなく思い出し、許すことができたなら、あなたは師を手本としたことになり、愛の表現であるあ
なたの許しは、それを許した人に救いをもたらすことになります。 

5 父なる神は、あなた方の心の奥底に入り込み、こう言われるのです：自分自身を知れば、同胞を知ることができる
。隣人を裁く前に、自分自身を裁きなさい。私を手本にし、私の足跡をたどってください。 

6 あなたはいつも、自分を傷つけた人を赦さずに、自分の犯した罪の赦しを私に求めているのです。 

7 あなたがたは長い間、真理の光を（世の中の）道や書物に求めてきましたが、真の心の糧を得ることはできず、た
だ心の清涼剤にすぎませんでした。今日、あなたには真の生命を語る私の真理がある。 

8 あなたはこれらの集会所の貧しさの中に入ってきて、その中でこの単純な言葉-

そのフレーズは選ばれたものでも科学的なものでもないので-

を聞いたとき、あなたの魂に感情を感じ、それが神の啓示を目撃していることを認識しました。私はあなたの光へのあこが
れを見抜き、あなたがあこがれるものを見ることを許したのです。すべての道を歩ませたのは、最後にこの道で真理を見つ
けるためだ。 

9 私があなたがたに話す単純さと目立たなさの背後には、万物を知る知識がある。言葉の本質に迫れば、その本質は
アルファとオメガであり、創造されるすべてのものの始まりと終わりであることがわかる。 
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10 私は、あなたがたが私の王国にいるときだけ、多くの教えを授けるのだ。あなたは今、それらを知ることはないで
しょう。ちょうど、あなたが霊の永遠の幸福のために得る高い報酬を知るのと同じように。あなたの長所が真実であるため
には、あなたの中に絶対的な無私の心がなければならないのです。自分のしている良い行いを知られてはならない。そうす
れば、その人が持っているはずのメリットが奪われてしまうからだ。あなたの作品の価値の大小は、私だけが知っているの
です。なぜ、自分のために人に褒められたいのか？虚栄心は人を堕落させ、魂を汚す。 

11 いつかわたしのところに来たら、イエス様のこめかみに押し付けたようないばらでできていない冠をあげよう。 

各自は、父が用意した物質的な宇宙の中で、主への愛によって別のものを得るために守り抜くべき場所を持っているの
です。 

12 私の旅立ちの時はすでに近づいているのだから。しかし、その前に、私の教えを宝物として残しておきたいと思い
ます。金を求めてはいけない、立派な住まいを求めてはいけない。ハンセン病に覆われた人も、惨めな姿で地上を歩く人も
、その魂には宝物が宿っている。 

13 今、私はあなたに言う。今年は、私の言葉を待ち望んでいた地方に「木」が増えるから、覚悟しなさい。 

14 転生した魂は、種族の違いのために一つになることができなかった。だから、私は地上から多くの者を取り、あの
世で彼らから家族を形成する。彼らの腐敗が大きかったとしても、その後、彼らの霊的清澄さと悔恨は大きくなるであろう
。 

15 混乱した魂のために、地上に縛られた人々 のために、まだ肉体から切り離すことができない地上の人々 のために、
彼らのために地上で維持されている理解しがたい喪のために苦しみ、涙する人々 のために祈りなさい。また、あなたがたの
心に悪を蒔いた者を赦し、もう裁かないようにしなさい。もし、あなたの目に彼らが跪いて許しを請う姿が見えたなら、あ
なたは彼らにそれほど不義理をしないでしょう。彼らが無限の世界へ飛び立つのを助け、あなたの愛に満ちた記憶を通して
彼らを引き上げ、もはやこの世に属していないことを理解してください。 

16 もう一度言う。わが言葉の水を味わう者は、二度と渇きを覚えることはない。 

17 弟子たちよ、あなたがたの心の徳が、魂の裸を覆う衣となることを望む。このように、第二の時代に約束された慰
めの御霊があなた方に語られているのです。 

18 父なる神は、人類を苦しめる苦痛や試練、人々 が到達する堕落の度合いをすでに知っておられたのです。慰め主が
来るということは、あなた方にとって第六の封印が解かれること、すなわち人類の進化における新しい段階の始まりを意味
するのです。そのときから、すべての人に神の裁きが行われる。すべての人生、すべての仕事、すべての歩みが厳しく裁か
れる。それは時代の終わりであり、人生の終わりではありません。 

19 それは罪の時代の終結であり、神の書のこの第六の封印の全内容が魂に注がれることが必要であり、彼らを無気力
から覚醒させ、そうすれば人間は立ち上がり、すべての創造物と魂の調和を体験し、子羊を通して、第七の封印が解かれ、
悲しみの聖杯の最後の酵母がもたらされ、同時に真実、愛、神聖な正義の勝利も得られるのであります。 

20 第七の封印が他の六つの封印とともに閉じられるとき、その書物もまた閉じられる。それは、最初の者から最後の
者まで、人間の業に対する神の裁きであった。その時、主は新しい、まだ書かれていない本を開き、そこに死者の復活、虐
げられた者の解放、罪人の再生、悪に対する善の勝利を記録されるのです。 

21 ヨハネに与えられた七つの封印の黙示録を学ぶと、世界の国々 で罪、汚れ、腐敗に出会うだけです。そこには、あ
なた方の戦争の歴史、不忠実と弱さのために人々 が受けたあらゆる不幸と苦難、そしてあなた方の仕事の一つ一つにつきつ
けられた裁きが記されているのです。 

22 キリストは人生の道の真ん中に（だけ）到達していたが、その犠牲によって、その完全な模範によって、あなたを
死から救ってくれた。その血は、失われた人々 に救いをもたらし、命を目覚めさせる口づけのように神の赦しを与える愛の
宣告であった。十字架は、大いなる戦いの後、魂に永遠の門を開くための鍵であった。 

23 この小羊こそ、預言者が巻物を開き、封印を解くのを見た、天においても地においても、この本を開くのにふさわ
しい唯一の者なのです。この裁きから誰が逃れることができるだろうか。誰がこの本から逃れ、存在しなくなることができ
るだろうか。人々 よ、だれもわたしから隠れることはできない。このような空気までもが裁かれるような時代に、いかに神
の慰めに欠けることがないかを実感してください。神の愛のマントがあなた方の生活の中で目に見えるようになり、その声
がすべての心に聞こえるようになるのです。 

24 真理の霊が降りてきて、謎を解き明かし、真の人生を楽しむために必要な知識を明らかにしてくれるのです。それ
は、あなたの苦しみに降り注ぐ「神の慰め」であり、「神の審判」は罰でも復讐でもなく、あなたを光と平和と至福に導く
ための愛の審判であることを証言するものなのです。 

25 私が住むことのできる無人の心は一つもない、全ては世に堕ちたものだ。しかし、痛みを克服してわが意志を祝福
することができる者は、わが目にはなんとふさわしいことであろうか。 

26 もし、苦難の中にあっても信仰の慰めがなかったら、あなたはどうなってしまうのでしょう。この信仰によって、
あなたは私の存在をとても近くに感じ、今、私の近くにいるあなたは、強さと希望に満たされていることを実感してくださ
い。この信頼を私に置き続けなさい。そうすれば、私はあなたのために用意したすべての安らぎを与えてあげよう。 
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27 私が信仰を見出し、わが意志に尊重されていると感じるとき、私はどんなに嬉しいことでしょう。あなたが父を信
頼し、待つことを知り、試練の厳しさに落ち込むことがあっても、私に対して背信的になることができないことを見るとき
、わが霊にとってどれほど満足なことだろう。これに対して、私はこう言います。これらの人々 は、訪問の際に功労があっ
たため、わが恩恵を受けるに値することを証明したのです。 

28 イスラエルの民が砂漠で鍛えられたように、人生の大きな戦いであなたの精神を鍛えてください。果てしなく続く
ような砂漠、容赦ない太陽と灼熱の砂がどれほど広大かご存知でしょうか？孤独と静寂、そして敵が待ち伏せしているため
夜間に見張りをする必要があることをご存知でしょうか？神を信じること、神を愛することの偉大さを、人々 は砂漠で実感
したのです。その人たちが、砂漠に何を期待したのか。しかし、彼らはパン、水、休息する家、オアシス、創造主への感謝
で魂を高揚させる聖域など、すべてを持っていたのです。 

29 約束の地に入ったイスラエルは、強化され、浄化され、熱狂的な民となった。その土地は、信仰と忍耐をもって探
し求め、ついに見つけた御子を受け入れるために胎を開いたのですから、彼らにとってはどんなに甘美なことでしょう。 

30 あなた方も民衆であり、あなた方が通過する人生は、砂漠の反映である。だから、あの人たちの信仰を手本にしな
さい、そうすれば私の奇跡を体験することができる、と私は言っているのです。その奇跡とは、岩から湧き出る水や、風が
運んでくるマナのようなものです。 

31 契約の箱は、その人々 にとって、彼らの道を照らす輝く松明であった。しかし、あなたがたの心には、わが力を身
にまとい、父なる神の愛の声を聞くために祈ることのできる聖域があることを忘れてはならないのです。私はあなたの医者
である。あなたの人生に起こるあらゆる場面で私を求めなさい。そうすれば、あなたは私の声を聞き、私の存在、私の愛、
私の慰めが現れるのを見るだろう。 

32 あなたが霊的生活の懐に入るとき、わが慈悲があなたの生前の苦しみをすべて補償してくれることを思い、慰めと
してください。私があなたの霊に約束したこの新天地は、その至福の時、その実り、その驚異と完成がどのようなものか、
あなたは想像できるだろうか。 

33 イスラエルにとって、砂漠をさまよった末の祖国への到着が夢であったとすれば、長い巡礼の末に光の国に入るこ
とは、あなたの霊にとってどんなに輝かしいことでしょう。だから、あなたがたの苦しみは、どんなに小さなものでも、あ
なたがたの渡る砂漠のとげや岩であることを理解し、試練に耐え、自分の運命を理解するようにしなさい。 

34 皆さんは、人生の岐路に立ち、"自分はどこへ行くのか？"と自問したことがあると思います。あるときは岐路に立
ち、失望を味わい、またあるときは、達成したいと熱望していたものを達成し、達成したときに、これが自分の人生の目的
であってはならない、精神の目標を構成するのは、もっと偉大で高貴で美しいものでなければならないことに気づいたとき
です。 

35 この人生の危機は辛く、時間は苦しく、自分の中で繰り広げられる戦いは恐ろしいものです。しかし、私はあなた
がたに言う。この試練の間、信仰を堅持する者は幸いである。彼らは無事に出てきて、「私は光を見た、道を知っている、
主の声が私を呼んでいる」と言うだろう。 

36 あなたがたに言うが、あなたがたは、時々 川床から外れても、やがて目的地である海に流れ込む激流のようなもの
である。 

37 弟子たちよ、わが言葉を理解せよ。そうすれば、あなたが理解できなかった謎が解けることを知るだろう。その解
釈は、誤りや勘違いに陥らないようにするために与えているのです。かつて私は、あなたがたに真理の霊を遣わし、あなた
がたに謎であったことをすべて説明すると約束した：その霊とは私である。真理は私からでなく、誰から来るのだろう。光
の時が来たのです。あなた方はすべてを理解し始め、わが霊による理解が完全なものになるにつれ、あなた方が獲得する知
識は増え、あなた方が受ける光は増えていきます。 

38 あなたの精神は肉に圧迫されて生きてきた。しかし、その解放の時が来た。その飛翔がより高みに達するのに比例
して、あなたはより大きな不思議を発見することだろう。あなたの心は世界の奴隷でしたが、その束縛から解放されたとき
、何を愛するべきかを認識し、どのような情念から自分を切り離すべきかを理解したのです。 

39 その一歩を踏み出したことを喜びながらも、世間からの批判や判断でその喜びを奪われることを恐れて、心の中に
隠してしまうのです。あなたがたはまだ恐れているが、やがて、何ものにも、誰にも怯えることなく、自分たちを「聖霊の
弟子」と呼ぶことに親しみを感じ、まるで罪を犯してしまったかのように、恥じることがなくなる時が来ると、私は言って
いるのだ。 

40 あなた方は、ローマのカタコンベに隠れていたキリスト者たちの兄弟姉妹です。しかし、あの大勢の人々 が暗闇か
ら光に出たとき、その信仰によって人々 を驚かせ、不信心な世界に光をもたらすために行ったことを忘れてはいけません。
それは、師が蒔いた神の種に降る雨である。その後、それらの証言によって改心した異教徒や罪深い国々 は、救いの灯火を
求める漂流者のように、わが愛の十字架にしがみつくのである。 

41 わたしの声を聞いた大勢の人たちよ、いつになったら、その閉じこもりと暗闇から抜け出すことができるのか。対
立を恐れて、わざと準備を遅らせていませんか？私の言葉を知り、自分の主と隣人を愛する者は何も恐れることはなく、人
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を避けるどころか、自分が受けたものを分かち合うために、人に会おうとするのです。私の教えを学び、理解し、それを実
行に移す。 

42 イスラエルの民よ、あなた方は贖罪の時にこの大地の谷に住んでいるのだ。私の律法が示す狭い道を示し、その上
で清くなり、私が教えた人々 の一員となるようにする。 

43 私の命令を知り、あなたの父の愛がもう一つ現れるように、私はこの時、あなたがたに私の言葉を授けた。私を疑
わず、私から何も恐れず、私は力ずくであなたを支配しようとは思わない。もし、あなた方が私に従いたいのであれば、第
二の時代に私があなた方にもたらしたものと同じ、私の教えの本質を知らなければなりません。そうすれば、この呼びかけ
があなたの精神にとってどんな意味を持つのか、すべて理解できるはずです。もしあなたが受け入れないなら、私を迎える
ことを愛する他の魂がやってきて、あなたが拒絶した恵みを彼らに与えるだろう。 

44 私は常々 、"召される者は多いが、選ばれた者に属する者はわずかである 

"と言ってきました。しかし、私が区別したり、特権を与えたりするのではなく、あなた方自身がその名前を受け取る権利
を得るのです。 

45 私に従う者は、人類に慰めと救いをもたらすであろう私の教えを広める者として召されるのです。この声を初めて
聞いたとき、心の空虚が満たされるのを感じ、崩れかけていた弱い体の殻を修復した人は、私があなたたちに与えた強化と
復活を受けたので、幸いであった。自分の十字架を背負って、"私は道であり、真理であり、命である 

"という言葉をあなたのために繰り返し唱えてみてください。 

46 目的地に到達することなく、どれだけ長い間、地上をさまよい、どれだけ多くの涙を流したことでしょう。私は、
あなたが迷い、さまざまな果実を味わうことで、ようやく私を認識できるようにしたのだ。私は、あなたのすべての道を共
に歩んできたのです。あなたが聞いた、祈りなさいという声は、私の声です。あなたの歩みを導いた思いやりのある愛は、
私のものです。しかし、私はあなた方が自分の運命を振り返り、考え、私の地上での歩みの足跡をたどることができるよう
にしたいのです。 

47 私が謙虚な祈りの家に集めたあなた方に、私は裁判官として話してはいない。しかし、あなた方に正直に言うと、
私はまだあなた方を裁くつもりだ。しかし、私はあなた方を愛し、あなた方が常に私を父として求めることを望んでいる。
そうすれば、この形での私の示現が終わったとき、あなた方は私の言葉が決してあなた方の心を傷つけず、私はただあなた
方の感性に訴え、私の言葉という最高のノミであなた方の心を働かせることによってあなた方の内面を動かし、また私の教
えによってあなた方が救いの真の道を見つけたので退屈で俗な存在から取り去ることを思い出せるのである。 

48 私の指示を実現すれば、あなたはつまずくことはない。痛みはあなたを免れないが、絶望させることはない。あな
たは試練の日々 に力を持ち、人生の悲しい危機を迎えても心の平安を得ることができ、やがてあなたの体の殻は降伏し、喜
んで大地に沈んでいくことでしょう。あなたの魂は蘇り、私が裁かなければならない「正義の法廷」で私に会うことになる
。しかし、あなたがたは恐ろしい裁判官の前に出るのではなく、理解と愛に満ちた父の前に出るのです。父はあなたがたの
善行をほめ、何が神の前に出るに値しないかを明らかにしてくださるので、まだ自らを清めなければならないのです。 

49 あなたがたは、光が足りないからと言って、律法を守らなかったとは言えなくなるであろう。私は、第二時代の私
の作品のようになれとは言わないが、これを手本とせよということである。これからの世代は、わが愛の法則の実現に向け
て前進し、そうして人類は完成への道を世代を超えて前進していくのです。あなたは今、私と完全に結合するための基礎を
築いており、あなたの子供たちがあなたの仕事を引き継ぎます。 

50 もし、あなた方が私の教えのために裁かれることがあっても、その裁きのために絶望してはならないし、私の弟子
であることを恥じてはならない。第二の時代、私に従った人々 を思い出し、その模範に励まされなさい。 

51 私の作品は、試練の中であなたを支えてくれるでしょう。そして、あなたがたが裁かれ、恥にまみれるべき時には
いつでも、私はあなたの無実と正義の証拠を示すであろう。これらの試練は、あなた方が私の弟子であると人に認められる
ようにするために私が与える機会であると考えなさい。 

52 永遠の命を求めれば、そこに安らぎを見出すことができる。仲間に不当に裁かれることを許せ。私があなたがたに
告げた迫害の時代は必ず来る。その時、あなたがたはすでに強くなって、私を信頼しなければならない。パンが不足し、仕
事を断られたとしても、恐れるな、餓死することはない。 

同胞の救いのために祈り、働きなさい。そうすれば、霊的な理想があなたを養うことを経験し、「人はパンだけで生きるの
ではなく、神から出るあらゆる言葉によって生きる」という私の言葉を理解することになるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 108 
1 イスラエルの部族から来た者たちは幸いである-

わたしの声があなたたちを呼んだのだ。私は今、散らされたわが民を霊的に結びつけ、わが光で彼らを示し、彼らに嗣業を
与えるという約束を果たしているのだ。私が求めたのは、この教えが委ねられ、すべての弟子が同胞を探し出し、わがメッ
セージを彼らに知らせるために旅立たなければならない時が来るからである。しかし、わが民の心に兄弟愛と団結と平和が
支配するときにのみ、彼らはわが存在をその霊魂の中に十分に感じることができるのです。 

2 私の言葉を勉強し、その本質を理解することで、あなたはすでに霊的解放に非常に近づいていることがわかります
。 

3 その声に勇気づけられ、立ちはだかる障害や人生の難関を乗り越え、立ち上がりました。私の声は、やがてあなた
方がもはやこの世の奴隷ではなく、私の弟子、しもべとなるように、闘争の中で堅固であり続けるよう励ましているのです
。再び囚われの身にならないよう、見守って祈りましょう。私は、あなたに新しい人生を約束する私の啓示の光を通して、
あなたを自由にするために来たのだと悟りなさい。わが民が偉大で強く、同胞を辱めることなく、霊的にも他のあらゆる分
野でも国々 の防波堤となり、指導者となることは、常にわが意志であった。 

4 この民は、わが指示に忠実であったか。いや、強くないからこそ、敵はいつも奴隷にしたり、遺産を掠め取ったり
してきたのだ。 

5 愛する人々 よ、わたしのことばが今あなたをかき立てているのは、わたしだけがこのようにあなたに語りかけるこ
とができ、わたしだけがあなたに救いを与え、わたしの許しの声を聞かせることができることをあなたが理解しているから
である。こうして、私はあなたの精神に、差し控えていた遺産を返します。 

6 今があなた方の精神的解放だと言うのは、人間が勝手に作り出した神々 が次々 と倒れていくからです。教義、科学
、理論、権力欲、これらすべてが今、わが正義によって苦しめられているのだ。私は人類に新しい人生を提案し、新しい科
学、神の科学を明らかにします。本当にあなたに言いますが、人が捏造し、ある者は虚栄心で、ある者は驚きで満たすもの
は、まだ地上の人間を超えるには程遠いのです。一方、私は、あなたの精神を照らす光を与え、そして、あなたが知ること
になるものに、正しく驚嘆するでしょう。これは、心と脳が良心の声に耳を傾け、その求めに応じることを学んだときに実
現します。なぜなら、私は、科学の木が実を結び、その味を知るまで、彼らにその手入れをさせたからです。しかし、人間
のあらゆるものには限界があり、人間の知性にも「ここまで、これ以上は」というものがある。しかし、人間の科学が精神
的な目標を設定し、あらゆる利己的な目的から自らを清めたとき、私はそれを精神的進歩の手段として人類に奉仕させるつ
もりです。そうすれば、自然はその宝庫を開き、その秘密を開示し、未知の力と領域を人間に明らかにするだろう。そして
、あなたのこの科学は、高貴で善良な大義への転換に限界がないだろう。 

7 この光は、まだ人間が見ることのできない閉じた本である。だからこそ私は、未来の科学の進歩は、あなた方が今
日達成したものよりも大きいだろうと言うのである。しかし、それは心を通してではなく、霊を通してであろう。 

8 私は、あなた方が唯物論の奴隷であることを知ったが、この鎖から解放するために来たのだ。 

9 わたしが自分を知らせる前に、エリヤが来て、あなたがたは火の預言者と呼んだ。彼は、「プレゼンス」の光線で
あなたの鎖を断ち切り、より良い人生への準備をさせてくれるでしょう。預言者、使者、先駆者、霊的な羊飼いであるエリ
ヤは、人が作り出した偶像と偶像の偽りを再び暴露する。見えない祭壇の前で、彼はわが力を呼び起こし、わが正義の光が
再び降り注ぎ、異教と人間の邪悪を滅ぼすだろう。エリヤはこの時、無限から現れ、神格と人間との対話のために人間の理
解器官を準備した輝く星のようなものです。このような手段で最初に声を出したのは彼であり、彼は私のパイオニアだから
です。 

10 人類が増殖すると同時に、その罪も増殖した。ソドムやゴモラのように、その犯罪が地上に響き渡り、心を毒する
都市は、世界中になくはないのです。しかし、その住人は偽善者ではなく、白昼堂々 と罪を犯していたのです。しかし、闇
に身を隠して情欲にふけり、正義と純潔を装うこの現代の人類は、ソドムよりも厳しい裁きを受けることになるのです。 

11 それは、過去のすべての世代の不健全な遺産であり、その中毒、悪徳、病気は、この時代に実を結んでいるのです
。それは、人の心の中に生えた悪の木、つまり罪によって実を結び、その実が女と男を誘惑し続け、日々 新たな心を陥れる
木なのです。 

12 この木の影の下には、その影響から解放される力を持たない男女が横たわっている。破壊された美徳、汚された人
間の尊厳、そして多くの傷ついた命が残されているのです。 

13 この世の快楽、肉の快楽に魅せられ、それに走るのは大人だけではありません。若者も、子供も、皆、時の流れの
中で蓄積した毒を持っています。彼らは彼らを判断し、非難し、彼らの行為に憤慨している。道を踏み外した者のために祈
る者は少なく、悪と戦うことに人生の一部を費やす者はさらに少ない。 

14 まことに、あなたがたに告げよう。わが王国は、悪の木がまだ生きている限り、人の間に成立することはない。こ
の力を破壊しなければならない。そのためには、罪が対抗できない唯一のものである、愛と正義の剣を持つことが必要であ
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る。裁きや罰ではなく、わが教義の本質である愛と許しと慈悲こそが、あなた方の道を照らす光であり、人類に救いをもた
らす教えであることを理解しなさい。 

15 人々 よ、あなたはこの人類の救済のために働く者の中に入るか？あなたは、救いの業に貢献したいですか？そして
、人類の数と自分の数を比べて、この使命を遂行する能力がないと思ってはいけません。 

16 あなた方ひとりひとりが悪い道をあきらめれば、悪の力はいくらか失われることを理解し、あなたの人生が、その
働き、言葉、思考において正しいものであれば、その道には良い種が残されることを、あなたの助言が敬虔な心から出たも
のであれば、奇跡を起こす力を持ち、祈りが、思いやりと愛の思いから生まれたものであれば、あなたが求める相手に対す
る光のメッセージになることを理解することだ。 

17 悪の力が強くなり、人々 は憎しみ、怨嗟、悪意をぶつけるための武器を発明しようと努力しています。科学者たち
は、自分たちの敵とみなすものを破壊する最も効果的な方法を研究することに生涯を捧げている。だが、本当に言っておく
。この戦いでは、すべての者が滅びるだろう。私の力は、正義と愛と理性と真実の側にのみあるのだから。 

18 祈る者と苦しむ者が思いを一つにし、人類が陥りつつある混沌を前にして、その痛みを教えと善行に変えるならば
、私は彼らにわが無敵の剣を託し、人類に多くの死の果実を与えてきた悪の木を一枝一枝切り倒すようにしよう。 

19 悪の支配の果実は広がらず、光はあらゆる場所、あらゆる精神に支配するようになる。 

20 この時代、私は男、女、子供を通してわが神聖な言葉を啓示し、わが霊がすべての被造物に注がれる時をあなた方
に告げたあの約束を果たしているのだ。あなた方はまだかろうじてこの時代の始まりにいますが、その後、地球全体で人類
の霊的覚醒を体験することになります。 

21 象徴的なのは、テーブルに座って、私があなたの霊に提供する永遠の命の食物を食べるようにと誘うことです。あ
なた方はこの言葉の意味をよく理解している。なぜなら、私は最初の時からあなた方に真の命、すなわち永遠の命について
話してきたが、あなた方は今までこの教えを理解していなかったからである。 

22 私は、あなた方が私の教えをほとんど掘り下げないことを知っていたし、あなた方が私の啓示を解釈する際に誤り
を犯すことも予見していたので、あなた方に真理の霊を送り、多くの謎を解明し、あなた方が理解していないことを説明す
ると言って、私の帰還を告げたのである。わが預言的な言葉の核心において、この時代、私はシナイでのように雷と稲妻で
来るのでもなく、第二時代のように人間になってわが愛とわが言葉を人間化するのでもなく、わが知恵の輝きであなた方の
霊に近づき、インスピレーションという光であなたの心を驚かし、あなた方の霊が理解できる声で心の扉に呼びかけること
を理解させたからである。その予言と約束が、今まさに実現しようとしている。 

23 私の光を見、私の霊の存在を感じるために、あなた方自身を少し準備するだけでよいのです。 

24 あなたの生きる時代は、裁きと試練の時代ですが、あなたは見捨てられません。私の戸を叩けば、すぐに私の声が
あなたに答えるのを聞くだろう。霊的に私を求める方法を知ったとき、あなたはどんなに強くなれるでしょう。愛の道に入
ったとき、あなたの霊格はどんなに高くなるでしょう。その意味を理解したとき、あなたの人生はどんなに美しくなるでし
ょう。 

25 意図的にしっかりとした足取りで、私の道に入りなさい。私はあなた方にすぐに完全な実を結ぶよう求めません。
あなた方の霊的上昇の始まりは、あなた方の刷新で十分だからです。 

26 弟子たちよ、わが食卓で知識のパンと愛のぶどう酒を食べ、飲みなさい。本当にあなたがたに言います。私が捧げ
るパンとぶどう酒を取る者は、その霊において私を運ぶのです。 

27 光の道によって、私はあなたの霊を地上に住まわせた。そして、光の道によって、それは私のもとに帰ってくるの
だ。その間、広大な砂漠に迷い込んだ放浪者のように、あるいは広大な海に迷い込んだ航海者のように、さまよわなければ
ならない。しかし、あなたがたの迷いを私のせいにしないでください。あなたがたを地上に送る前に、コンパスを与え、星
を無限に出現させ、それらがあなたがたの歩みを導くようにしたからです。このコンパスとこの星は、あなたの良心です。
ですから、あなたが自分を取り巻くすべてのものと保つべき調和から離れると、地球の塵さえもあなたに敵対するように見
えますが、そうすることによって、あなたに敵対するのは自然ではなく、むしろあなた自身が宇宙を支配する調和の法則を
犯しているのです。 

28 この時代の異教徒がこの教えを知ると、彼らはそれを拒否し、唯物論者はそれに反論するだろうが、彼らは皆、わ
が真理が優勢であることに驚くことだろう。 

29 あなた方はすでに、過去の時代に、私の教えを宣べ伝えるだけでなく、人類が奇跡と呼ぶ種類の多くの仕事を行っ
たことを認識している。だから、この時代にも、私は、後に全地に広がる私の言葉を宣べ伝えるだけでなく、新たな奇跡を
起こすのだ。わたしは、わたしの力を証明し、真理に服従させるような業で人々 を驚かせるだろう。 

30 私はあなたに明かしたいことがたくさんあるのです。今日、私はあなたに真の知恵の門を開く鍵だけを渡します。
その鍵が、この教えです。 

31 本当に、愛の道によって、あなたは私から許されるすべてのことを獲得し、すべてを経験することになると、私は
あなたに言う。しかし、あなたには私が語る愛がどのようにあるべきかという知識がなく、何よりもそれを深く感じる力が
ないのです。 
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32 私の王国は、父と隣人への愛から十字架を受け入れる善意の子供たちのために用意されているのです。私の王国は
平和、光、恵み、力、調和からなり、これらはすべて、限定的とはいえ、すでにこの世で手に入れることができるのですか
ら。あなたが今住んでいるこの世界を超えてこそ、精神的な充足感を得ることができるのです。 

33 なぜ、多くの人がこの世からあの世に旅立ちたいと願うのでしょうか。その理由は、自分たちを取り巻くものはす
べて自分たちに敵対していると思い込んでいるからです。しかし、本当に、私はあなたに言います、絶望する代わりに、彼
らは、私が、いわば、あなたの精神的完成への道として敷いた法則と調和するために戻ってくるよう努力すべきです。 

34 いつの時代にも、地球のあらゆる民族に善の使徒が現れ、さまざまな宣教を通じてその精神の高さを証明してきま
した。彼らは皆、わが使者である。善は唯一の源、わが神聖なる霊から生まれ、わが光で全宇宙を照らすからである。 

35 これらの使者のうち、ある者は霊的な種を蒔き、ある者はあなたに科学の光をもたらし、さらにある者はその善良
な感覚をもって人類に愛のわがメッセージをもたらしたのです。ある者は使徒と呼び、ある者は聖人と呼び、ある者は学者
と呼び、ある者は天才と呼ぶ。しかし、人の間で果たすべき使命を私から受けずに地上に来た者は一人もいない。 

36 この時代、人々 は私の教えを世に生える雑草と混ぜ合わせてしまったが、気高さと愛と兄弟愛の種は枯れてはいな
い。だからこそ私は、この地球を清め、新たに心を啓発するために、私の正義の鎌を待っているだけだと言うのだ。 

37 人類が経験している混乱に苦しみ、平和を切望しているどれだけの人々 が、自分の中に、ただ前に出て平和という
神の種をまく機会を待っている霊がいることを知らないでいるのでしょう。 

だから、わがしもべたちは、やがて地球を横断して、新生と再建のために団結して出発しなければならないと、あなたがた
に告げているのである。では、お聞きします。彼らと霊的に一つになることは、あなたにとって喜ばしいことではありませ
んか？ 

38 あなた方一人一人もまた、地上での霊的使命を果たすために私が指示を与えた私のしもべであり使者なのです。 

39 警戒しなさい。そうすれば、私を否定していた者たちが改心するのを目撃することになるでしょう。破壊の元素や
力の探索に生涯を捧げた科学者たちは、審判が近づいているのを感じると、真理の道に戻り、世界の道徳と物質の再建に最
後の日々 を捧げるだろう。傲慢な態度で私の魂の座を奪おうとした者たちは、その王座から降りて、謙虚に私に見習うだろ
う。そして、かつて国々 をかき乱し、戦争を起こした人々 も、自らの過ちを認識し、人類の平和のために恐る恐る努力する
ようになるのです。 

40 これらをすべて経験するのはどちらでしょうか。あなたがたは知らないが、わたしはあなたがたにそれを告げ、あ
なたがたにそれを預言する。あなた方の任務は、この教えを広め、このグッドニュースの光を国々 へ届けることである。そ
れを果たせば、仲間からも「主の使者」と呼ばれるようになる。 

41 あなた方の間にいる私の霊的な存在は、歓迎と安らぎの木陰のようなものです。信じてやってきた人は、「マスタ
ーだ！」と叫ばせるような生命感、力強さ、幸福感を体験することができます。しかし、疑って近づいた者も、わが言葉を
聞いた集会の場を去るとき、内心でこう問う。"なぜ、私の魂はこんなに安らかなのだろう？"と。これは、この木がすべて
の人のために枝を広げたからであり、わが霊がすべての被造物の上に降りたからである。ですから、私の言葉の神髄を理解
しない人がいれば、心が石化した人がいると言わざるを得ませんでした。 

42 私は父としてあなた方の間におり、第二の時代に約束した慰めをあなた方の心に降ろすのだ。私は、あなたの苦難
に寄り添い、あなたの嘆きを聞くために来たのです。では、なぜ試練を恐れるのでしょうか？私がどれほどあなたを愛し、
あなたの追放された場所でどれほどあなたを求めているかがわからないのですか。もし私が、あなたがたの救いを達成する
ために、人として完全に自分を捧げたのなら、今日、私はあなたがたを恵みの国に引き上げるために、あなたがたの霊に霊
を注ぎます。 

43 だから、神として、父として、裁判官として、主人として、兄弟として、友人として、医者として、あなたが私を
必要とするあらゆる方法で、私を求めなさいというのである。私が望むのは、愛する人類の平和と救いです。 

44 あなたのため息は一つも天で聞かれず、すべての祈りは私の中で反響し、あなたの苦難や人生の危機は何一つ私の
父の愛に気づかれないままにはならないのです。私はすべてを知り、すべてを聞き、すべてを見、そしてすべてに存在する
。 

45 人は、自分の罪のために私が自分から離れたと思うから、結局、私から遠く離れてしまうのです。人間の無知が、
これほどまでに彼らの唇に苦渋をもたらしたのか。もし私が被造物から自分を取り除くとしたら、その被造物は即座に存在
しなくなることを知りなさい。しかし、このようなことは起こっていないし、これからも起こらない。私があなたがたに御
霊を与えたとき、あなたがたに永遠の命を授けたのである。 

46 あなたが人生の意味、痛みの原因、あなたの存在の最終的な目標に気づくとき、あなたはもはや私を遠くに感じる
ことはなく、私の存在があなたの心と精神の中で感じられるようになるでしょう。 

47 私の神聖な光線は、私の指示を理解するためにあなたの精神を啓発するために、この時に降臨します。それは、真
実と偽りを見分けるための光です。 
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48 あなたがたの中には、わがみことばを固く信じてきた人もいれば、信仰が弱く、そのために決めかねている人もい
ますが、それにもかかわらず、わがみことばで霊的な強さと霊的な安らぎを取り戻すために、この祈りの家を切に望んでい
るのだと思います。この教えの本質によって私を認識し、私の存在と私の王国の近さを感じてほしいのです。 

49 また来て話すと約束したのに、どうして遠くへ行ったと思ったのですか？たとえあなたがしばしば私に対する信仰
と信頼を持たず、そのためにあなたを待っている家への到着が遅れるとしても、私はあなたの先に行くので、あなたは苦し
みの中に一人でいるのではない。 

50 降伏と愛をこめて背負えば、自分の十字架は重くないと考え、自分の義務を怠ってはならない。あなたの笑顔と平
和な暮らしを見たい、あなたの家庭で最も健全な喜びを見たい。 

51 あなた方は、わが言葉が明確でないとか、不完全なものを含んでいるとか言うことはできない。もし、その中に間
違いがあれば、それは声帯の伝わり方が悪いか、あなたの理解力が低いせいであって、決して私の教えのせいではありませ
ん。災いなるかな、わが言葉を堕落させる声の主よ。災いなるかな、わが教えを悪く伝え、堕落させる者は、その良心から
絶え間ない非難を受け、魂の安らぎを失うであろう。 

52 あなたの人生において、周囲から探られたり、試されたりすることを恐れてはならない。罪を犯すことを恐れよ、
たとえ心の奥底でそれを行ったとしても、あなたは私から何も隠すことができないのだから。 

53 これは、新しい人類を形成しなければならない人々 が入る真の神殿の基礎を築く、精神化の時代なのです。やがて
、あなたは地上のガイドを必要としなくなる。そのとき、あなたの霊は私に力を求め、私の霊感によってのみあなたを導く
だろうから。 

54 私の命令を遂行し、私に従う者が増えていくのを見るとき、あなたはどんな喜びを感じることでしょう。しかし、
仲間に話を聞いてもらい、信仰を得るためには、本当に自分自身で準備しなければならないことを自覚してください。 

55 人は真理の道を歩まないので、わが言葉は良心に再び感じられる。 

56 自然界の力のバランスが崩れ、混乱に陥っていることを認識しているか？なぜ、彼らの解き放つ力に苦しめられて
いるのか、自覚しているか？なぜなら、精神生活と物質生活の間に存在する調和を壊し、それによって自分が沈むことにな
る混沌を作り出したからだ。しかし、人類が生命を支配する法則に従順になれば、すべては再び平和と豊かさと至福に満ち
たものになるのです。 

57 この目標に到達するには、まだ長い道のりがあり、完全に遺産を所有するに値するようになるには、戦いで己を証
明しなければならないのです。平和とわが霊の恵みが宿る地域に日々 近づくかどうかは、あなた方次第です。道は用意され
ている、私のもとに来なさい、私はあなたを招待する。 

58 訪れる試練に反抗してはならない。あなたが私の前にもたらす痛みは、あなたの精神に有益な種を残していること
を自覚しなさい。私はあなた方に純粋さを求めると言ったが、あなた方は苦痛によってしか自分を浄化する方法を知らない
。あなたは、愛とわが掟への服従によって上昇することを望まなかった。したがって、私があなた方を呼んで新しい使命を
与えるたびに、あなた方はまず痛みの源で自らを清めなければならないのです。 

59 わが平安にふさわしくありたいのであれば、わが意志が課す試練に抵抗することなく、主人に導いてもらいなさい
。厳しい試練に屈して霊的に昇華した被造物もいれば、わが意志を肯定しなかったために、わが身を冒涜し、絶望の闇に堕
ちた者もいる。前者は謙虚さと信頼を示し、わが言葉の響きをその霊に聴かせる準備を整えている。彼らはわが意志に屈服
し、わが正義を祝福した。一方、他の者たちは傲慢のあまりわが身を拒絶し、わが身をその心から追放したのである。 

60 わたしはいつでも、わたしの霊と人間の霊との仲立ちをするために預言者を送った。しかし、人々 は彼らの言葉に
信仰と敬意をもって耳を傾けず、これらのわが使徒が民を戒め、祈りと悔悟を勧めるたびに、彼らは彼らに背を向け、その
メッセージを重要視することなく、ただ虚空に語らせるだけであったのだ。だから、私はあなた方に霊化を求めます。光の
王国から出発して、あなた方の霊に届くメッセージとサインを感知できるようにするためです。私の来訪を何も知らない者
たちは、私の呼びかけが届かない限り、私の発表に無関心であってほしい。しかし、私が親しくしているあなたは、疑うこ
とはありません。 

61 あなた方は自分をとても愛しているが、隣人を愛していないようですね。また、あなたは私ではなく、人の裁きを
恐れているようですが、それは、あなたの内なるガイドである良心の声を封じてしまっているからです。そうすることで、
私があなた方を強く、徳の高い、わが意志に献身する民とするために、あなた方を鍛え、備えさせたいと願っていることを
、あなた方は忘れてしまったのだ。そうしてこそ、仲間を救うことができ、私が今あなたに与えている使命を果たすことが
できるのだから。 

62 わたしを愛し、わたしの子どもにふさわしく、わたしを尋ね、あなたの存在が確信と平安に満ちたものとなるよう
に、すべての信頼をわたしに置きなさい。 

63 わが言葉の成就を疑わず、その実現を待たず、それが真実であると信じなさい。私が声の主である男、女、子供た
ちを通して語ったことは、必ず実現する。ダミアナ・オビエドを通じて私が行った発表や予言がすべて実現したのを見たこ
とがないのですか？その唇が予言した浄化と苦痛の時代、そして本当にその言葉は実現したのです。先覚者が物質の限界を
超え、歓喜のうちに霊的生命を観想したとき、彼らは肉体の殻に戻るとき、歓喜のうちに彼らの精神が大きな至福を感じた
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その場所に永遠に住まわせてほしいと私に頼んだのである。そして、まだそれらの家に住む時ではなく、約束の家に皆を導
く私の道を忍耐強く進むようにと告げたのです。 

64 今、世界を揺るがしている深刻な苦悩を目の当たりにすると、生きていく勇気が湧いてこないのです。祈りなさい
、そして私と共に、あなたは山の頂上に到達するまで戦い続ける強さと勇気と忍耐を見いだすでしょう。 

65 私の仕事に従事しなさい。そうすれば、私は、あなたが病人のために私に求める癒しのバームを、あなたに託し続
け、あなたがそれを貧しい人々 に渡すことができるようにするのだ。信仰のない心にこそ必要な命の実り、それを与えなさ
い。そして、その善行によって、自分の功徳を高め、ついには、あなたの霊魂が永遠に待っている光の故郷に住むことがで
きるようになるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 109 
1 ユダヤの羊飼いたちが、生まれたばかりの救い主のもとに来たように、あなたたちは謙虚に私の示現のもとに来る

のだ。そして、その美しい姿に、膝を折って敬虔な気持ちになったのです。 

2 虐げられ、辱められた人々 は、何世紀も前からメシアを期待していた。だからこそ、貧困に囲まれた世界に現れた
メシアは、謙虚な人々 に認められたのである。領主、偉人、金持ちもメシアを期待していたが、彼らはメシアを別の形で想
像していた。だから、大空に現れて救い主の到来を告げたあの星は、全世界とすべての魂の前で輝きながらも、見守り祈る
者たちだけが見ることができたのである。 

3 メシアがどのように来られるのか、どのような方なのか、どのような形で姿を現すのか、確かなことは誰も知らな
い。しかし、この謎は解かれ、その後、すべての人々 、そして彼らとともに人類は、イエスが父から来たこと、神の恵みに
よって宿ったこと、その教えが正義と愛と慈悲と謙遜に満ちていることを知ったのです。心の単純な人、霊的に貧しい人、
善意の人だけが、柔和と貧しさの背後に神の威厳と力のすべてを隠しているその師を信じたのである。それ以来、キリスト
についてどれほどの議論がなされ、どれほどの言葉や議論が交わされ、どれほどの裁きや意見が出されたことでしょう。金
持ちは無私の心や慈愛の心を知ろうとせず、権力者はこの世の国や権力しか認めず、科学者は霊的生命の存在を否定し、宗
教界は神の啓示の多くを改竄したのである。 

4 イエスの幼年期はあっという間に過ぎ去りました。わが名とわが教義が絶えず迫害され、裁かれたことを思えば、
イエスの誕生前から十字架上の死後まで苦しい旅が続いたと言えるでしょう。ですから、私の苦難の道はとても長いのです
。ちょうど、私の優しい母であるマリアの霊が人間であったときと同じようなものです。 

5 彼女の心は、地上でしばしば致命的な傷を負ったように、霊においても、実体化した人々 の冒涜、疑念、非難、嘲
笑によって、彼女の名前と純粋さが冒涜されるのを見なければならなかった。 

6 肉となった言葉」は、私のすべての作品が最も明るい真理の光で満たされているにもかかわらず、常に現実に対し
て扉を閉ざしている多くの心に遭遇してきました。 

7 今日、わが言葉はあなたがたのもとに戻ってきた。しかし、それは第二時代のように、おとめマリアの胎内で肉を
得て人となったのではない。それでも、母性の象徴であるマリアは、常に霊的に存在する。 

8 イエス様がこの世に生まれてきた馬小屋のわらにも、イエス様が息を引き取られたゴルゴダの十字架にも、この間
、人の心の中で出会うことになるのです。しかし、最後には、暗闇の後、すべての魂に光となり、私は栄光を得るのです。 

9 今の時代は闘争の時代である。しかし、すべてが達成されたとき、人類は私に向かって歓喜の歌を上げるだろう。
平和の敵が、最後には善意の人になるのですから。 

10 あなたの現在の生活は苦労の連続であり、他の人が快楽や欲望を満たしているのを見ると、なぜ自分の運命はこん
なに辛く厳しいのだろうかと思うのです。あなたが祈り、あなたの悲しみ、悩み、逆境をわたしに差し出したとき、あなた
の心に答えがもたらされました。これは、直感があなたに忍耐強くカップを受け入れるように言った瞬間でした。すべての
霊は、人間の心が知らない私への負債を負っています。 

11 弟子たちよ、あなた方がこの時代に地上に来たのは、栄光と名誉を受けるためでも、快楽の果実に酔いしれるため
でもなく、現世の試練とわが教えの実践の中で償いをし、魂を浄化するためだという信念を抱きなさい。とはいえ、門を叩
いてくる健全な満足をすべて拒絶せよというのでは、狂信に陥って人生の旅がとても悲しいものになってしまいます。 

12 私の言うことをよく理解しなさい。もし、あなた方がわが言葉の研究に専念しないなら、宿命論に陥るかもしれな
いのだ。しかし、ほら、私の教えは、失望と混乱と絶望の暗闇に落ちた人々 の道を照らす信仰と希望のたいまつです。 

13 あなた方の内面に浸透し、私の教えによってあなた方自身を知ろうとすれば、あなた方が貧しくもなく、小さくも
なく、勘当されてもいないことを明らかにし、あなた方が父の創造物における特権的な子供であることを理解させる、霊の
驚くべき生命を発見することでしょう。だから、あなた方が何も知らず、自分も知らない幼子のままでいることのないよう
に、教えているのです。 

14 あなた方は科学によって自分の身体について多くの知識を得ましたが、今やあなた方は自分の存在が物質だけにと
どまらず、その中にあなた方のまだ知らない別の性質の存在、すなわち魂が住んでいることを知りました。 

15 宗教界が魂について人類に明らかにしたことは、ほとんどない。しかし、今、彼らは無気力から目覚め、不安と恐
怖を克服し、彼らが隠してきた真実を人類に明らかにする者が祝福されるのである。私は、わが赦しと恵みと知恵の光で彼
らを照らす。 

16 そして、宗教界は、人々 が地上で道徳的に生きるために存在するのではなく、魂を永遠の故郷に導く使命があるこ
とを人類が理解したとき、人類は精神的発展の道を一歩前進することができるのです。 

17 立ち上がりなさい、人々 よ。そうすれば、私は常にあなた方を霊的に警戒し、わが掟を犯さず、家庭で団結し、わ
が道から外れた者たちを探し出すことができるだろう。こうして、あなた方は私をマスターとして手本にするのです。しか
し、決して私の裁判官の座につくつもりはない。あなた方は互いに赦し合うべきであり、もしあなた方が何らかの形で私の
身代わりになりたいのであれば、教え諭し、愛情をもって、寛容にそうしなさい。あなた方は、私から多くの例を得て、作
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品の指針とすることができる。私の霊は、あなた方の前で自分を見せようとはしませんが、師として私の教えの例を示し、
あなた方がそれを手本とすることができるようにしなければならないことを理解しなければならないのです。もし、わたし
がわたしのわざを隠すとしたら、どうしてあなたがたはそれを理解することができようか。だから、私があなた方を愛して
いるように、あなた方も愛してあげなさい。 

18 あなたは絶えずわたしを怒らせるので、わたしの赦しを請い願うが、わたしはあなたを赦す。一方、あなたは、自
分を怒らせた人を許そうとはしない。そのため、私は1950年まで私の顕現を続けさせ、あなた方が私の教えを通して理解
し、それに適切な価値を与えることができるようにしたのです。 

19 時代を超えて知られるようになったわが法とわが教義は、すべてが真理である唯一の書物である。しかし、人は永
遠のものを明らかにし、真理を明らかにするものを求めて地上の書物を探し求めるが、その成果は、自分の精神に真の光を
見出すことなく、理論で自分の心を過食させるだけである。 

20 この教えがあなた方の心に根付くには、私の思いやりのある愛が必要であり、あなた方の主である私だけができる
苦心惨憺の忍耐と愛が必要だったのです。今、あなたが知るべきことは、私の教えの中で明らかにしています。しかし、私
が隠しているものは、来たるべき時にあなたが知ることができるように、隠しておく。今日、私がすべてを話したら、多く
の人が混乱するでしょうし、わかったつもりになっている人も虚栄心でいっぱいになってしまうでしょう。その優越感が彼
らを堕落させるのです。そして、あなた方は、私の教えがあなた方を真理の道から迷わせるためのものではないことを理解
することでしょう。 

21 この人生を戦いと考え、勝利まで戦い抜く。良い兵士として私の前に出て来なさい。そうすれば、あなたの霊を光
と恵みで満たす報いを与えよう。しかし、霊的に眠り、不貞を働いた者は、たとえ話の愚かな処女のように、死によってそ
の灯を消されて驚かされることになるのです。 

22 すべての人間、すべての被造物には、失ってはならない居場所があり、同様に、相応しくない居場所を取ってはな
らないのです。 

23 この時代にわたしの声を聞いた者は、たとえ一度でもわたしの声を聞いたことがあるのなら、なんという責任を負
っていることでしょう。 

24 あなた方は私の呼びかけに応じ、急いで集まり、私と霊的な協議をしたのです。私は、あなたの精神がその使命に
従って希望と信仰に満ち、試練の中で勇敢に、そして落ち着いている姿を見たいのです。苦労に疲れず、道が長いと感じて
もくじけず。私の霊があなた方に同行していること、それゆえあなた方は試練の中で無敵であることを忘れてはならない。 

25 あなたのカップには、喜びや平和もあれば、痛みや不安も入っています。また、試練に弱くなり、力の衰えを感じ
て、早々 に老いてしまった人もいます。 

26 女性たちよ、あなたたちの心が傷ついているのが見える。苦難に耐えて肉体の殻は尽きたが、精神にはまだ強さが
あり、勇気をもって進むことができる。苦難にもかかわらず、あなたがたは私を信じ、私に望み、私はいつもあなたがたの
涙を乾かし、あなたがたの仕事を軽くするために介入していることを知っているのです。私が「木の葉は私の意志がなけれ
ば動かない」と言ったことを思い出してください。あなたが空にしたこの苦しみの聖杯は、あなたの魂が浄化される坩堝だ
と思いませんでしたか？あなたは今、自分の力を証明しなければならない精神的な闘争の時代に生きていることを知らない
のですか？祝福されよ。多くの試練において、あなたがたは強かった。それゆえ、あなたがたの功績によって、わが平和を
得る資格があるのだ。私は、地上の永遠の喜びをあなたに提供したわけではありません。精神は、この地上の谷に来たとき
、自分を鍛え、完成させるために、苦難と闘争が待っていることを知っているのです。しかし、あなたの困難な人生の闘い
の中で、わが父の愛は、いつもマントのようにあなたを守ってきたのです。 

27 あなたがたは、わたしが今、このようにはっきりとした形で、人の間に自らを現わし、すべての国で、わたしの選
んだ者を待っていることを知って、満足しないのか。私はすべての人にとって友人のようであり、兄弟のようであり、あな
たの精神の親友でありたいと思います。 

28 あなた方全員が私を信じているわけではありません。しかし、これは私があなたを愛し、あなたのもとに来ること
の障害にはならない。わが霊の力を誰が止めることができようか。わが子に対するすべての愛である。そして、誰がわが仕
事を裁き、わが秘密の策略を突き通すことができようか。 

29 今日、弟子たちよ、わたしと一緒にいる。わたしが見守っているから、休みなさい。もう無駄な作業で健康を損ね
ることはありません。あなたの魂に備わっていた純粋さと美徳を取り戻すために、あなたはどれだけ苦しまなければならな
かったことでしょう。 

30 ああ、あなたが子供の頃のように純粋でいられたなら、肉体は無垢で、魂は新たな人生の旅を始めるその年頃に。
あなたはどんなに私の近くにいて、天使たちがあなたのところにやってきて、一緒に賛美の歌を歌うことでしょう。しかし
、人間は年をとるにつれて、魂はますます純粋で光り輝く道から遠ざかり、世間との絶え間ない争いの中に入っていくので
す。皆さんは善の道から外れてしまったので、危険から解放され、悪から離れるように祈らなければなりません。この散歩
では、あなたは杖を持ち、それに寄りかかっています。この杖は、あなたの行く先々 に同行する守護天使です。 
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31 私は、愛と正義の証しによってあなた方を救済し、あなた方が私に従うことができるように、私の教義を教えるた
めに来たのだ。 

32 あなたがたの善行のうち、あなたがたは非常に小さいと考えるものであっても、私はその中にある有益なものを受
け入れる。なぜなら、私はその真の価値を判断できる唯一の者であるからだ。人を愛し、人に仕える者は、私を愛し、私に
仕える。私は、あなた方が自分自身を愛することだけを要求する。そして、これだけで、あなた方の助けを借りて、私は偉
大な仕事を成し遂げることができるのだ。私は、あなたが困っている人に手を差し伸べ、あなたの精神に、父と同胞に対す
る義務を果たすことが与える平安を経験させるときに、いつも立ち会ったので、このことについて多くの証拠を与えました
。 

33 あなた方は、他のすべての宗教団体と区別される、消えない印を持っています。この印は、私があなたの魂を照ら
した光である。私はまた、あなたの魂がこの国の中で上を目指して努力し、義務を果たすのに適した活動の場を見つけるた
めに、私の用意したこの国にあなたを出現させたのです。 

34 私があなたに与えたみことばの宝を守り、不実な手に奪われないようにしなさい。それを知りたい者、それに救い
を求める者に与えよ。 

35 もし、あなたが私の遺産を守ることができないのであれば、私が守ります。精神的、物質的な法則を満たすために
、愛を持って働くこと。精神的な義務を守れば、物質的な仕事も楽になる。自分の美点を誇示すべきではない。もしあなた
が真にわが言葉を感じ、それを実践し、私にしか見えないところであなたの働きを熱心に守るならば、あなたの謙遜の模範
は、兄弟姉妹を励ますことになるであろう。 

36 あなたがたはわたしから出たのであり、あなたがたはみな同じ物質からできたのであり、あなたがたははじめにわ
たしのうちにいたように、終わりにはあなたがたの主のもとに帰るのだということを知りながら、わたしが教えたのと同じ
愛で自分自身を愛せよ。 

37 私は、あなたが生命の源に近づくことができるように、あなたを探しているのです。そこに至る道筋を紹介します
。それを見つけるためには、時に犠牲を払い、苦労し、徳を積まなければならない。 

38 あなたを絶えず揺り動かすわが声、あなたがわが掟を果たすことを要求する内なる声に耳を傾けなさい。今まであ
なたは、自分の好きなように生き、自分の好きなように生きてきたのです。 

39 私は、人生の波乱の中で硬くなったあなた方の心に、神の愛のパンを与えて味わわせ、あなた方の心を内面から動
かすことで、愛するようにした。 

40 私の中には、審判者、父、そして師がいる。一つの存在の中にある三つの異なる相の啓示、三つの力の中心、そし
て一つの存在の本質である愛がある。 

41 このように私は、あなたが太古の昔からあなたの霊に課した使命を果たすのを助けるために、自分自身を明らかに
するのです。 

42 私は今、あなたが人類にこの御言葉を教えることができるように、新たに教えているのだ。このわが民が準備され
るとき、人はその中に悲しみの中の慰めを、苦しみの中のやさしさを、精神の光を見いだすだろう。 

43 あなた方がわが再臨の証人とならずに、今の世代が過ぎ去ることはない。しかし、わたしはあなたがたに言った。
もし、あなたがたが、わたしの教えを実践しようとしないなら、石は語って、わたしの存在をあかしすることになるだろう
。 

44 もし、あなたの道に障害があって、私に従うことができないなら、あなたの善意と熱意を私に示しなさい、そうす
れば、私は道を開き、あなたを助ける。 

45 あなたがたに装備を整えてほしい。世はあなたがたを試し、私があなたがたの間で行った奇跡を証しすることがで
きなければ、あなたがたの仲間の中に疑念が生じるだろうからだ。 

46 私はあなた方の中に、自分を縛っていた鎖を断ち切ることができ、再生への崇高な決意を堅持する力を私に求める
者たちを見、私の言葉と私の存在を通して彼らを励ます。試練を多く経験することで、自分の道をしっかりと歩むことがで
きるようになるのです。試練が眠っている間にあなたを驚かさないように、見守って祈りましょう。もし、あなたがもう一
度旅を始めなければならないことに気づいたら、あなたの目覚めは苦いものとなるでしょう。 

47 もし、あなたが倒れたら、すぐに父を思い出し、祈りなさい。そうすれば、私の中に新たな力を見出して、打ち勝
つことができる。そうやって自分を整えれば、良心の声もはっきりと自分の中に聞こえてくるはずです。 

48 もう誘惑の奴隷になることはない。精神的な自由を守る努力をする。私の弟子たちは、常に兄弟的で誠実な手が差
し伸べられることを期待する人々 の間で、良き兄弟姉妹となることを望んでいます。 

49 人々 は熱心に真理の光を求め、多くの人がわが来訪を待ち望んでいるが、わが存在がすでにあなた方の間にあるこ
とを知らない。 

50 わが顕現の時、すべての者がわが声を聞くわけではないが、わが言葉がこの声の担い手を通して顕現しなくなった
時、わが声を聞いた者の一人一人が人の心の指導者となるように、現在この民を教えているのである。その時までに、あな
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た方は自らを霊化し、直感によってわが言葉とわが命令を受け、まだ知られていない教えを語り、それが真の啓示となるこ
とでしょう。 

51 今でも、人々 に約束されたことの多くをあなた方に明かし、あなた方を通じて出来事を告げ、あなた方がそれを実
現するのを目にしているのです。ですから、あなた方は私の口利きであるばかりでなく、私の預言者でもあったと言えるの
です。 

52 あなた方はまだわが言葉の底に到達していないが、私が約束した新しい世代がやってきて、あなた方が理解できな
かったことを深く正しく啓蒙してくれるだろう。しかし、私の教えを解釈する方法を知っている他の国の人々 もやって来る
でしょう。それでも、私の言葉を聞き、私の存在を感じた人たちが、私の仕事を教え、説明するために、最初に理解するこ
とになると、私はあなた方に告げます。 

53 なぜなら、そうすれば、私の教えは止まってしまうからである。一方、私の意志は、レッスンが進むごとに、より
明確に私自身を明らかにし、私の宣言の終わりには、あなた方がマスターになれるほど進歩していると感じるようにするこ
とである。私はあなた方の中に、霊的知識の理解を開いて愛と知恵を獲得してほしいという私の神聖な切なる願いを込めて
います。 

54 私はあなた方に、すべての人がこの恵みを所有することができることを仲間に明らかにするために、神の霊感を受
ける準備をするよう教えます。 

55 そうすれば、一度マスターズに参加すれば、あなたの内なる神殿に常にわが言葉が存在するようになる。 

56 私の教えのために、人々 から「引き裂かれる」ことを恐れてはならない。人の心は無駄な理論や言葉に疲れている
ので、この良い知らせを受けると、真理の光がさわやかな露のように降り注ぎ、命を与えてくれるのを精神に感じることで
しょう。 

57 完全なる友は、あなたがたに恐れるなと言うために来たのだ。多くの心の中に毒、悪意、裏切りを見出すことがあ
っても、これらの試練は、忠実で装備された弟子を脅かすことができない。 

58 第二の時代、私に従った使徒たちのようになりなさい。もし、まだ病人を癒すことができなかったら、愛の活動の
中で自らを清め、痛みと接し続けることで、霊的な準備を強化してください。もし、内心で準備ができていないなら、病人
が良くなることを期待して、病人に触れてはいけない、そうすれば、この奇跡を見ることはできない。しかし、もしあなた
方が霊的にも肉体的にも準備するならば、あなた方は-わが意志であるならば-

やがて、わが求める奇跡を受け取ることになる。 

59 わが力に対する信仰が大きくなく、同胞に対する愛が真実でなければ、あなたの仕事は救いをもたらさず、あなた
の努力は無駄になります。しかし、もしあなたが霊性を獲得すれば、あなたの行く手に本当の奇跡が起こるのを見ることに
なるでしょう。 

60 もし、あなたの愛する者たちの間で平和が実現されていないなら、あるいは、和合と愛の絆が壊れているなら、見
守り、祈り、わが霊と一体となり、平和はあなたたちとともにあるのです。 

61 もし、あなたがまだ私のことを語る術を知らないなら、唇を閉じよ。しかし、あなたの霊を高めろ。霊を必要とし
ている人々 に、思いによって語りかけるだろう。 

62 もし、あなた方が私の教えを理解することができず、その意味を突き詰めたいと思うなら、自分自身を霊化し、そ
して、私の言葉を聞いたとき、あるいは私の言葉を思い出したとき、あなた方の深い理解に驚かされることでしょう。私の
言葉は、あなたが理解できるように平易でシンプルですが、あなたが私の存在を感じることができるように、神のような本
質の核を含んでいます。 

63 今日、私は新しい晩餐会を開き、「言葉」がイエスにおいて人となった日、時を振り返り、記憶する弟子たち、弟
子たちに囲まれています。目を閉じて、わが誕生の場所、その時の厳粛さ、母の清らかさ、マリアの公正で貞節な伴侶の優
しさ、そしてその出来事を取り巻くすべてのことを想像してみるのです。そうすれば、キリストの神聖な謙遜を理解するこ
とができるでしょう。この謙遜は、キリストがその働きと神聖な言葉を通して、最初の瞬間から説いたものです。 

64 愛する者たちよ、その瞬間を内側に体験し、その想起と思索で自分をリフレッシュしなさい。その想起と思索から
、あなたの無知を取り除く光が流れてくるのです。 

65 あなたの存在の最も隠れた崇高な部分に私を求め、あなたの精神の中に私の存在を感じ、あなたの人生の最も目立
たないものの中に私の顕現を認識しなさい。覚えておいてください、私の発現がより高く、より霊的であればあるほど、あ
なたの至福はより大きなものとなります。 

66 あなた方は、この時代、私が来ることを霊的に確認し、見ずに信じてきた者たちです。しかし、第二の時代に私が
この世にいた時の姿で私を待っている者もいれば、それぞれが予言を解釈することによって、異なる姿で私を待っている者
もいるのです。私を待ち望むすべての者を祝福し、私の光を送る。そうすれば、この時代における私の存在と私の顕現が霊
的なものであることを知ったとき、彼らは混乱することがないだろう。 

67 私はまた、私を期待しない者を祝福する。ある者は信仰が弱くなり、ある者は多くの人間の考えや教えに惑わされ
るようになった。しかし、わたしは彼らのすべての道に光を注ぎ、彼らが（魂の）救済を得るようにする。 
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68 ある者は霊的にわたしを期待しながらも、自分を知らせるのがわたしであることを否定する。なぜなら、彼らは信
じることができるようになるために、まばゆいばかりの光の輝きでわたしが来るのを見たいからだ。彼らは、私が地上の王
のような威厳をもって来るのを見たいのだ。なぜなら、彼らは謙遜の中にある真の偉大さを理解していないからだ。だから
、もう一度言っておく。"私の王国はこの世のものではない"。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 110 
1 弟子たちよ、エリヤはあなたがたを整え、あなたがたの霊に高揚と平安を残してくれた。まことにあなたがたに告

げますが、あなたがたはエリヤが誰であるか、彼が誰であったか、また彼が誰になるかを知らないのです。しかし、あなた
が彼を見て言うときが来るでしょう。「主よ、私たちは今日まで羊飼いが誰であるかを見分けることができませんでした。 

2 今一度、私が教えた愛の言葉で話すのは、あなたが父との完全な結合を達成するためです。私の神聖なプレゼンス
を感じるのは、あなたの体の殻ではなく、私を見るあなたの目でもなく、私を聞くあなたの耳でもなく、私に話すあなたの
唇でもないからだ。あなたの肉体の感覚は、人間の肉体を通して私の顕現を知覚しますが、声の担い手が発する言葉の本質
は、あなたの霊が受け取る神の部分なのです。 

3 皆さんは、この人生の長丁場の戦いに参加する兵士であり、皆さんが求める地に辿り着くのです。多くの苦難を乗
り越え、多くの戦いを乗り越えて、約束の王国に到着したとき、あなたの父にとって、またあなたの霊にとって、どんな喜
びとなることでしょう。それは、精神がついに肉に打ち勝ち、肉を通してその光を現すことができるようになったときでし
ょう。そうすれば、肉体はもはや魂の障害物、破滅、誘惑者ではなくなります。 

4 私の印を押された者たちは、地上で認識される。たとえ、あなたの手がその贈り物を隠すために閉じられても、そ
こで発見されるでしょう。たとえ、あなたが黙っていても、あなたの唇にある私の教えは人々 を驚かせるでしょう。たとえ
、私があなたに印をつけた印を隠そうと努力しても、それは光を放ってあなたを認識できるようにするでしょう。でも、ど
うして自分を隠すの？それは、まだ弱くて不器用だと感じているからでしょうか。私は、あなたが強くなり、信仰と私の原
因への愛に満ち溢れるまで、あなたを教え続けるだろう。そうすれば、もう何も恐れることはない。 

5 人々 の霊的なものに対する概念が変わりました。私の光は、霊は自由に信じることができると理解させたのです。
私は特定の信条を誰かに押し付けることはしないし、私を愛することを誰かに強制することもない。 

6 私の恵みの露で整えられた畑は、あなたがこの種を耕すのに好条件を与えてくれるでしょう。この時、宗教的狂信
の鎖は断ち切られ、偶像崇拝の悪は消滅するだろう。霊はもはや奴隷ではなく、真理の道で私を求めるために立ち上がるの
です。精神が人生で蓄積した発達と知識は、今日、私が指示した使命を遂行することを可能にします。 

7 あなたがこの世に生を受けたのは、この時代だけではないというのが真相なのです。あなた方は、私がいつの時代
にも教えてきた人々 と霊的に同じであり、一回の地上での存在では、自分の運命である大きな使命を果たすことができなか
ったので、時代から時代へと生まれ変わっているのです。一生は、種を蒔くのにやっとで、それを育てるには時間が足りず
、花を咲かせるにはもっと足りない。 

8 私の教えの多くで、私はイスラエルの人々 について触れていますが、それは彼らが私の神性によって教えの例を示
し、人類に語りかけるための道具であったからです。私は、わが愛とわが恩寵を十分に与えたが、わが正義の厳しい苦悩も
与えた。王、祭司、取税人、そして最も無学な人々 さえも、私の教えや手本となる道具としたのです。しかし、見てくださ
い。現在、さまざまな土地で新しい生活に立ち上がり、約束の地はカナンではなく、わが王国であることを悟った者がいる
一方で、その民族の血を受け継いだだけの者は、いまだに伝統に固執し、祖先が神の教えに与えた物質的解釈に縛られて生
きているのです。 

9 わが新しい顕現において、わが以前の啓示に与えられた無知、誤り、誤った解釈を排除するために、場所や顕現の
手段などすべてを変更した。太陽が東から昇り、正午に最も高い位置で見るが、やがて西に沈むのを見るように、わが霊の
光は時を経て東から西へと移動し、わが栄光とわが力を特定の場所、人、民族に限定しないようにするためだ。 

10 今日、あなたがたは、神の約束によって見つけた新しい土地に、一時的にではあるが住んでいる。この土地は美し
く、開発されましたが、他の人々 があなた方の生活を苦しく、辛いものにしています。しかし、この人々 は決して復讐の行
為を行わず、ただ同胞のために赦しの行為を行う。ユダヤも外国人の餌食となり、廃墟と化し、瓦礫と化してしまった。 

11 痛みは試練であり、その中で精神は鍛えられ、明日にはその発達と経験の成果を人類に伝えなければならない。戦
争はあなたに届いていない-

そこからどんな新しい教訓を得ることができるでしょうか？苦しみの中ですでに強くなっている人たちに、どんな鋼鉄のよ
うなものを与えることができるだろうか。 

12 あなたの課題は、別のものです。1950年以降、あなたがたは預言者として立ち上がり、あなたがたの唇はわたし
の霊感を受けて語り、奇跡を行うであろう。そのとき、あなたがたはもはや、わが言葉が今のように声なき声の担い手たち
の唇から発せられることを期待しないであろう。しかし、もしあなたがたが祈りによって準備するならば、あなたがたの良
心を通して私が語り続けるので、あなたがたの忘れかけていたことが、すべてあなたがたの心から湧き上がってくるであろ
う。 

13 異なる宗教団体の人々 があなた方についてきて、あなた方の間にいたのが師であったと告白するのに驚くことでし
ょう。彼らはニコデモのように、神の子と認め、師として愛し、不義と恩義の十字架を背負ってエルサレムを出て行くイエ
スを見たとき、私的に話をし、激しく涙を流したのでしょう。その時、彼の霊は涙を流して私に言いました。「先生、私は
あなたについて行きます」。そして、彼もまた私に従った。 
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14 この時代、人を恐れず、同じように決断する者は幸いである、彼らの中に私の光があるのだから。 

15 わが子たちよ、何を考えているのか。私は知っています：あなたは、父なる神が新しい年をあなたに託されたばか
りで、その中であなたが一歩前進することができるようにと考えています。 

16 1年が経過し、男性にもその足跡が残されています。わが裁きの言葉を聞いたとき、あなたの霊は目覚め、あなた
の記憶を通して、あなたの作品、言葉、考え、あなたのすべての苦しみと喜び、あなたが達成したすべてのことと達成でき
なかったことの思い出がよみがえったのです。良心の光に照らされた自己分析を終えたとき、あなたは創造主から受けたす
べてのものに感謝しました。 

17 人間とすべての被造物は、私に貢ぎ物と犠牲を捧げました。祝福されよ 

18 まるですべての被造物がこの瞬間に集まって父への敬意を表して団結しているかのように、私はすべての世界とす
べての存在が私の視線の前で団結しているのを目にするのです。わたしは、わたしのために成し遂げられた最も小さな業を
も見、わたしの被造物がわたしを呼び求めるときの声を聞き、わたしをほめたたえる者の賛美の歌を聞く。 

19 創られたものにはすべて生命があり、感性がある。本当に、岩にさえも神の感触があるのです。すべての被造物は
、自分自身の中にリフレッシュを見いだし、それはあたかも、私の神性の中にリフレッシュを見いだすかのようです。 

20 ロイヤルスターは、自分の生命、エネルギー、暖かさ、光を子供たちに与える父親のイメージです。 

21 地球は、無尽蔵の優しさを秘めた母親のような存在です。彼女には、孤児を守るマントがあり、栄養を与える胸が
あり、子供たちのための暖かく快適なシェルターがあるのです。彼女の秘宝は男たちにその偉大な秘密を明かし、その顔に
は常に貞節と美が映し出されてきた。 

22 この1年は試練に満ちた年であり、神の正義がすべての生き物に感じられた年でした。苦汁の杯を空けなかったの
は誰でしょう。 

23 スピリチュアル・ライフに呼ばれ、この地上を離れ、あの世に逃れた愛すべき者たちがどれほどいたことでしょう
。ハーツはついに透明な水を流し、老人のこめかみにはたくさんの白い毛が生えた。それでも、新しい子供たちが無邪気な
メッセージを携えてこの世に生まれ、病人が健康を取り戻し、捨てられていた皆さんの中には最愛の人が戻ってきたという
喜びもありました。 

24 あなたは喜びを胸に私に耳を傾け、あなたにとって通らなければならない道のように思える新年を覆っている神秘
のベールを取り除いてくれるよう、私に頼むのです。しかし、私は、過去に行ったことを未来に行いなさいと言う。今日、
わが言葉の真髄が、かつてすべての魂に注がれた救い主の血のように、今もあなたの上に注がれるように、わが言葉に耳を
傾けなさい。 

25 一年が過ぎたが、人々 は戦争に終わりを見いだせなかった。人々 は和解せず、権力者たちは平和の印として握手を
することもなかった。あなた方がわが神霊との交わりの中で霊的にリフレッシュしているこの瞬間にも、生命は破壊され、
孤児や未亡人は増え続け、地には血が流れ、水を与え続けている、それは人の血、すなわちわが血である。 

26 私は再び人々 の心に安らぎを与え、人々 がこの最高の精神的善に到達できるよう、もう少し時間を与えるだろう。
しかし、このチャンスを生かさなければ、苦しみや辛さは増すばかりだ。 

27 祈りと私の教えの実践を通して、あなたの刷新によって平和を引き出してください。あなたの霊と私の霊にふさわ
しい働きをしなさい。あなた方は自分をもう少し高く評価し、私が人間の中に置いたもの、すなわち精神に真の価値を与え
るべき時なのだ。 

28 己の真価を知るとき、驕ることなかれ。あなた方は単なる人間であり、私の神聖な意思の使者であり道具であるこ
とを自覚しなさい。 

29 誰も偶然に生まれたわけではなく、ランダムに創られたわけでもない。私を理解すれば、誰も自分の人生の道を自
由に歩むことはできないこと、すべての運命を導き支配する法則があることを悟るでしょう。 

30 わが子たちよ、互いに語り合おうではありませんか。わたしはあなたがたを責めず、祝福し、わたしの教えの説話
を始めたように、あなたがたの間でそれを終わらせる。 

31 あなたの苦しみを黙って私に告げ、あなたの切なる願いを私に打ち明けなさい。私はすべてを知っていますが、あ
なたが父とあなたの霊の完全な交わりを行使する準備ができるまで、あなた自身の祈りを形成するために少しずつ学んでほ
しいのです。 

32 老人も若者も処女も、子供も親も。求めよ、さらば与えられん。私は正義と愛の源であり、私の光に照らされたあ
なたの人生の道を示すでしょう。 

33 あなたを匿う大地に、あなたは私に何を求めるのか。父なる神のすべての被造物に対して、あなたはどのような感
情を抱いていますか？すべての存在と調和して生きなさい。真実、あなた方は皆、私の前に兄弟姉妹なのだから。すべての
被造物を祝福しなさい、そうすればあなたは私を祝福することになる。 
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34 戦争の影とその轟音の響きが届き、飢饉、疫病、荒廃の脅威が至る所に潜んでいるため、あなた方は未来を恐れて
いるのですね。しかし、あなたの魂に私の光があるとき、あなたは何を恐れることができますか？われは、あなたがたをわ
が大義の兵士と呼ばなかったか。恐怖は、信仰のない者、私を否定する者に残しておけ。 

35 人類には多くの苦難が降りかかるだろうが、それらを通して、彼らはわが言葉とわが業を知ることになる。 

36 あなたの心は、痛み、困窮、飢え、病気に対して敏感であり続けてほしい。それはいわば、神の民が集う新しいエ
ルサレムの入り口、つまり人間性である。 

37 第六の封印は解かれ、それとともにあなたがたは、人間の知性器官を通してわが言葉を聞き、それはあなたがたの
間で律法、啓示、預言となっている。この形で私の声を聞くことができるのはあと七年間、つまり霊界がまだ選ばれた者の
脳を通してメッセージを送る七年間を、私はあなたたちに認めます。 

38 この言葉は、あなたの心に、あなたの良心に、忘れられないものになるようにと思い、書いています。 

39 あなたがたが神聖なるマスターから聞いたこと、普遍の母であるマリアから聞いたこと、そして、私の愛のハード
ルの中で羊飼いのようにあなたたちを集めた第三時代の使者であるエリアスから聞いたことを忘れてはならない。 

40 あなた方は多くの恩恵を受けたが、それも終わる。なぜなら、あなた方はわが律法に従い、純粋に忠実に働くべき
時が来たからである。 

41 私に仕えるとき、個人的な利益を求めてはならない。報酬や見返りを考えず、愛ゆえに私に仕えなさい。苦しむ者
、倒れた者、光を見ず、道を認めない者のことを思い、慈愛の心でわが教えを与えよ。彼らをわたしのもとに導き、あなた
より先に目的地に着いたとしても、心配しないでください。自分の任務に心を砕き、『最後』になれ。あなた方は皆、私に
届くのだから、私はあなた方を待つ方法を知っているだろう。 

42 人々 よ、新しい年に戦うことを認めよう。戦争、破壊、死の上に、空の青が平和のマントのように広がっていくの
です。私は地の面を花で飾り、そこには愛の贈り物のようなライムエアがある。生きとし生けるものの母の子宮は肥え、そ
の豊かさはあなたに恩恵をもたらすでしょう。私は人間の知性を啓発し、わが子たちのために自然界に新たな発展の可能性
を見出すことができるようにする。私は海を祝福し、その懐に住む生物が増殖するように、そして人間が戦後の飢餓に苦し
むことがないようにします。私は、異なる人種が互いに知り合い、受け入れることができるよう、新しい道を切り開きます
。 

43 春は、平和と希望、人々 の間の和解と許しの贈り物として、あなたのもとにやってくるように。 

44 夏は，太陽の火によって，ある地域や砂漠を焦がし，そこを横切る人々 は，身を沈めてエホバに慈悲を乞うことに
なるのです。私を忘れていた人たちは、再び私を思い出すだろう。そして、科学者たちは、これらの現象を前にして困惑す
るが、心の底では、わが声を聞いて、行動と思考を清め、知恵の道へと入っていくのである。 

45 秋は、大地を耕す者の収穫を私に与え、その収穫は豊かで、ある国々 は平和を取り戻し、再び労働の道具を手に入
れるでしょう。 

46 種には祝福がある。男たちのいない間に、子供たちと女たちが土地を耕すからだ。腕を捨てて鋤を取る手は祝福さ
れ、敵対していた者たちも、その後、兄弟として抱き合い、天のパンが荒野のマナのように降ってくるからだ。 

47 冬が来て、その雪は浄化の象徴となる。 

48 すべてが準備されています。労働者の皆さん、見ていてください、祈っていてください。また、病人を看病した手
、愛を持ってわが言葉を語った唇、眠りに打ち勝ち末期の病人の頭を見守った目、苦しむ者のために鼓動した心臓を祝福し
ます、彼らは人のために祈りに立ち上がることのできる霊の道具なのですから。 

49 私はあなた方の心を新しい生命に向けて鼓動させたいのです。 

50 私は魂を裁くことのできる唯一の裁判官であり、なおかつあなた方を被告人とは考えず、子供や弟子と考える。 

51 私を父としてあなた方の間にいさせてください。あなたは、私が与える言葉の価値を測っているのか、それとも、
私があなたの裁判官であることを望んでいるのか。私の義を、みことばの中だけでなく、あなたの生活の中でも感じられる
ようにして、あなたが目覚め、私を信じるようになることを、あなたは望んでいますか？ 

52 今、私があなたに託している種を、あなたはいつもうまく蒔くことができず、ほら、だから期待した収穫を得るこ
とができなかった。しかし、このために闘争をあきらめてはならない。たとえそれが涙の原因となることがあっても、これ
もまた真実であり、魂の平和はこの義務の遂行に基礎づけられていることを理解することである。 

53 私は、この人々 が地球の道の上で泣き、道の凸凹に不平を言うのを見たくありません。 

54 私はいつでも、あなたを待っているあの家につながる道を歩ませているのだ。その扉が閉まっているのを恐れない
でください。はるばる旅をしてきた者だけがたどり着ける。 

55 私は穀物倉のようにあなたの心を集め、良い種を残し、価値のない種はあなたが破壊するために残しておく。 

56 あなたがたは、もはや不完全な、あるいは不正な礼拝行為を糧としてはならない。あなたは今、「第3の時代」に
います。私があなたがたに与える私の教えを実践する者は、私の意志を行い、父の意志を行う者は、救いを見出すのである
。 
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57 私の愛の偉大な証拠を、私はいつでもあなたがたに与えてきた。私は、あなた方が私のもとに来る機会を与えてい
る。しかし、あなたたちは一度も私に従わず、真の平和を与えるわが律法の実現よりも、つかの間の快楽を伴うこの世の苦
痛を好んできたのだ。 

58 しかし、私の正義と人々 との間には常に十字架があり、それゆえ、愛と赦しの言葉だけが私から発せられるのです
。 

59 あなたが霊として審判の前に現れたとき、悔い改めることがないように、私はこの世でどれだけあなたを助けてき
たことでしょう。 

60 あなた方は、モーセと一緒に砂漠を渡った者、イエスに従ってユダヤを旅した者と同じで、この時代になっても、
信じるために奇跡を求めたり、運命の最終目的を知らないかのように地上の品々 を求めたりしているのです。 

61 この顕現を常態化させてはならない。そうすれば、本来持つべき畏敬の念や信仰心が失われるからだ。もし、あな
たの精神が不在で、あなたの心が散乱しているならば、あなたはそこからどんな利益を得ることができるでしょうか？ 

62 私の神性には執り成しの愛が宿っている、それがマリアです。彼女を通して、信仰に閉ざされたままだったどれだ
けの心が、悔い改めと愛に向かって開かれたことでしょう。彼女の母性的な本質は、すべての創造物に存在し、それはすべ
ての人に感じられていますが、ある人は目を見開いてそれを否定しています。 

63 あなた方は、世界が正気に戻り、上向きの発展と光を得るために、わが啓示のたゆまぬ種まき人となるのだ。 

64 わが旅立ちの前に、わたしはあなたがたの行く道を切り開く。私の顕在化の最後の数年間、私が何を決めたか、あ
なた方は知らないのです。私はあなた方を準備している。そのころには大きな試練がやってくるからだ。私は、あなた方が
わが教義に加えたあらゆる偽りをあなた方から取り除き、あなた方がわが仕事をその純粋さにおいて認識することができる
ようにするのだ。 

65 見よ、人びとよ。私の旅立ちの後、ある者たちが現れ、私が人間の理解器官を通して自分自身を示し続けていると
、あなたたちに信じさせるだろう。私の本質とこの果実の味を知りながら、欺く者に誘惑されないように、私はあなた方を
警戒させ、心を整えているのだ。しかし、もしあなた方がこの時代に備えずに、私があなた方に与えたものを失ってしまっ
たら、あなた方はどうやって真理と偽りとを見分けることができるだろうか。 

66 私が与えた知識と光の力を奪うような有害な影響を受けてはならない。そうすれば、私を裏切る者と同じ悪に絡め
取られることになるからだ。毎日、毎日、戒めなければならない。そうすれば、あなたがたは警戒し、揺らぐことなく生き
ることができる。あなた方の多くは、私の旅立ちを嘆き悲しみ、何の慰めも見出せないでしょう。あなた方は、私が人間の
理解器官を通して自らを知らしめた時を懐かしむだろう。しかし、あなたが祈るその時、私はあなたを啓発し、私があなた
の中に置いたすべての恵みと賜物を思い出させる。そうすれば、あなたは孤独と見捨てられたと感じることなく、私がわが
弟子の近くにいるという知識のもとに、遺産を持って旅立ち、同胞への愛のわざによって功徳を積むことができる。 

67 この指導の時間を使ってください。他の国がバラバラになっているのに、あなたの国では平和が続いていると考え
てください。あなた方は、あなた方の国民の間に平和な雰囲気を作り出さなければならないことを理解しなければならない
。そうすれば、あなた方のところに来るすべての外国人は、あなた方の中で休息し、安らぎを得ることができ、そして、彼
が帰ってきたとき、善意によって啓発され、高潔な意図によって鼓舞されることを感じることができるだろう。 

68 今、諸国から善に強く、光に満ちた人々 が現れるだろう。彼らは、大きな使命を持ってこの世に生を受けながら、
それを果たせなかったすべての人々 に、自分の過ちと過ちを認識させるだろう。 

69 また、国家で疫病が発生し、人口が壊滅する時期が近い。 

70 この日、私はあなたに問う。もし、私があなたがたをこれらの地に遣わし、「海を渡り、苦痛と荒廃の町に入れ」
と言ったら、わが子たちよ、それを実行するだろうか。 

71 しかし、現世でまだ真理に立ち上がることができる人々 に、一滴のバームと光の言葉を携えて行く人は誰でしょう
か。これらは私の弟子となるであろう。 

72 多くの人はこの世ですでに解明されたわが顕現の秘密を見るでしょうが、他の人は霊界に入らなければ真理を見る
ことはできません。 

私の平和があなたとともにありますように 
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コンテンツ情報 
Verse No. 

インストラクション 83 

霊の教義は、その上に立っています。  

がいきょう 

唯物論は、その精神を忘れている。 

6 

人間の本質的な部分である 

現在の出来事は、預言者たちによって、また、キリストによって、ご自分の 

9 

予測されるスピーキングチューブ 20 

聖餐式の意味 

バプテスマのヨハネとエリヤの前触れで 

25 

どうきしん 

人間は、自分が現在の自分であることを自覚すること。 

39 

自ずから神となる 

インストラクション 84 

この人類の廃墟の上に、新しい世界が生まれる。 

51 

できる 

自然の力が解き放たれる 

5 

を行い、清めの仕事をする 

儀式を通して神の思想を持つ 

7 

とか、画像が限定され歪んでいる 12 

神の前には外国人も異邦人もいない 

重い要求：赦すこと、である代わりに 

20 

擁護可能 

この光の時代には、その力を 

28 

エクリプスアクティブ 

光と光の最終決戦 

43 

邪悪なものが近づいてくる 44 

私たちは、精神的な法則と物質的な法則を一体化して  

 Reconcile48 

 悪の力とは何かについての説明56-57 

インストラクション 85 

 心からの祈りは、すべて神に届く1-3 

イスラエルは人種ではなく、霊的な人々 です。 

 地球上に散らばる10-14 

真の祈りとは、霊から霊へ、無の祈りである。 

 目の前にある神の物質的なイメージ・・・。 16-18 

ディバインの写し確認 

 ヨハネの黙示録22-24 

まだ生きなければならない不幸な魂たちの悲しい運命 

 来世にもたらされる物質68 
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インストラクション 86 

霊的イスラエルとその後のユダヤ人との関係 

 肉体12 

 クリスマス27-30 

この時代は "霊の時代 "と呼ばれる31。その昔、
 ユダヤ人と血のつながりで結ばれていた、今日散らばった霊たちのことは神のみが知っている。 

 がつながっていた33 

キリストの霊的な再臨は、密かに行われたのではない。 

 が、兆候を伴っていた35 

 神から離れた私たちの精神より大きいものはない68 

この世界が再び正気を取り戻すために、ア 

 大苦戦必至 71 

インストラクション 87 

 イスラエルという名の意味  1-2 

光の精も、存在の精も。 

 闇は神の意志に従って任務を遂行する3-5 

地球は「浄化」され、人間は 

 スピリチュアライズ9-10 

 メキシコの精神的使命11-12 

 霊的生活への準備15-20 

 精神的価値と物質的価値に意味がある27-30 

 パンとワインの霊的意味37-38 

インストラクション88 

 私たちの精神の偉大さ、ユニークさ・・・。 2 

創造主である神様の存在を疑う人もいますが。 

 太陽は彼らの上に絶えることなく輝いている7。 

私たちの使命は、人々 の間に 

 真の平和をもたらすために14-15 

世界と、特にユダヤ人には、何もないだろう。  

 新しいメシアを待ち望む27 

 キリストの再臨は霊において行われる28-29 

過去の時代の預言者たちは、その出来事について  

 現在に予見される37-39 
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 イエスとキリストに関する明確な記述63 

インストラクション 89 

だれでもわたしについて来たいと思う者は、自分の十字架を負いなさい1-3。 

霊的なイスラエル ── の霊の軍団。 

 光と平和16-20 

 イエスに化身した神聖な愛29-35 

私たちは、地球を涙の谷に変えてしまったのです。  

トランスフォーム51-54 

インストラクション 90 

のヨセフの生涯を比較する。 

 エジプトとナザレのイエス1-3 

神は私たちの創造主であり、その子供たちに期待されています。 

 認識と服従5-6 

霊的な教えの使者たちは、その道中で多くのことを発見することでしょう。 

 苦い経験も、大きな喜びも経験する28-31 

人となった神の言葉 ── つまりキリスト 

 二度目のイエスで人となった33a 

一筋の光に包まれた神聖な愛。 

 は媒介者を通して人間の言葉になる33b。 

キリストは、ユダの人生絵を移動させ  

 神光37-39 

人間の自由意志の最高の目標は 

 神の御心を行うため41-43 

インストラクション 91 

 キリストは宣言の中でそのプロセスを説明している3-7+13-14 

いつの時代も、用意された人々 を通して、神様は 

 spoken8-12 

神の言葉であるキリスト ── 愛と知恵 

 神様の27-30 ＋32 

神は、私たちの知性ができることよりも、もっともっと大きな存在です。 

 が理解できる34-36 

世界各地で、スピリチュアルな先駆者たちによる 

 外観 45-47 

 七つの封印の説明49-54 
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 自由意志を乱用する時代は終焉を迎えつつある80 

インストラクション 92 

最も貴重な遺産：キリストの言葉 

 ティーチング2-3 

 良い弟子の特徴8-10 

神の教えの真髄 

 は、いつの時代も変わらない26 

なぜ、神の口寄せが行われるのか 

 を、単純な、小さな教育を受けた人々 ？ 

 神の子への期待61 

 魂の浄化への道65 

 真理の霊の声が聞こえるようになった71 

インストラクション 93 

 神主の弟子たちの装備3-6 

 神の光線が人間の言葉になった8 

神の言葉を受信し、伝達するためには 

 精神、心臓、心の準備が必要15 

苦難の時、私たちは神に思いを向けるべきです。 

 慰めと助けを求める23-24 

キリストとその教えは人々 を救済する 

 と変換し、私たち霊能者はあくまで助っ人です29-30。 

ガリラヤの海での嵐の静止──嵐のような現在と私たちの救いへの指針33-37 

 霊的なイスラエルとその今日の使命43-47  人間は、科学と人間によってのみ導かれるのではない 

 知識ではなく、愛の精神によって68 

インストラクション 94 

霊的な教えを伝える新しい使徒は誰になるのでしょうか。 8-11 神主の普及のためのアドバイス 

 彼の教え13-17 

他の霊的に目覚めたグループも参加する26  私たちの霊の秘密と力を知っているのは神だけだ 

であり、それらを明らかにすることができる29。 

 イエスの受難56-80 

インストラクション 95 

 祈りの答えのための前提条件1 

降伏して耐えた試練の利益5  + 7 神は悪人をご自分の正義の道具として使われる8。 

 痛みの癒し効果12  + 56 

言葉の媒介者を通しての神の言葉 取り消せない 

 1950年代後半まで 
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 人類の霊的母であるマリア21 

 謙虚さはキリストの弟子の合言葉であるべき32 

 神の法則に従うことが私たちの宿命35 

すでに地上では、天の国への道を見つけることができるだろう 

 にんちごう 

インストラクション 96 

 精神化と思想の高揚への警鐘4-5 

これからの宗教戦争では、真実は 

 勝って人間じゃない14 

 輪廻転生の数ある理由の一つ17 

 心の力は知性の力の上にある33 

 スピリチュアリズムとは？ 37-38 

 キリストはその声を聞く方法を教えてくれる47-48。 

 それは法廷時間49 

輪廻転生のさらなる例 53 + 61 

地球は人間によって冒涜された・・・。59-60 

インストラクション 97 

神は常に様々 な形で御自身をお見せになっています 

 私たちの信仰を試すために知らされた9-12 

 人間は神の意志の最良の媒介者14 

 神の遺産 ── 彼の教え22 

神は常に理解という能力を通して 

 simple people spoke to us49 

輪廻転生の回数は、私たちの精神的なものによって異なります。 

 地上波完全版 ab61 

インストラクション 98 

もし、私たちがキリストに従うことを証ししたいのであれば。 

われわれはまず自分自身を完成させなければならない3 

 私たちは直感的に、メッセージが本物かどうかを知ることができます7。 

霊能者の任務と責任 

 を子孫に残す19 

神の霊的なつながりのさまざまな形 
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 民衆とともに20-23 

それは、負債を支払う時の審判の時である 

 マスト30-32 

人間のものはすべて消え去り、神の言葉だけが残る 

 とその律法は永遠に残る39 

神主の訓示と助言 

 私たちの精神的葛藤のために45 

私たちは「互いに愛し合いなさい」という戒めを正しく理解しているのだろうか。 

 わかったか？ 50-51 

神様は、その愛によって私たちを征服しようとされ 

 苦も楽もない53 

インストラクション 99 

を待ち望む宗教界の声はむなしい。 

 キリストの再臨2 

 私たち自身が幸福を手に入れなければならない9 

 霊的イスラエル、その起源と使命10-15 

第3の時代の新しい教えは 

 第二紀のものよりも広範囲24-25 

霊から霊への対話が達成されるまでは 

 

 精神はまだ時間を渡す33 

私たちの隣人とは誰か、私たちの隣人とは何か 

 彼へのサービス？ 51-52 

ヨハネの水のバプテスマとイエスの霊のバプテスマ 

 とその意義56-60 

 人類の原罪62 

インストラクション 100 

 私の判断は愛から生まれたもので、復讐のためではない1-3。 

の介入を、なぜ神は阻止しないのか。 

 創世記の科学者？ 6-9 

守護天使の助け、そして私たちの責任 

 に向かって、18-24 
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 睡眠中の神の啓示30-31 

イエスの犠牲の死による贖いが有効になるのは 

 私たちの継承を通じて71 

インストラクション101 

 霊的な任務を果たすための励まし6-9 

の訪れの時代に生きている。 

 ディバインジャスティス35 

生まれ変わる可能性があるということは、その行為が 

 神の愛と正義の37-40 

謙虚さは、最も重要な美徳の一つです。 

 が実践されるべき55-63 

インストラクション 102 

私たちは常に誘惑にさらされています。 

しかし、最も強力な敵は自分自身の中にいる11-12。 

完璧な精神的対話ができるようになるのは 

 後世に伝える ... 20 

 第三の時代の神の言葉は新約聖書28 

教えの書を出版する使命 

 神主の38-39 

 輪廻転生の可能性は神の恵みである52 

インストラクション 103 

神の民とは、特定の人種ではなく  

 選ばれし霊の共同体8-14 

神の裁きの時 - 一つの時代の終わりと新しい時代の始まり 15-17 

 イエスに従うための実践的なアドバイス28 

神が啓示を与える素晴らしい形式を 

 人37-38 

の重要性に気づく時が近づいています。 

 精神の42-43 

神業は不純物を含まないものでなければならない。 

 儀式が広まる56-58 

インストラクション 104 
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 愛なくして、地上の平和はありえない30+1-2 

の人間観を修正する。 

 はじめてのおつかい11-15 

 今日の人類に対する神の暗澹たる評価33-34 

 来世は、私たちが地上で想像するものとは異なる39-41 

霊的イスラエルへの神の使命  

 平和を祈る55-58 

インストラクション 105 

スピリチュアリストの責任として、霊的な賜物を使用すること 

 を使用する3-10 

神の道具は、その中に現れるだけではありません。 

 霊的イスラエル11-14 

無料で受けられる試験はありません27 

霊的に成熟した人は、以下のような力を持っています。 

 自然界の力39-44 

多くの国が、物質主義と 

高尚なものは深く落ちる45-47 

再誕生の教義は新しいものではなく、存在するものである 

 初回から52-54 

インストラクション 106 

私たちは、地上のものに頼りすぎてはいけないのです。 

 快楽と義務の回避15 

 

 自分の国では誰も預言者ではない19-20 

 祈りの大切さ32 

 地上での死後、霊と魂の運命6-38 

 親と子への勧告57-59 

インストラクション 107 

 来世に関する啓蒙1-4+15 

 新たなステージ──まず審判、次に平和18-21 

 真理の霊とその働き24 

イスラエルの砂漠での放浪から 
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 約束の地28-33 

インストラクション 108 

 三つの時代におけるエリヤの力強い仕事9 

ソドムとゴモラの罪深い継承がもたらす毒性 

 戦わなければならない果物10-16 

真理の御霊の到来は 

 イエスが予言した22-23 

 神の国について32 

精神的な調和が乱れ 

物質生活こそ混乱の元 

 自然界では56 

インストラクション 109 

登場時の人々 の反応 

 救い主とその教え3-6 

なぜ、神の子の人生はしばしばそうなのか 

 わけがわからないほど難しい？ 11-13 

魂の本質に関する謎は 

 が放送されました14-16 

 神は自分の子供たちが互いに愛し合うことを期待している32  + 36 

 神の性質についての説明40-41 

真のスピリチュアライゼーションによってのみ、私たちは奇跡を起こすことができるのです。 

 リアライズ58-59を参照 

イエスの誕生について63-64 

インストラクション 110 

主の描いた144,000枚のうち 4 

生まれ変わりを論理的に確認する 7 

霊的イスラエルと民族的イスラエル 8 

ニコデモに関する啓示 13 
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