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この問題についての注意 
 

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

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

これまでに、以下の巻が翻訳されている。 

 

ステータス：2020年12月  

 

第三の試練  

ドイツ語原文から各国語へ  

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

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

実生活の本 

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

他の5巻はすでに英語版が出版されていました。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  

 

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

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

巻は、私のホームページで無料でPDFダウンロードすることができます。  

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

 

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

ホスタには、次のような意味があると、主は教えてくれた。  

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

ホス...ト...ア（私の名前、アンナのA）  

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

 

アンナ・マリア・ホスタ 
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はじめに 
この第五巻の導入として、キリストが御霊の働きについて語っている教令123号の1節から10節を役立てましょう。 

1 私の言葉は無尽蔵にあなたの上に注がれる。わたしはキリストであり、第二の時代に人の間に住み、再びあなたが
たのところに下ってきて、約束とみことばを実現し、ご自分のあかしをする。そのとき、父がモーセに指示された律法をわ
たしのわざで確認したが、彼は自分の意志でも人の意志でもなく、永遠の意志によって行動した。したがって、わたしがモ
ーセが話したことを破棄しなかったなら、イエスにおいてあなたがたに教えたことを今も破棄しないであろう、あなたに言
っておくが。 

2 ある時、弟子たちに囲まれたとき、弟子たちがこう尋ねた。「先生、あなたは旅立つと言いましたが、その後、戻
ってくると言いました。教えてください、それはいつになるのでしょうか？私は、彼らの素朴さと知識欲が、主の秘密の計
画を探究しているのを見ました。それにもかかわらず、私は彼らに愛情を込めてこう語りかけた。「まことに、私が人類の
もとに戻る日は遠くない」。そして、そのとき、わが現存は霊のうちにあることを理解させ、同時に、わが次の到来を告げ
るしるしを彼らに告げたのだ。その兆候とは、地球全体に広がる戦争、混乱、大きな苦しみである。しかし、あなたがたに
告げますが、まさにそのような、混沌の中に、私がこの時来たのです。私はここにいます、あなた方人間の魂のための光と
平和のメッセージを持って。これから私は、自分を救いたいと願うすべての信じる人間が入る、人類が避難することができ
る（霊的）箱舟を作るのです。この箱舟は、私に従う者の信仰と希望と慈愛によって堅固に築かれ、自然の力が解き放たれ
たときにノアに託されたものと霊的に類似しているであろう。 

3 あなたは何時の時代に生きているのですか？それを考えて、私は3つの時代に私の教えを与えたことを意識してく
ださい。第一は律法のもの、第二は愛のもの、そして現在のものである第三は知恵に対応するものである。 

4 私のものである一つの霊が、いつもあなた方と一緒にいます。しかし、もし私がそれを3つの異なる相で明らかに
したならば、私がすべての創造物において自らを現す形は無限であり、同時に完全であることを思い出してください。 

5 初めてあなたがたは、裁き主であり、律法学者である父を知るようになりました。二度目に、私はイエスにおいて
「私の言葉」を人間とし、その言葉は神の真理をもって語られるようにした。キリストは「御言葉」であり、「御子を知る
者は父を知る」と人に告げた方と同じ方です。今、あなたがたは、わが知恵を注ぎ込む第三の時にいるのだ。 

6 わが約束の成就として、私は霊で、あなた方の魂が私に引き上げられるときに形成する象徴的な「雲」に乗ってや
って来て、人の心の中に真の神殿を建設している。 

7 このような声楽家を通して私の声を聞くとき、私の霊がこの小さな不純な体に宿ったとは思わないでください。わ
が光の一筋が降り注ぐのは、あなたの知性器官であり、それは神聖なインスピレーションであり、知恵と愛であることは、
すでにお話したとおりです。 

8 このコミュニケーションの奇跡を理解し、これらの無学な生き物の理解器官とその唇を通して、無知な人々 を啓発
する言葉がもたらされることを理解しなさい。 

罪人の心に神にふさわしい家庭を築かせ、知恵の門を開く信仰の鍵を与えるためです。 

9 私は無限の忍耐をもって、あなたの魂の進化が、わが霊とあなたの霊との完全な結合の準備として、声を持つ者の
心の器官を通してのわがコミュニケーションを理解できるようになるときを待っていたのだ。 

10 このため、声の主は脳が疲れることもなく、喉が嗄れることもなく、わが言葉を発することができるのである。そ
の唇を動かして、わが呼びかけを人々 に届かせるのは、私なのだから。命の木の陰で休み、永遠の命の実を食べるようにと
誘うのです。  
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インストラクション 111 
1 人びとよ、心の扉をわたしに開いてください。私は、人生の試練が嵐のようにあなたを襲うのを見た。あなたの家

に病気が侵入し、不幸があなたを支配するのを見た。私はあなたに平和をもたらすために来たのです。 

ああ、愛する人類よ、もしあなたが善意を持っていれば、どれほど簡単に自分の救いを見つけることができるかを知ってい
たなら！」。一つの祈り、一つの思い、一つの言葉があれば、人、民族、国を和解させることができるのに、人々 は別の手
段で対立の解決を図ろうとします。キリストの教えを実践しない限り、キリストのように振る舞うことはできないというの
が、多くの人々 のモットーです。 

2 もし、作品に正義と愛と慈悲がなければ、あなたは作品に何を期待できるでしょうか。これらは、イエスが与えた
教えではないか？愛と正義と慈悲は、あなた方の時代の生き方に反するものではなく、霊的に進歩した存在にふさわしい美
徳であると、私は真に告げたいのである。 

3 戦争に巻き込まれ、世界の宝をめぐって殺し合う人々 を見るにつけ、私は人類を、価値のないものをめぐって争う
幼な子に重ねて見てしまうのです。子供というのは、やはり小さな権力や小さな金で争うものです。これらの持ち物は、他
の人が持っている美徳の次にどんな意味があるのでしょうか？ 

4 憎しみの種をまいて民族を分裂させる人間は、包括的な兄弟愛の種をまく仕事に人生を捧げる人間とは比べものに
ならないだろう。同胞を苦しめる者は、隣人の苦しみを和らげる仕事に人生を捧げる者と比較することはできない。  

5 人類は皆、地上の王座を夢見る。しかし、人類は初めから王座がいかに価値のないものであるかを経験している。 

6 私はあなたたちに私の王国での場所を約束したが、それを主張する者はほとんどいない。それは、天の領域の王の
最も小さな臣下が、地上で最も強力な君主よりも偉大であることを、人々 が理解しようとしないためである。 

7 人はまだ幼子である。しかし、彼らに訪れる大訪問は、短期間に多くのことを経験させ、この幼子からすぐに成人
になり、経験の実を備えて、"父なるイエスは正しい、彼のもとに行こう "と叫ぶようになるのである。 

8 あなたの罪のために犠牲になった子羊は、今この瞬間、あなたに語りかけ、その言葉は愛と赦しである。神の正義
の書は第六章で開かれ、小羊がその封印を一つ一つ解いたからである。 

9 しかし、第六の封印はそれゆえ閉じられることなく、その時が終わり、第七の封印が解かれるまで輝き続けるので
ある。 

10 最後の封印が解かれたとき、人々 が新しい啓示の内容を聞き、理解できるように、この時期に人類が準備をするこ
とを望みます。国や民族が内面的に強くなり、その時代の苦しさに耐えられるようにしたいのです。 

11 私は、その時代の試練に耐えることができる人々 を祝福すると呼び、その忍耐とわが力への信仰に報いるために、
彼らを新しい人類の親に任命するのだ。 

12 人の罪は消され、すべてが新しくなって現れる。純粋さと処女性に満ちた光がすべての被造物を照らし、新しい調
和がその人類を迎え、そして人の精神から、主が待ち望んでいた主への愛の讃歌が湧き上がる。 

13 母なる大地は、太古の昔から子供たちによって冒涜されてきたが、再び最も美しい祭りの衣で身を飾り、人々 はも
はや彼女を「涙の谷」と呼ぶこともなく、血と涙の野原と化すこともないだろう。この世界は、宇宙の中の小さな聖域のよ
うなもので、そこから人は、謙虚さと天の父への愛に満ちた結合で、魂を無限のものへと高めていくのでしょう。 

14 わが子たちは、わが律法をその霊に刻み、わが言葉をその心に刻むであろう。過去の時代に人類が悪に喜びを見出
し、罪に楽しみを見出したとしても、その後は善以外の理想は持たず、わが道を歩むこと以上の喜びを知ることはないので
ある。しかし、だからといって、人間が科学や文明を放棄して、（寂しい）谷や山に引きこもり、原始的な生活を送るとは
思わないでください。いや、それでも彼は、これほど関心をもって世話をしてきた科学の木の実を楽しむことができるだろ
う。しかし、時の終わりに、人間がこの道をすべて旅し、木から最後の実を取ったとき、以前は偉大に思えた自分の作品の
つまらなさを悟り、霊的な生命を理解し感じ、それを通して創造主の仕事をかつてないほど賞賛することになります。彼は
インスピレーションによって偉大な啓示を受け、彼の人生はシンプルさ、自然さ、スピリチュアリティへの回帰となるので
す。その日が来るまでには、まだ時間がかかるだろうが、わが子たちは皆、それを目にすることになる。 

15 不毛な人生を送ってきたと精神が嘆くことのないよう、今一歩踏み出すべきでしょう。 

16 これからの時代について、私はあなたにお話ししました。私の言葉は、あなた方を疎外するものではありません。
本当に申し上げますが、明日は、多くの人々 の心に信仰と希望を活気づけることでしょう。 

17 人間、私は愛によってあなたの罪を無効にし、あなたを救う力を持っています。あなたがたの汚点に目をつぶるこ
となく、たとえ世の中の泥沼に迷い込んだとしても、そこから解放して、あなたがたをわが使徒とする。 

18 人類の中には、私に印をつけられた14万4千人の一部が住んでいます。このような私のしもべたちは、世界中に散
らばって、平和のために祈り、人間の兄弟愛のために働くという使命を果たしています。彼らはお互いを知らないが、ある
者は直感的に、またある者はこの啓示によって啓発され、兄弟の道を照らすという宿命を果たすのである。 

19 私の愛に包まれた人々 は、ある意味では単純な人々 であるが、世間で尊敬されている人々 もいるのだ。彼らは、そ
の生活、仕事、考え方、神の啓示の理解の仕方における霊性によってのみ認識することができます。彼らは偶像崇拝者でも
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狂信者でも無謀者でもない。彼らはいかなる宗教も実践していないように見えるが、彼らの精神と主の精神との間には、内
なる敬愛があるのだ。 

20 聖霊の光を受けた者は、救命ボートのようなものであり、保護者であり、助言者であり、守護者である。私は彼ら
の精神に、光と平和と力と癒しのバームと、最も不本意な扉を目に見えない形で開く鍵と、他の人には乗り越えられない障
害を打ち負かす武器を授けたのである。自分の能力を知ってもらうために、肩書きを世に問う必要はないのです。彼らは学
問を知らず、地上の品物に乏しいが、その生き方で多くの善を行うことができる。 

21 私の言葉を受け取ったこの大勢の人々 の中には、自分の使命を確認するためにだけ来た者も多いのです。本当に申
し上げますが、それぞれの霊が持っている光は、その進化の長い道のりの中で得たものなのです。 

22 わが愛に触発されて霊的な任務を遂行するしるしある者たちは幸いであり、彼らを見習う者たちは、彼らが持つ霊
的成熟を獲得するからである。 

23 第二の時代には、イエスの言葉を聞いた素朴な人々 や、イエスのもとに近づいた病人たちが、わが使徒の数に属さ
ず、わが弟子たちよりも大きな奇跡を起こそうとしたことがどれほどあったことだろう。 

24 熱意をもって（発展の道の）目標を求めよ、信仰と慈悲と謙遜の道をもって、みな私のもとに来よ、そうすれば、
みな等しく父にふさわしいと感じられるであろう。 

25 新しい日の光の夜明けに、あなたの精神は父に感謝を捧げるために上を向いています。 

26 弟子たち、初心者たちよ、試練の時に油断することのないよう、私の言葉を深く心に刻み、再び私に学びに来なさ
い。荒れ狂う海の中のもろい舟のようなあなた方を見たくはないのです。 

27 刷新こそ、私がわが民に求めるものである。それは、あなた方が無用なものや悪を取り除くとき、わが教えを用い
ると同時に、あなた方が聞いているのが真理の霊であることを証明するためである。あなたは今、悔い改めと謙遜によって
これらの汚れを洗い流し、愛の業によってわが真理を証ししなければならないことを自覚してください。 

28 この道を歩み始めたときから、話すにも、行動するにも、真理を生かすように。嘘には神の本質がない、だから説
得力がない。 

29 私はこれらの口寄せを清め、彼らを通して自分自身を知らせ、彼らだけがあなたがたに真理を宣べ伝えることがで
きるようにする。もし明日、この御言葉が女性の口からも伝えられたという理由で、男性がこの御言葉を疑って気分を害し
たとしても、脅かされないでください。私が弟子たちを性別や階級で選んだのではないこと、私の宣教のためには、開かれ
た心と従順な唇があれば、彼らを通して私のインスピレーションを表現するのに十分であることを、あなたは彼らに伝える
でしょう。 

30 たとえ調査官や糾弾者として経験したとしても、あなたを求める人々 を恐れてはいけません。その中に、光を求め
ている魂を常に認識する。 

31 真実に私を愛する羊を、誰が私のハードルから引き離すことができようか。私の労働者一人一人の素朴さの裏には
、人の目に触れないように、天使がその一挙手一投足を見守っているのです。 

32 私は、あなた方が戦わされること、そして、もしあなたが真実を輝かせたいのなら、戦いの中で勇敢になり、あな
た方に加えられたどんな侮辱も許し、恨みによって使ってはならない武器を与えてはならないことを告げたのです。 

33 自慢せずに許す方法を知っていれば、戦いに勝つことができるのです。あなた方が試練にさらされるとき、祈りな
さい。そうすれば、私はあらゆる科学を超えた驚くべき業を行い、不信心な心を震わせることだろう。 

34 このように、皆さんはこれから試練を受けることになるのですから、あらかじめ注意してください。しかし、驚か
ないように、常に準備をしておくことが大切です。 

35 私の霊感を受け入れ、心の硬い人たちのように、自分の過ちを正すために人生の打撃を待つような行動をとっては
ならない。あなたがたの間には苦痛と死もあり、彼らもまたあなたがたに語りかけているのだと言う。 

36 今こそ、すべての精神は、自分が置かれている時代について明確に認識し、私が託した任務を遂行することができ
るようにならなければなりません。 

37 しかし、わたしはすべての人を愛し、すべての人に、彼らがわたしのもとに来るまでは、彼らの救いの手段を与え
よう。 

38 エリヤは、第三の時代の復興のために、私を助けてくれた。今日、あなた方は、昔のように受肉して、道を巡り、
人の心を整えて、わが神性に礼拝を捧げる姿を見ることはないでしょう。あなたは、彼の存在を精神面だけで認識し、人類
を救うために偉大な闘争を行った。 

39 私は、この良き羊飼いを道しるべに、任務を果たした皆さんを待っています。 

40 あなたは、彼の中にある誠実さ、愛、そしてあなたのための犠牲を、いつでも感じ取ることができなかったのです
か？あなたは立ち上がり、障害を乗り越えてゴールに到達し、エリヤを賛美し、あなたの主を讃えないだろうか。 

41 あなたがたは、私が威厳をもってあなたがたのところに来るのを見るだろうと書いてある。多くの人が霊的な顔で
私を見たが、私が人の間で成し遂げようとしている仕事を理解することはできなかった。しかし、「あなたは誰に聞き、な
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ぜ世を離れたのですか」と問われたら、何と答えるだろうか。- 

真理に従って話しなさい。見たことを否定してはいけません。ペテロのように、この仕事を知らないと言ってはいけません
。あなたの霊にある、あなたを区別するしるしを、避けることなく隠すことはできないのですから。 

42 私が与えた証拠にもかかわらず、あなた方の多くは、裁かれ、法廷に引き出されることを恐れて、私に背を向ける
ことを知っています。しかし、私の声を聞いたあなた方が黙っているならば、誰が私の原因を守るのでしょうか。しかし、
わたしは、わたしの教えを知らずに、裁かれるべき時にそれを研究し、それが正しいことを知り、わたしの民のために（法
廷で）弁明する者を養成しているのである。 

43 もし、あなた方が私の労働者となりたいのであれば、私を手本とし、必ず来る試練に同意しなければならない、そ
れは私が予見しているからだ。しかし、この時代に入ったとき、混乱してはならない。私がこのすべてを予告していたこと
を忘れてはならない。そのとき、あなたはわが力とわが正義を認識し、もしあなたがわが言葉を疑っていたとしても、あな
たが驚かないように、わが用意したことがわかり、これらの試練のただ中で、あなたに対するわが無限の恵みと慈悲を認識
することになるのだ。 

44 あなたは、人間に大きな力があると考え、峰を疑ってきた。やがて、すべてがわが意志に従うこと、すべてがわが
掟に従うことを証明するような出来事が起こるだろう。私は、あなたが純粋であることを望み、あなたの唯一の努力は、私
の指導であなたの仲間を啓発することです。わが掟に従うならば、この世界を楽園にすることができたと考えよ。あなたの
人生は、あなたの神の永遠の栄光であったかもしれないのです。しかし、あなたはまだ自分の犯した罪を償い、私があなた
に与える良い道に戻るための継続的な機会を祝福することができます。 

45 愛されるために、愛する。赦すことで、赦されるに値する人間になることができます。あなたのしもべとなった者
の前にひれ伏す用意をしなさい、あなたの謙遜さを試すために。 

46 私のしもべとなりなさい。そうすれば、あなた方は決して私に辱められることはない。私は王として来たのではな
い、笏や冠を身に着けているのでもないことを忘れてはならない。私は、謙遜の見本として、さらに言えば、あなたのしも
べとして、あなたがたの中にいるのです。私に求めれば与え、私を捨てれば従い、わが愛とわが謙遜のもう一つの証拠を与
えよう。私はただ、あなたが私を認識し、私の意志を行うことを求めます。もし、あなたの義務の遂行に障害が生じた場合
、私の名において祈り、打ち勝てば、あなたの功績はより大きくなります。 

47 もし、あなたが苦しんでいる人に近づいて世話をし、慰めることができないなら、祈ればあなたの霊はその人に届
き、そうすることであなたは祝福された使命を果たすことができるのです。強者のために、怠け者は救われ、義人のために
、国は救われる。 

48 私の王国が人類に近づいたと知らせた日から、あなたがたが私の言葉を聞く今日まで、どれほどの時間が流れたこ
とだろう。しかし、あなたたちは私の言葉を信じず、従わず、日が経つにつれ、終わりに近づいているこの期間が終わった
ら、あなたはどうしますか？あなたの精神のために働く機会を利用しないのですか？それでも、私はあなたを待っているこ
と、そして私の忍耐は無限であることを伝え続けます。しかし、あなた方が私を理解することで、あなた方自身を憐れむこ
とができるようにしたいのです。 

49 私は、地上の生活ごとに新しい体を与え、あなたの精神を啓発し、あなたの闘争を始めることができるようにした
。その過程で、あなたの（魂の）衣の細切れや心の断片を残すことを恐れてはならないと言う。 

50 あなた方は、私が『第二の時代』に行った奇跡に驚きました。しかし、よく考えてみれば、これらの奇跡は、ある
ものは物質的に、あるものは人間の魂の中で、この世に絶えることなく起こっていることに気づくでしょう。 

51 "耳の聞こえない人"：良心の声を封印していた人が、今日、私の言葉に耳を傾け、その言葉が心に入り、悔い改め
の気持ちを起こさせ、良い決意を残し、その魂が救いの道を歩み始めた人のことです。 

52 足の不自由な人は、今日も癒されて私に従っている。この子は、霊的な道から外れてしまったために半身不随とな
り、私に会いに行くことができなかった子です。そして今日、私の言葉を聞いて癒され、彼を縛っていた鎖から解放されて
、私と共にいる準備をしている子なのです。 

53 そして、盲人は見た。この人類が、自分を取り囲むものの先を見ようともせず、暗闇と無気力の中で生きてきた後
、私は新しい日の光でこの人類を照らし、苦闘と試練に満ちた道を示し、そこで私の霊が自らを示し、見ることができるよ
うにし、あなた方すべてが、例外なく、私を認識できるようにした。 

54 死者も蘇る。恵みの中にとどまり、私と一体となって生きる方法を知っている人は、どれほど少ないことでしょう
。恵みに「死んだ」人たちに、信仰と希望を取り戻させ、自分では把握できない無限の驚きに満ちた世界を見て、すべてが
強さと健康と平安に満ちた新しい人生へと目覚めさせたのです。 

55 この時代に私を認識した者たちであるが、私はあなたがたに言う。1950年以降、わが言葉が途絶え、新たな大群
があなた方に近づいてきたなら、彼らを目覚めさせ、私があなた方に教えたように、彼らを教えなさい。私はあなたに大き
な権限を与え、新しい信者の信仰を励まし続けることができるようにします。 
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56 私が罪深い男や女を使ったからといって、わが言葉を疑ってはならない。正しい人をわたしに与えなさい。彼を通
してあなたに語りかけよう。しかし、本当にあなたに告げますが、私は人の中に純粋で完全な魂を見出すことはできません
。私の宣教は、人間の物質主義や不完全さにもかかわらず、この時代に実行されなければなりません。たとえ天使のような
清らかさや家長のような潔白な徳がなくても、私は長い間彼らを整え、彼らの精神を選び、肉体を清め、代々 彼らの先祖が
身を清めてきたのだ。誰がわが心の奥底の策を見抜くことができよう。私の仕事は完成に近づいている。私があなた方に私
の最後の言葉を与えたとき、あなた方と第三の聖書を探し求めているすべての人々 は、その神聖なエッセンスを使い、自ら
を養わなければならない。 

57 祈りの家は、あなた方がわが教えを省み、実践すべき唯一の場所ではなく、あらゆる場所においてである。私は、
この世での生き方を教えるだけでなく、あなたを待っている終わりのない霊的生活への準備もするのです。 

58 私があなたの心を呼び寄せて霊感を与え、私が与えた霊的な賜物を人々 の間で使わせる瞬間を、あなたは知らない
のだから、よく見て祈りなさい。 

59 あなたは人生の道を歩んできて疲れ、多くの苦しみを味わいました。私の家で休み、私の食卓に座り、このぶどう
酒を飲みなさい。明日もあなたは人生の道を歩まなければなりませんが、あなたの全身に新たな力が宿り、それがあなたの
道の最終目標に到達するのを助けてくれることでしょう。 

60 これから広大な "土地 

"を耕すことになるが、そこで倒れないような体力が必要だ。あなた方ひとりひとりが、この「農地」で熱心に働く者とな
り、私の神聖な教えに励まされながら、種をまき、世話をし、刈り取ることを学ぶのです。それは、私の愛があなたに与え
る最も貴重な機会として、あなたが私に近づくための功徳を身につけるために、今この時に私が与える恵みです。 

61 もはや、世の中の快楽や軽薄さを追い求めることはない。汝の人生を潔くする理想に従え。汝が存在する限り、汝
の心の刺激となる満足を与えよう。 

62 世界には多くの不幸と痛みが存在することを理解すること。あらゆる場面で、慰めや愛、癒しのバーム、そして正
義を必要としている人たちを見つけることができるのです。あらゆる痛みに心を開く。泣いている人の嘆きが聞こえるよう
な慈愛に満ちた人になり、黙って苦しみを隠している人に共感できるような直観力を身につけましょう。 

63 貧しい者に対し、領主として振る舞ってはならない。もし、わが正義の日に、自分がへりくだった者の前にへりく
だるのを見たくなければ、誰も自分を神、王、主であると感じてはならないのだ。 

64 絶望のあまり、私やあなたに対して冒涜する者から目を背けてはならない。私は彼らのために、私のバームの一滴
をあなたに与える。 

65 あなたにとって最も大切なものにおいて、あなたを傷つける人を許す心構えを持ちなさい。本当にお伝えしたいの
は、こうした試練の一つひとつに誠実で真の許しを与えるたびに、それはあなたの霊的進化の道における新たなステージに
到達することになるということです。 

66 では、あなたが私に近づくのを助けてくれる人に対して、恨みを感じ、許しを拒むのでしょうか？私を手本とする
霊的な喜びを放棄して、あらゆる打撃を返すために暴力で脳を暗黒化させるのか？ 

67 本当に言いますが、この人類はまだ赦しの力とそれがもたらす奇跡を知りません。彼らがわが言葉への信仰を持て
ば、この真理を確信するようになる。 

68 愛する人々 よ、私は渇きを癒し、あらゆる悪を癒す水をあなたがたに残します。 

69 私は心を求めてやってきて、彼らの中に宿り、彼らが私の言葉を聞いたとき、自分の霊的使命を認識できるように
する。私はあなたが祈ることを学んでほしい、天の父と話すことを、あなたが私に伝えたいことを、イエスが教えてくれた
あの親密さと真実さで反映し、感じてほしいのです。しかし、「主よ、御心が天にあるように、地にもなされますように」
と毎日何度も何度も繰り返す人たちのように、実際には何を言っているのか分からない、なぜなら、本当は私の御心に全く
同意していない人たちのようにならないように。 

70 人々 が立ち上がり、私の神聖な教えを行使する時が来たのです。だから、私はあなた方の生活を簡素化し、物質的
な欲望から心を解放するようにと動かしたのです。 

71 私の教えを実践することは、過去のシンプルな生活に戻ることであり、同時に霊的な知識を一歩前進させることで
もあるのです。 

72 この時代に選ばれた者たちは、無作為に選ばれたのではなく、わが子たち一人ひとりに神の理由があるのです。あ
なたが地上に来る前から運命づけられていた任務を果たすために、そして、あなたがそれを果たすのを助けるために、私は
私の指示によってあなたにそれを知らせます。 

73 あなたの信仰に鋼鉄と強さを与えるために、私がどれほどあなたを試したか、あなたは経験したことがないのです
か？あなたは、スピリチュアルなものに到達し、それを知りたいという、抑えがたい渇きを感じないのでしょうか。世界を
取り囲む（霊的な）雰囲気の中で、圧迫感や息苦しさを感じたことはないだろうか。あなたは気づかないのですか--
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しかし、「なぜ」と知らずに、あなたがいかに汚物から逃げているかに？これらの兆候はすべて、あなたが地上で行う他の
すべての仕事に優先する霊的な仕事を運命づけられていることの証明です。 

74 魂は生きたいと願い、不死を求め、自らを清め浄化しようとし、知識に飢え、愛に渇きを覚えるのです。考えさせ
、感じさせ、行動させ、あなたの自由になる時間の一部を自分のために使わせ、その中で自分を現し、その自由で自分をリ
フレッシュさせるのです。 

75 この世に存在するすべてのもののうち、魂だけがこの世の後に残ります。徳と功徳を積み重ね、それを自分の中に
留めておけば、解放の時が来ても、約束の地の門前で哀れな魂になることはないでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 112 
1 私は精神の糧であり、あなたが必要とするすべてのものの所有者であり、あなたの発展の道を照らす光である。 

2 私は、あなたが私を知ることを望みます。かつて私は人間としてあなた方の間にいた。今日、私が霊となって来た
のは、私が本当にわが子たちの中にいること、そして彼らの理解器を通して話すことができることをあなた方に示すためで
ある。将来、あなたの精神に届くのは、わが霊感の光だけであろう。しかし、私があなたがたに話すために用いるそれぞれ
の形態には、常に新しいレッスンがあり、あなたがたにもっと私を知ってもらうために、わが霊があなたがたの前に示す啓
示の新しい段階がある。 

3 年齢を重ねるごとに、人は「私」を明確に認識するようになる。キリストを通して私を知るようになった者は、モ
ーセの掟を通してのみ私を知る者よりも、真理に近い観念を持つようになる。大勢の人がその義を恐れて従ったその神は、
後に彼らの心にキリストの愛の種が芽生えたとき、父として、師として求められるようになったのです。 

4 本当にあなたがたに言う。私はあなたに苦痛を与えない。庭師が自分の庭を手入れする愛情を見たことがあります
か？さて、あなたは私にとって広大な庭のようなもので、その中で私はあなたを火ユリ、バラ、白ユリのように見ています
。しかし、もしあなたの萼がわが愛の露に閉ざされているならば、嵐に打たれて弱いと感じるのは当然です。それなのに、
なぜ私があなたを責めるのだと思うのですか。あなたの苦しみや辛さの原因を私に求めるのは間違いです。父親は子供の幸
せだけを願っているのです。 

5 あなたが創造されたものと私の法則との調和を欠いていることに気づけば、あなたは自分の不幸を私のせいにした
ことを後悔し、痛みを作り出したのは自分自身であることを理解することでしょう。 

6 その昔、まだ真の神を知らない人類は、自然の力のすべてに神を見出していた。そのため、これらの力が解き放た
れると、人々 は神の仇と言い、解き放たれた要素の影響から自分たちを救うことができないことを、自分の罪のために理解
しないままでした。 

7 地震や嵐や疫病が人々 や都市や国を苦しめるのを見たり聞いたりすると、「これは神からの罰だ」と叫ぶからだ。 

8 私はこの時代に、人間が自然の力に対して、今まで発見できなかった力を持っていることを明らかにしたのです。
我が掟に従って祈り、生活する者は、自然の力を得て従順となり、自然の声を聞くことができると教えたのである。これっ
て、すごいことだと思いませんか？イエスもまた、ご自分の教えの中で、自然をどのようにご自分の命令に従わせたかにつ
いて、あなたがたに例を挙げておられることを思い出してください。師が弟子たちとガリラヤの海を船で航海していたとき
、突然泡が立ったことを忘れてはならない。使徒たちが恐れているのを見て、手を伸ばして波を静めるように命じると、使
徒たちは従順なしもべのように即座に従順になりました。 

9 私の新しい教えを理解するためには、それらの事例を研究し、理解しなければならないことがまだたくさんあると
、私は真にあなたに告げます。あなたがたは、わが言葉を信じるだけで十分である。そうすれば、あなたがたの人生におけ
る困難な危機の時に、わが律法の成就における信仰の力を目撃することができるだろう。 

10 このような試練の中で祈り、わが真理を実感したとき、あなた方の心はどれほど喜んだことでしょう。信仰と精神
化と謙虚さをもってすれば、地球の運命の変化の犠牲者であり続けることを防ぐ、真の祈りを手に入れることができるので
す。なぜなら、もしあなたが自分の人生を支配する法則と調和して生きるなら、あなたを取り巻くすべてのものはあなたの
ために奉仕することになるからです。人間の知性という器官を通して、私が愛情を込めてあなた方に示す私の教えを心に留
めておいてください。私の光線が声を発する人の心に定着するとき、それは神の意味を失うことなく言葉となるのです。第
二紀の寓話で皆さんにお知らせしたこの光は、魂を救いの港に導くビーコンなのです。私の霊感を人間らしくしたのは、あ
なたがたが私の話を聞いて、私の啓示の内容と、私の教えを実践する方法を理解できるようにするためである。明日、この
縁が切れても、私の光は人の心を照らし続けるだろう。 

11 当時、神の子の血がすべての人のために流されたとすれば、今は、わが霊の光がすべての肉とすべての霊の上に降
り注ぐだろう。 

12 人間の心の奥底には、眠りにつくことを許さない鐘の音が響いているのです。それはあなたを呼ぶ私の声であり、
あなたを祈りと内省と思索に誘うものです。ある者はその声に立ち止まり、向かっていく。ある者はその声に抵抗し、自分
の物質的な性質の硬い殻を見せる。だから、ある者は真の生命に目覚めようと急ぐが、ある者は怠惰である。 

13 私の言葉を聞くという恵みを経験したあなた方のうち、どれだけの人が心の中で私にこう言ったことでしょう。"

主よ、なぜあなたはこの世に戻ってくるのがこんなに遅れたのですか"。- 

これに対して、私はこう言います。私にとっては、これまでの時間はほんの一瞬のことだった。カルバリーで最後の言葉を
与えてから、この時代で最初の教えの言葉を与えるまで、私にとっては時間が経過していないと言えるでしょう。その時代
を去ってからこの時代に来るまでの時間は、東に閃いて西に消える雷の光に例えられるほど短かった。 

14 時に人は、自分が私にふさわしくないと思い、私がこれほどまでに彼らを愛せるということが理解できない。そし
て、父から遠く離れて暮らすことを諦めた時、自分の想像に従って生活を整え、法律を作り、宗教を作るのである。だから
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、私の来訪を体験したときの驚きは大きい。そして、"本当は、父はこのように私たちとつながる方法を求めるほど、私た
ちを愛してくれているのだろうか？"と自問するのです。 

15 人の子たちよ、私が言えるのは、私のものを滅ぼさないということだ--

そして、あなたたちは私のものだ。私はあなたが生まれる前からあなたを愛していましたし、これからも永遠にあなたを愛
していきます。 

16 もし、あなたが私のもとに戻るのが遅れ、途中で多くの不幸に遭遇したとしても、それはあなたの罪のために私の
愛が薄れたということではありません。私の声は、あなたの良心を通して、実はいつも真理の道を歩んで私のところに来る
ようにと促している。私は永遠に開かれた門であり、あなたの嗣業がある私の聖域に入るようあなたを招いているのだ。 

17 私の教えは、罪を良い行いに変えるよう、あなた方に指示しました。主の十字架を背負って従う者は、やがて魂の
高揚を感じるようになるから、安心しなさい。 

18 これは、第三の時代を照らす最後の教えではありません。霊的なものに終わりはない。わが律法は今、神の太陽の
ようにすべての良心に輝いている。停滞や衰退は人間だけに特有のもので、常に悪徳や弱さ、情念の放縦の結果である。も
し人類がかつて精神的基盤の上に生活を築き、わが教えがあなた方に鼓舞する永遠の理想を自らの内に抱いていたならば、
人類は進歩と完成への道を見つけたことになり、二度とその発展の道から外れることはないでしょう。 

19 もし私があなたの霊に1粒の種を蒔かせたなら、100粒を返さねばならないでしょう。地球上の種が増殖するのを
見たことがないのですか？彼らにも同じことをしてあげてください私はそれぞれの種を一粒ずつ作ったが、見よ、これらは
絶え間なく増殖しているのだ。 

20 愛する子供たちよ、あなたたちに私の愛を理解させるために、私がこの世に戻ってもう一度私の血を流す必要があ
ると思いますか？いや、この証明はもはや必要ない。今は毎日少しの時間、祈り、瞑想するだけで十分だ。私の光はすでに
あなたの魂を爽やかに貫いてくれるだろう。この光はマスターの光であり、私の声であり、あなた方が知らないが、第三の
時代、光と霊化の時代に完全な知識で生きるために知っておかなければならない多くの教えを明らかにするものです。 

21 第二の時代、人々 はマスターとしてよりもドクターとして私を求めた。イエスは喜んで、病人が彼に頼ることを許
された。この痛みこそが、人々 を御言葉の光に引きつける方法だと知っていたのです。 

22 盲人が再び見え、らい病人が清められ、足の不自由な人が陣地を離れ、取りつかれた人がその（他界の）影響や執
着から解放されたとき、彼らはイエスが医者の医者であることの生き証人となったのです。 

23 私がこの世にいなくなったときでも、長い間、人々 はこのために私を求めたのです。しかし、今、枕元に医者が来
て、その医者に全幅の信頼を置き、その科学に自分の命を預けるとき、両方の命が私にかかっていることを忘れている。そ
の時、あなたは父に祈り、科学者のための啓発とあなたの苦しみの癒しを懇願することを忘れていた。その病室は光で満た
され、強さと希望で浸透するのではなく、精神化の欠如のために悲しく陰鬱なままである。 

24 いつになったら、第二の時代の病人が私に近づいたような信仰をもって、再び私を求めるのでしょうか。私はあな
たの信仰を渇望しており、あなたが私を信頼するならば、私があなたのために用意している偉大な奇跡を受ける権利を得る
ことができると伝えなければなりません。 

25 私は、科学者たちが行う仕事を与えたのだから、彼らに対する私の認識を否定することはない。しかし、彼らの多
くは、真の人の医者となるための祈りや慈愛、精神の高揚を欠いていたのです。 

26 そして、人がその霊的な賜物によって互いに癒し合うとき、唯物論者はこの啓示に直面して目を開き、「まことに
、我々 の科学を超えたところに、我々 より高い知恵と力がある」と言うだろう。 

27 あなた方、人々 よ、この神聖な贈り物を忘れてはならない。この贈り物によって、あなた方は魂に光を広げ、苦し
んでいる人々 に慰めを与え、悲しみから解放して多くの人々 を変えることができるのだ。 

28 痛みとは、人々 を健康の源である「私」へと導く道なのです。しかし、私の癒しのバームを一滴与えておいたので
、誰かがドアをノックするたびに、それを利用することができることを常に覚えておくように。この助けを求める声が、い
つでも準備万端であるように、見守り、祈りましょう。 

29 第三の時代の弟子たちよ、本当に言おう、あなたたちは私の新しい啓示を受けたのだから、過去の教えの内容を真
実かつ正確に解釈するように。 

30 その中であなたがたに啓示されたことは、たとえそれが人間の生命について語られているように見えることがあっ
たとしても、すべて神的な意味をもっているのです。彼らの精神的な内容を求めれば、常に精神的な生活を示していること
がわかる。 

31 表面的な文字の勉強にこだわり過ぎると、かえって混乱する。御言葉の意味を突き詰めれば、そこに真理がある。
あなたの精査は、わが言葉と同じように単純であることを確認し、明確で、大きく、自然であることを理解しにくくしない
ように。 

32 神の教えを学ぶために必要なのは、祈りと霊的な観照である。まことに、このようにわが光を求める者は、すぐに
それを見いだすことができる。祈りによって知恵が得られることは、すでに紹介したとおりです。 
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33 このようにわが言葉を探し求め、このように主人に助言を求める弟子は、常に真理を見出し、決して混乱に陥るこ
とはないのである。 

34 あなたの霊的な感性で、私から発せられたすべての言葉に含まれる霊的な意味を簡単に発見できる日が来るでしょ
う。 

35 「私の王国はこの世のものではない」と第二紀でお話ししました。「私は道である」とも言い、天の家に私と共に
住めるように、私が道を用意することを理解させた。 

36 人間の生活には、私がモーセを通して与えた律法で十分であったが、永遠の命を生きるためには、神の「ことば」
があなた方と共にあり、真の楽園への道を備えてくれることが必要であったのである。しかし、光と完全と愛の高き故郷へ
の道には、待ち伏せや崖や誘惑があるので、旅人の道には、彼の歩みを照らす星や道標や一筋の光が必要であったのだ。こ
の光はわが霊の光であり、疑い、無知、不安を払拭するためにあなたがたのもとにやってきたのです。 

37 あなた方が自然の法則、すなわち良心の赴くままに支配されていた時代から、霊感によって霊的な光を受けるこの
時代まで、私がどのように一歩ずつ、少しずつ、あなた方に霊の道を知らせてきたかをご覧なさい。 

38 このインスピレーションは、立ち止まることのできない長い発展の道のりの成果であり、最高の果実を得るために
必要な完成度を与えてくれるものです。 

39 今日、私はあなたがたに言います。「ようこそ、完璧な道を歩む疲れ知らずの旅人たちよ。霊的に飢え渇く者は、
すべて私のもとに来なさい。このみことばを受け取り、そこから本質を引き出す方法を知っている者は、みな平安を得るこ
とができるからだ。 

40 私は、落ち着いてしっかりとした足取りで道を歩む者を祝福する、その者はつまずくことがないであろうから。私
は、あなた方が私の教えの良き弟子のように振る舞うことができるように、あなた方を啓発するのである。 

41 この時代におけるこの宣言の終了時期を、私は1950年末と定めたが、これはあなた方の準備のための適切な期間
である。もし、わが言葉が、その終了のために示された日の前に、あなた方から引き離されるならば、あなた方の多くは弱
まり、他の者たちは古い習慣に逆戻りするであろう。あなたの運命は完璧に計画されており、あなたが直面する試練は、あ
なたの心を上に向け、私を愛するための動機となるのです。もし、あなたの人生で、満足と豊かな物質的なものしか手に入
らなかったとしたら、あなたは精神の道を踏み外し、私から遠ざかってしまったのだ。とはいえ、地上での存在は永遠の中
の一瞬に過ぎず、この一瞬を使わないでおくと、あの世で目覚めたとき、自分の精神に残滓と光の欠如を認識することにな
ることを忘れてはならない。それは、役目を果たせなかった自分の貧しさと裸を自覚し、自らを清めるまで失われた時間に
涙を流さなければならないという、魂にとって悲しい目覚めである。 

42 そうだ、弟子たちよ、彼女は良心の呵責を黙らせるために自ら贖罪を行い、自分の成長を続けるにふさわしい人間
にならなければならないのだ。 

43 常に法の道を歩めば、法はあなたを守ってくれる。 

44 わが弟子たちはいかに少なく、人類はいかに多いことか。しかし、私はこの使命と責任を自ら引き受けることがで
きた者を強くする。私が呼べば、彼らは種まきに出発する準備ができているからだ。それまでは、召使のような従順さと、
使徒のような魂の強さが必要です。 

45 わが言葉がもはや今のように聞かれず、警告することができなくなるとき、敵が近づき、不純な水が、私があなた
に託した澄んだ泉を曇らせようとするとき、あなたは祈りに避難し、あなたの良心はそのとき、あなたが何をすべきかを教
えてくれるであろう。良心の光の中で私は存在し、常に存在し続けるのです。 

46 あなた方はすでにこの木の実の味を知っているので、将来、偽預言者に惑わされないように警告する。しかし、あ
なた方も同胞のために、（他の教えと）わが教えの本質を見分けるように教え、注意しなければならない。私の去った後、
偽預言者が現れ、自分たちは私の使者であり、私があなたたちの間で成し遂げた仕事を続けるために私の名によって来たと
、わが民に告げると書いてある。 

47 災いなるかな、もしあなたがたが偽預言者や偽師にひれ伏し、また、わが教えに霊的内容のない言葉を加えるなら
ば、大いなる混乱が起こるであろう。だから、私は何度も何度も言う。"見よ、祈れ "と。 

48 そして、私の労働者であるあなた方が、その両方を果たすことが私の意志であり、霊と物質の結合の中で、あなた
方の人生において完全な仕事を成し遂げることができるようにするためである。わが律法の一つ一つに、わが知恵と完全性
を置いている。どちらも果たせ、それがあなたを私のもとに導くからだ。この地上で、あたかもすでに霊的な存在であるか
のように生きようと努力してはいけません。そうすると、あなたの体は病気になり、使命を果たすことなく、時間より早く
墓に沈んでしまう。そして、霊は肉体の導き手であり、主人であるために、より高い知性を授かっていることを理解するこ
とです。 

49 今日、あなたはこの闘争と苦痛の谷に住んでいる。この家ははかないが、現在達成されていないものはすべて明日
手に入れることができると、試練が刻々 とあなたに告げているのだ。この世では一瞬しか続かない平和と喜びも、「霊の家
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」では永遠に続くのです。それゆえ、私はあなたを永遠の平和と終わりのない満足の王国に招き入れる。大いなる旅立ちに
備えよ、我は汝らを待つ。 

50 良心の声を聞くことを学べば、あなたの心に語りかける私の声を聞くことができる。この内なる声は、あなたの父
の声であり、いつも優しく、励まし、説得してくれるものです。 

51 今日、私はあなたの道を横切り、あなたはその精神に喜びを感じて私を受け入れたのです。師匠と未来の弟子たち
との出会いは、幸せなものでした。 

52 宗派は準備を整え、我が迫り来る来訪を語る。しかし、私が霊的にアプローチしても、彼らは感性が乏しく、信じ
ていないので、私を感じないのです。この時代、偉大な人々 、学者、司祭が私を認識し、この時代の人類に自らを知らせる
ために私が選んだ形で私を感じると、私の人々 に告げます。私は彼らの中から私に仕えなければならない者を選び出す。私
が彼らを準備した後、この時代に私の啓示と教えを説くために彼らを送り出すからである。 

53 わたしはあなたがたを愛の食卓に招き、そこで神聖な食物、すなわちパンと聖霊のぶどう酒を楽しんだのだ。ああ
、もしあなた方が御霊の飢えがどのようなものか理解していれば、どれほどの愛を持って飢えた者を探し出すことができる
だろうか。ここにあるこの瞬間は、あなた方、私の新しい弟子たちのための記念の時間です。永遠の「プレゼンス」である
私はそうではない。私の受難と犠牲の死は密かに続いており、私の血（流されたもの）はまだ新鮮である。しかし、地上に
一時的に存在し、永遠には原子のような存在であるあなた方は、師が愛の最大の証としてあなた方に遺した受難を、遠いも
ののように新たに記憶し、経験するのです。そうすれば、わが教えを愛し、兄弟姉妹に仕え、霊的に自分を完成させること
ができるだろう。もし、あなたが人々 の間でマスターになることを望むなら、イエスに従えばよいのです。私に耳を傾ける
ことによって、あなたがたはもはや、何も知らないから何でも尋ねるという無知な子供ではなく、私の教えを語ろうと唇を
開くときに、私の霊に感化される弟子となるのだ。人々 の疑問の中で、あなたの言葉は、その時、すべての心に信仰の松明
を灯す光となるのです。 

54 私は道であり、真理であり、いのちである。だから私はあなたのところに来て、このテーブルの上のカップに私の
愛を注ぎ、あなたの渇きが癒されるまで、そのカップから飲むことができるようにしたのだ。私は少数の人を救うために来
たのではなく、光を必要としているすべての魂を救うために来たのだ。しかし、私が用意するのはほんの数人で、彼らが他
の人を救い、その人がまた他の人を救うのです。 

55 国々 は悩み、落ち込み、病んでいる。彼らはもはや科学や人間の力で自分たちの苦労や苦悩を解決してくれるとは
思っていない。人々 は、奇跡だけが自分たちを救ってくれると信じ始めているのです。彼らの多くは、第一時代の預言者た
ちがわが新たな到来を告げたことを知っている。彼らの多くは、現在世界で起きているすべてのことが、わが来臨とあなた
方の間でのわが存在の時について予言されたしるしと一致していることを知っているのだ。やがて、第三の時代が到来した
こと、そして、予告されたとおりに私が自らを明らかにしたこと、私が「雲に乗って」、つまり霊でやってきて、私の言葉
を一筋の光として私の選んだ者たちの心に送ったことを、すべての人が知るようになる。しかし、私があなたがたの間で言
い、行なった良い知らせとすべての証しを、人類は誰を通して受け取ることができるだろうか。これが、わたしに耳を傾け
た者たちでなくて、誰によってなされるのだろう。 

56 ここにテーブルがあります。そこに座って、あなたの精神を高め、私の存在を感じてください。霊で感じるだけで
なく、肉で感じるのだ。あなた方が真に霊化し、わが光に触れて震えるとき、それを。 

57 この時間、私が人類に代わってあなたを受け取り、あなたの中で民衆を祝福し、喪に服す者、病める者、孤独に苦
しむ者を慰めることができるように、あなたが内心で立ち上がるとき、霊界に少しとどまってください。あなたの世界には
今、かつてないほど多くの未亡人や孤児がいることを思い出してください。 

58 ここに祈るあなた方の中に、私はあらゆる人種、あらゆる民族、あらゆる宗教、あらゆる宗派を受け入れる。あな
た方が永遠の命のぶどう酒を飲んだからである。この瞬間、正義に飢え渇くわが子たちが一人もいなくなるように、すべて
の霊魂にわが愛の力を注ぐ。 

59 世の罪を前にして、わが霊の光があなたがたに届くことが必要なのです。あの時、私の体から血と汗と涙を流させ
たのなら、今度は主人を光として人の痛みと腐敗と暗闇に注ぎ込ませるのだ。 

60 大きな悲しみと罪が、悲しみのマントのように国々 を覆っているのです。しかし、今日、私が泣いたり血を流した
りするのを見ることができないとき、あなたは自分の精神に、私の赦しと愛と光の無尽蔵の流れを感じることでしょう。 

61 これは今日、私が人類に注ぐ私の新しい血である。この瞬間、あなたの精神は、私との交わりの中で上昇しうる領
域において、自らをリフレッシュしている。しかし、あなたがたを準備し、あなたがたの主人のことばと同時に、あなたが
たの天の母であるマリアの優しい愛撫を受けるために、あなたがたを私のもとに導いたのは、霊的羊飼いであるエリヤであ
ったことを忘れてはならない。 

62 この後、悲しみや恐れの瞬間がやってくるからだ。覚悟を決めろ、未来はどうなるかわからないのだから。 

63 偽預言者、偽霊能者が現れると言ったことを忘れないでください。私は常にこれらの試練をあなた方に知らせ、ダ
ミアナ・オビエドの精神器官を通して始めた私の顕現は1950年まで続き、その年以降、私はもうこの形で自分自身を顕現
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しないと告げたことを覚えておいてください。その時以降、あなたがたの霊的な賜物によってわが霊を注ぐと、あなたがた
に何度も告げたが、わが意志によって定められた期間が終わった時、ある共同体では声使いの言葉を絶やさず、また別の共
同体ではこれらの顕現を絶やさないようにとあなたがたは望むだろう--

ならば、わが命令を冒涜しわが意志に背こうとする者たちに災いあれ！」と。 

64 そんな重大な罪の責任を負わせるわけにはいきません。しかし、誘惑に陥らないように、あなたがたは結合のため
に働きなさい。そうすれば、わが宣教の最後の日が来たとき、あなたがたは皆、声を持つ者の主人の出発は最終であり、そ
れは一つの集会所や一つの信徒だけのものではなく、全民族のものであるということを聞くことができるだろう。 

65 私は、宗教団体の聖職者、大臣、支配者たちに呼びかけを行い、彼らが私の最後の言葉を聞くことができるように
するからだ。もう一度言う、この時、大群衆が私の別れを目撃することができるように、あなたがたは準備しなさい。私は
あなたの霊に力を注いで、あなたが私の「不在」を感じないようにするのだ。私が霊の道を通ってあなたのところに来たの
だから、あなたも同じ道を通って私のところに来なければならない。 

66 しかし、彼の理解する器官は、"労働者 

"やリーダー、そして私の愛の法則を遂行するすべての人々 と同様に、インスピレーションとあらゆる霊的な賜物に対して
開かれたままである。あなたがたの間に言葉の賜物が生まれ、他の言語を話す人々 にわが業を語ることができるようになる
ことを、私はまだ告げていない。この日、わたしの言葉を聞く者はみな、わたしの言葉に対して責任を負う。あなたたちは
、わたしが道から外れているのを見つけたが、わたしの言葉によって再び正しい道を見つけた人々 だからである。貧しく、
泣きながら到着した人たちは、今日、平和を知っています。 

67 あなたがたの中には、偏狭な者として来た者もいるが、今は私の食卓に座っている。また、愛と慈悲の言葉に耳を
貸さなかった者も、今日、すでに改心してわがしもべとなっている。また、耳が聞こえず、良心の声を聞かなかった者も、
その能力を回復して最高裁判官の声を聞き、苦しむ者の嘆きを聞くことを学んだ者もいる。私は、この大勢の人々 の中に、
姦通した女と、悔悛した罪人とを見出します。それでも私は彼らを赦し、もう罪を犯さないようにと言うのです。 

68 人びとよ、もしあなたがたが、わがことばをすべて心にとどめさえすれば、あなたがたはどれほど霊的な宝に富み
、どれほど強く、悟りを開くことができるだろうか。でも、記憶も心も弱いんですね。わが体とわが血の象徴であり、最後
の晩餐でわが弟子たちに捧げたパンとぶどう酒の象徴であるわが言葉とその霊的本質を、この午後の想起の時間にあなたの
精神に浸透させなさい。 

69 命のパンを食べよ、この痛み、賠償、浄化の時に全人類のために食べよ。あなた方がこの食物を楽しんでいる間、
同じ時間に何百万人もの人間が非常に苦い杯を空けていること、そしてあなた方の兄弟の多くが、わが愛のワインを飲む代
わりに、戦争の戦場で隣人の血を流していることを思い出してください。 

70 あなた方は私のテーブルに座っている。私は、あなた方が後悔したり、ここにいるのはふさわしくないと感じたり
、席を立ち、この集会から自分を追い出したいと思うようなことがないようにと願っている。 

71 そのとき、わが弟子たちの中に、主人に対して陰謀を企て、わが最後の勧告とわが愛の遺言の最後の言葉を聞いて
、わが前にとどまることができず、主の晩餐から去っていった者がいたことは事実である。なぜなら、彼はすでに主人を売
ったお金のかけらを鞄の中に入れていたからだ。他の弟子たちはそのことを知らなかったが、イエス様は知っていた。この
ようにして、書かれたことが実現するようにと、作らせたのです。永遠の神は、心の不忠実さを利用して、御自分の預言さ
れたことがすべて御子において実現するようにされたのです。 

72 第三の時代の弟子たちよ、あなたがたの中に裏切り者が出て、わが真理を世の中の虚栄と交換し、ユダのように偽
善的に「先生、私でしょうか」と言わないように祈るのだ。 

私の平和があなたとともにありますように 



U 113 

17 

インストラクション 113 
1 イスラエルの愛する人々 、弟子たち、学生たち、そして最後に来る者たちよ、物質的な身体を用いたあなたたちの

霊の働きは、あなたたちを真実に裁くことのできる唯一の存在によって裁かれるのだ。あなたの思考を貫くことができる唯
一の視線に見つめられ、あなたの精神はこの裁きに震えた。自分の犯した罪の大きさを自覚するのは肉ではなく、精神であ
り、神の顔を見つめる勇気がないのは肉なのだ。しかし、愛する弟子たちよ、あなたがたは、裁判官の声を聞くために、首
をかしげた。私は父としての私の祝福と愛と赦しをあなたに送ります。 

2 いつになったら、裁判官の声は、あなたを責めるものがなくなり、ただ、あなたの涙が、露のように、あなたの魂
と心をきよめるのを見るのでしょう。 

3 私はあなたとともにいる。私は主人として、父として、友人として、あなたの精神の道を旅する仲間として、もう
一度来たのだ。私はあなたの心の奥底に入り、ここで新たにあなたの間に入り、あなたを教え、私の恩寵がある道を示し、
あなたがそこから離れてはならない天の勧告を与えるためにいます。 

4 エリヤは羊飼いの声で、すべての羊が知っている、あなたを羊小屋に集め、飼う。私の心の秘密の部屋は、受肉し
た魂と受肉していない魂に開かれ、私の恵みと私の慈悲は、霊と真理で、宇宙に注がれます。- 

父なる神の愛は永遠です。しかし、わが神聖なる愛の顕現を前にして、あなた方のうち、霊的な観想に身を捧げ、霊性を獲
得するために自らを新たにした者はいるか。私の教えをすでに理解し、実践している弟子とは、いったい誰なのでしょうか
。 

5 第二の時代から、私は大勢の人々 に語りかけ、多くの人々 に理解されました。第三の時代の今、あなたが私を理解
し、私が思い出させる指示を実践するならば、祝福されるでしょう。 

6 なぜなら、第二の時代、私はすでにあなた方に、どのように生まれ、どのように謙虚に生きるかを示したからです
。"神のものは神に、世のものは世に 

"といった生き方を教えましたね。私はあなた方に、父の意志を実現する時が来たら、約束の地である天の御国へ旅立つた
めに、この世にあるものを捨てなければならないと教えました。私は、犠牲の道、愛の道、許しの道、慈悲の道、常に前へ
前へと進み、犠牲の十字架に到達するまでの狭い道を示しました。 

7 この時代、あなたたちは私をその第二の時代の私の受難の模範とする。なぜなら、あなたたちは謙虚な境遇に生ま
れ、その人間生活の中で、私の仕事を愛するために、痛み、転落、いばら、侮辱を経験し、涙を流したからである。 

8 第二の時代、神聖なるマスターは、魂も身体も清らかであったにもかかわらず、ヨハネの手によってヨルダンの水
で洗礼を受け、従順と謙遜を証明されたのです。しかし、全く汚れのない方が浄化の象徴を拒まなかったとすれば、この第
三の時代の罪人が、人との関係でどうして自分を純粋だと言えるのでしょう。 

9 私は砂漠で瞑想し、創造主との交わり方を示した後、砂漠の静寂の中で、私を待ち受けている仕事について考えた
。私が託した仕事を遂行しようとするならば、まず自らを清めなければならないことを悟らせるために。その後、自分の存
在の沈黙の中で、あなたの父との直接の交わりを求め、このようにして備えられた、純粋で、強化された、決意のもとに、
困難な使命を着実に果たそうとするのです。 

10 第二の時代、私は、私に耳を傾け、私に従った大勢の人々 の間で、わずか三年間しか説教をしませんでした。わが
霊のうちにあった愛と知恵と正義と法の大いなる富は、わが言葉のみならず、わが業において、わが容貌において、病人に
吹き込んだ癒しの力において、頑迷な罪人を新たにした許しにおいて、死者を蘇らせたわが声において、不純な魂を取り除
き、失われた光を彼らに回復させたわが言葉において表現されていた。私が、当時のパリサイ人や有力な祭司たちがイエス
を殺す機会を待っているだけのエルサレムの町に入らなければならない時が来て、書かれたのです。わが業は全人類のため
に不滅の記憶として残りました：エルサレムへの凱旋の日、聖餐式、捕縛、苦悩の夜、痛ましい旅、そしてついに十字架に
つけられたのです。 

11 その頃、あなたがたは、あなたがたを教えた人、弟子たちや大勢の人々 のために涙を流し、苦しんだ人だけを見た
のです。今日、あなた方はより高い知識を得て、その仕事の深遠さを理解し、イエスの人間的な痛みのために涙するだけで
なく、イエスの体から流れ出たその血のためにだけ感動するのでもなく、研究と霊的高揚を通して、その人の中と周りに神
の霊がおられ、その光で人をそのすべての罪から清めるという仕事を果たすよう教えていることを理解するのである。それ
は、人類を覆う闇と無知のために涙を流し、体から血を流した神であり、人とともに住み、真の道を教え、互いに愛し合う
ために人となった神であり、人の痛みを感じ、人に寄り添うために自らを人間化した神であったのです。 

12 その時代は過ぎ去りましたが、人は私を忘れてはいません。人は良心に私の名を刻む。しかし、彼らは真の道から
外れ、今日、私の名前だけを知り、それを記憶し、私の教えを汚すことに満足しているのです。人間はこれらを儀式、式典
、習慣、祭りの中に包み込み、それだけで満足してしまうからです。彼はもはや自分の兄弟を愛さず、隣人の痛みを感じず
、心を利己主義で満たし、自分を主とし、主人が血を流し、それを癒しの力、恵み、救い、人類の命に変えたこと、私を愛
し、私に従う者は誰でも私がしたことができること、すなわち御言葉によって新たにし、救い、死者を生き返らせ、霊的愛
撫によってすべての病気を癒すことを忘れてしまったのである。 
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13 第二の時代に私が去った後、私の使徒たちは私の仕事を続け、私の使徒たちに続く者たちが彼らの仕事を引き継ぎ
ました。彼らは新しい働き手であり、主が準備され、主の血と涙と御言葉で肥沃にされた畑を耕す者であり、最初の12人
の働きと彼らに続く者たちによって耕されたのです。しかし、時の流れの中で、世代から世代へと、人々 は私の作品と教え
を汚し、不純物を混入させた。 

14 誰が人間に、私の像を作っていいと言ったのか。十字架にかかる私を描くようにと言ったのは誰ですか？マリアの
姿、天使の姿、父なる神の顔を再現できると誰が言ったのだろうか。 

15 ああ、信仰の薄い者たちよ、わが存在を感じるために、霊的なものを象徴しなければならなかったのだ。 

16 父の姿はイエスであり、師の姿は弟子たちであった。セカンドタイムで、"御子を知る者は父を知る 

"と言いました。つまり、イエスにおいて語られたキリストは、父なる神ご自身であったということです。父のみがご自身
の姿を創造することができるのです。 

17 人間として死んだ後、私は使徒たちに、私が生命であり永遠であること、そして、私が肉体の中にも外にもあなた
方の間に存在していることを悟らせるために、生命に満ちた私自身を現わしました。しかし、すべての人がこのことを理解
していたわけではないので、偶像崇拝と狂信に陥ってしまったのです。 

18 主よ、私たちは新たな狂信や偶像崇拝に陥ってしまったのでしょうか」と私に問うた者もいた。しかし、マスター
はあなたに言います：あなたはまだ完全に純粋ではなく、マスターが現在教えているすべての霊性化で自分自身を準備した
わけではありません。この第三の時に、私は御霊で見て、民に証しをする預言者を用意した。 

19 良心を通してわが声を聞き、あなた方はわが選ばれし民であること、あなた方が模範を示し、人々 が自分自身を見
つめることのできる透明な鏡とならなければならないことを自覚しなさい。後に、あなた方全員が一つの身体と一つの意志
を形成するとき、あなた方は（キリスト教の）教えと宗教界の模範となり、愛と平和について語り、他の人々 に模範を示す
ので、互いに愛し合うように言う権利を持つことになるでしょう。あなた方は、以前自分自身を新しくし、私の教えを理解
したので、他の人たちに新しさを教えることになるのです。 

20 自分自身を精神化しない限り、どうして偽りの神々 を打ち負かすことができるだろうか？霊化されてこそ、世に出
て、憎しみ、愚かな権力欲、偽りの偉業、悪しき科学に終止符を打つことができるのだ。そうして初めて、装備された者と
して、腐敗の蔓延を食い止めることができるのです。どんなふうに？愛を持って、それが精神化です。そうすれば、あなた
は開かれた存在になれるでしょう。あなたがたは、自分が主人であること、自分がわが弟子であることを誰にも言ってはな
らない。自慢せずに出発し、私は大勢の人々 をあなたのもとに連れてくる。私は土地を整え、道を拓き、あなたを他の言語
の兄弟に伝えるようにする。全員が海を渡るわけではありません。遠方や近郊に旅立つべき者は、わたしが指名した。私の
使者は平和の使者として地上のあらゆる場所にいることだろう。 

21 そうです、皆さん、これがあなたを待っている課題なのです。今日、私は声の主たちを通して、より明瞭にあなた
方に語りかける。第二の時代、私は弟子たちや大勢の群衆に、寓話やたとえ話で語った。 

22 民衆は「私」を理解しなかったが、彼らの精神はその言葉の意味を貫いた。私の弟子たちは互いに、"師匠はあの
言葉で何を言いたかったのか？"と尋ねました。しかし、彼らは誰もわが教えのすべてを理解することができず、それが完
全に明瞭に理解されるべき時が来るまで、彼らの中に留まっていた。 

23 この第三の時代において、人間の知性器官によって与えられたわが言葉は、あなた方が進化したことにより、より
明確に、より理解しやすくなった。もし、私があなたたちから霊的な賜物を奪っていたとしたら、あなたたちが成長し、完
成することをどうして期待できようか？ 

24 もし、人間が道を歩んでいく中で、真の生命の意味を失い、寄生植物と化しているものがあれば、私は永遠の生命
の樹液を注入し、再び実りある植物に生まれ変わらせるのです。 

25 人びとよ、わが教えを用いよ。わが言葉の多くは「金の羽」によって記録されず、記録の多くは利己的で無知な心
によって隠されたままであろう。 

26 まもなくこのような形で私の声を聞くことはなくなり、その時はインスピレーションによって私の啓示や指示を受
け取ることができるようになることを忘れないでください。 

27 災いなるかな、わが意図を曲げようとする者たちよ。収穫の時が来れば、わが正義を愛する鎌は、彼らを毒草や雑
草のように扱うであろう。 

28 私は、あなた方が平和を蒔き、あらゆる苦しみに私の癒しのバームを注ぐ準備をするために、同胞の痛みを共有す
ることを教えるために来たのだと理解してください。 

29 見よ、戦争は、それが通過する民族と国家を、黒いマントのように、いかに悲しみで覆うかを。海も山も谷も、血
と死の場と化している。しかし、信仰を失ってはならない。どんなに大きな混乱が世を支配していても、試練に耐える自分
の力を疑ってはならないのだ。そうすれば、私が教えた精神の高揚と祈りの方法が、あなたの兄弟姉妹が真の光に至る道を
見出すのに役立つからです。 

30 過度の権力欲を満たすためだけに生き、創造主である私が彼らに与えた権利を尊重することなく、隣人の命を軽視
している人々 を見たことがありますか？彼らの作品が、妬み、憎しみ、貪欲さだけを語っているのがわかるか？だから、そ
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れほど光を必要としない他の人たちよりも、彼らのために祈らなければならない。このような人たちがあなたを苦しめてい
ることを許し、あなたの純粋な思いで彼らが正気に戻るように助けてあげてください。もし、ある日、彼らがその行いの責
任を取らなければならないなら、彼らのために祈る代わりに、彼らの邪念で暗闇を送るだけの者たちの責任も問うことにな
るのだから。 

31 いつかこの人たちが良心の声を聞く日が来るなんて、ありえないことだと思いませんか？主よ、私たちにお開けく
ださい。あなたの国以外に国はないのですから」。 

32 人の一生において、悪は常に善を抑制してきた。しかし、私はもう一度言います。悪が勝つことはなく、私の愛と
正義の法則が人類を支配するのです。 

33 弟子たちよ、わが言葉を聞きなさい。もはや聞くことができなくなる日が来るのだから、その意味を心に留めてお
くことが必要である。私だけが、この利己主義と嘘の時代に、あなたの正義への渇きを癒すことができます。この水を飲む
者は、二度と渇きを覚えることはない。 

34 私がこれらの無学な心を通してわが神聖な言葉を与え、何千もの心がその中に救いと慰めを見出すことを考えると
き、あなたはこの奇跡の前にひれ伏すのです。 

35 本当にあなたがたに言う。モーセが杖で砂漠の岩に触れて、そこから水を湧き出させて、大勢の人々 の渇きを癒し
たように、今この時も、愛と力であるわが義をもって、この石の心と精神に触れて、永遠の命の水を湧き出させている。 

36 私の言葉は道である。それを歩めば、私の愛の光によって、あなたは道を知ることができる。私は、あなたの歩み
を導くガイドです。あなたの良心にある私の声は、あなたを励まし、導き、私の奇跡はあなたの信仰を燃え立たせる。 

37 いつの時代も、わが律法は、国々 を光に導く声であった。私が大勢を率いて派遣した人々 は、信仰と忠誠と堅忍の
模範であり、常に人々 に真の道を示してきました。 

38 愛をもってわが教えを学ぶことに専念しなさい。次第に、あなたがたは自分の良心以外の導き手も、わが霊以外の
羊飼いも持てなくなる時が近づいている。 

39 完全な装備になるまでは、あなたが前進するのを助け、あなたの歩みを良い道に導いてくれる人が必要です。だか
ら、わたしはあなたがたの中から、集会や大きな集団の指導者になるべきわたしの子どもたちを選ぶのである。この使命は
いかに困難で、いかに重大な責任であるか。熱意と従順と恐れに満ちて、兄弟姉妹をわが道に導く者は幸いである。そうす
れば、教会員たちが重い十字架のように彼らを押しつけるとき、彼らの杯は苦くなくなるであろう。私は、彼らがその責任
の重さに倒れそうになったときに寄り添い、決して倒させません。 

40 また、「監視」する者の歩みに従順に従い、彼らが任務を果たす道から一歩も外れないように苦悩する信仰の兄弟
姉妹も幸いである。 

41 真実に団結すれば、天のハードルへと一歩一歩導いてくれる神聖な羊飼いの声がはっきりと聞こえてくるはずです
。 

42 第三の時代、あなたがたが私の声を聞くために、人間の知性によってすべてが準備されたのだ。このように私の話
を聞いた人は、すでに運命づけられていたのです。 

43 誰もがわたしに期待したわけではなく、わたしが姿を現した形でもなかった。わたしのことばはあなたがたに隠さ
れ、あなたがたはわたしが戻るという約束を忘れてしまったからだ。しかし、時が過ぎないわたしは、あなたがたとの約束
を果たしました。今、わが言葉は、あなた方をすべての奴隷状態から解放する新たな啓示の時を告げている。もう鎖はいら
ない、束縛はいらない、人類よ! 

44 最初の時、私があなた方を約束の地へ導くには、一人の男で十分だったのです。二度目は、私の教えを広め、人々
に正しい道を教えるために、12人の弟子が準備されました。今、わたしは、わが恵みを身にまとい、わがことばを授かっ
た偉大な信仰の民を用意し、霊的に貧しい者、義に飢える者を養う永遠の命のパンを世界の国々 、国々 に届けさせよう。 

45 私はあなた方の心に愛と真実のパンを残し、人々 に分け与える。彼らは見かけは強いが、その祝祭の衣、華麗さ、
権力の裏には、弱く、病み、疲れた魂があるからだ。 

46 見よ、私はあなた方の間にいる。私は約束を果たした。私は神として、父として、師として、そして友として来た
のだ。 

47 わが来訪の知らせに、多くの者が（聖）書物や歴史学に目を向け、わが新たなる来訪の確証を得ようとしたが、そ
のすべてが、わが存在は真実であると告げているのだ。私が今、霊で来たことを不思議に思われますか？もはや「言葉」が
人となってあなた方の間に宿る時期ではないことを理解してください。この愛の教えは、過去のものです。今日、あなた方
は聖霊の時代に生きています。 

48 今が霊的高揚の時である。もし、私を見たり感じたりしたいのなら、魂を整えなければならない。私があなた方の
間にいることが本当かどうか、誰にも尋ねてはならないからだ。精神というか、感性はないのでしょうか？心も感覚もない
のか？それなら、あなたがたは誰に、あなたがたの間にわが出現が事実であるかどうかを問うのですか。学識ある者にその
ことを尋ねてはならない。彼らは私のことを何も知らないのだから。覚えておいてください。第二の時代の権力者たちがわ
が現存に驚き、律法学者が混乱し、祭司たちが私を非難した一方で、謙虚で単純な心の持ち主は、心の奥底でわが言葉の響
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きを聞いているのだ。現在、私の声を聞き、この顕現における私の存在を理解することができない人々 に、私は言う。もし
彼らが疑いや不屈の精神にもかかわらず、話しているのが私であるかどうかを知りたければ、私の指示を適用してテストす
ることだ彼らが私の言葉を理解し、心を清め、敵を探し出して赦し、らい病人の傷を洗い、喪主を慰めれば、この人間の唇
を通して語ったのが私、キリストであったかどうか、彼ら自身が知ることになるのである。 

49 この言葉が神から出たものか、人から出たものかは、あなたの良心が教えてくれるでしょう。 

50 私が人間の理解器官を通して話すとき、私は隠されることなく、それどころか、同じものを通して私自身を明らか
にするのである。 

51 その時、私は「木はその実でわかる」と言いましたね。科学に見捨てられた病人は健康になり、堕落した者は悔い
改め、悪徳な者は生まれ変わり、疑い深い者は熱心な信者になり、物質主義者は霊化するのだ。このような奇跡を見ない人
は、自分が盲目であると主張しているからです。 

52 人類は多くの「木」を育てています。人々 の飢えや不幸は、救いや正義、平和を与えてくれる木陰や実を求めるよ
うになるのです。これらの木は、しばしば憎悪、利己主義、権力欲、誇大妄想に感化された人々 の教えです。その果実は、
死であり、血であり、破壊であり、人間の人生において最も神聖なもの、すなわち信仰、思想、言論の自由を冒涜すること
である--つまり、一言で言えば、精神の自由を奪うことである。 

53 光と戦うために立ち上がるのは、闇の力です。 

54 私は、思想、教義、友愛の戦争が勃発し、国から国へと広がり、人類の間に飢えと苦しみの跡を残す時が来ると、
あなた方に告げた時に注意を促したのです。そして、これは私が「雲に乗って」、つまり霊的にやってくる時であると。 

55 十字架で死ぬ直前、私はイエスの唇でこう語った。"すべては成し遂げられた "と。というのも、私の "言葉 

"は、すべての生き物が創造された瞬間から、愛のコンサートを歌い続けてきたからです。 

56 現在、私は人間の声帯を使ってあなた方に語りかけている。1950年以降、私は霊から霊へと語りかけ、あなた方
の知識に偉大な奇跡と啓示をもたらすだろう。しかし、私は永遠の言葉であるため、常に語り続ける。 

57 あなたは、私から学んだことを兄弟姉妹に教える用意があり、どんなに深い質問でも、正しく答えられないことは
ないでしょう--ただし、私の恩寵を失わないよう謙虚であることが条件ですが。 

58 愛よ、話さなければならない時には話し、適切な時には沈黙し、あなた方がわが選ばれし者であることを誰にも言
わないように。お世辞は避け、自分のしている良いことを公表しない。沈黙のうちに働き、愛の業をもってわが教えの真理
を証ししなさい。 

59 愛することは、あなたの運命です。そうすれば、現世も過去世も含めて、自分の傷を洗い流すことができるからで
す。 

60 イエスがいつも大勢の病人や苦しんでいる人たちに付きまとわれていたことを考えて、私は貧しさや悲しみの神だ
と言ってはならない。私は病める者、悲しむ者、貧しい者を求めるが、それは彼らを喜び、健康、希望で満たすためである
。 

61 もし誰かが、わたしに赦されない罪があると言ったなら、その人はあなたがたに真実を語ってはいないのです。大
罪には大浄化があり、心からの悔い改めには、わが無限の赦しがある。もう一度言いますが、あなた方は皆、私のところに
来るのです。 

62 エジプトでわが民が初子の子羊の血で家の戸口に印をつけたように、あるいは、第二の時代になって神の子羊であ
るイエスが師と弟子との霊的契約を血で封印したように、この時代、わが契約は血で封印されないのである。 

63 今、私はあなた方が良心の光と精神化の理想に導かれて、無実の人の血がこの契約を封印しないように、愛から出
発してほしいのです。それは、わが霊の光とあなたの光とが、一つの明るい輝き、一つの光線として一体となったものであ
ろう。 

64 モーセが海や砂漠を越えて約束の地の門まで案内した道は、私がイエスを通してあなたがたに示した教え、すなわ
ちベツレヘムの飼葉おけから始まりカルバリーで終わる教えを象徴している。 

65 このとき、あなた方は出て行って私の教えを教えなければならない。そうすることによって、あなた方は最大の敬
意をもって同胞の心に共感しなければならない。人の心は私の神殿なのだから。もし、そこに入って、消えたランプや枯れ
た花を見つけたら、ランプに火をつけ、花に水をやり、その聖域に再び魂の光と香りが存在するようにしなさい。しかし、
その実をすぐに刈り取ることを望んではならない。地面に種を蒔いたとき、即座に発芽するか、即座に実を結ぶか。では、
なぜ大地よりも硬い人間の心から、蒔いたその日に収穫を得ようとするのでしょうか。 

66 また、物質的な土壌の違いがあるように、人の違いもあることを知っておく必要があります。種を蒔いて、もう種
が育つという希望を失っているときに、種が育ち、実を結ぶのを見て驚くことがよくある。また、肥沃な土地に種をまいた
と思ったら、発芽が見られないこともある。もし、あなたの努力を拒むような固い土に出会ったら、私に委ねなさい、神で
ある私がそれを実らせるでしょう。 

67 私の教えを記憶にとどめるために、私は寓話であなた方に語りかける。1950年以降、相続のない孤児のような思
いをさせたくない。その時、私の声が静かであれば、多くの人が私を慕い続けるでしょう。しかし、私の声はもはやこの形
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では聞こえないだろう。- 

男も女も戸惑うような、民衆の弱体化の瞬間が訪れるだろう。彼らの混乱が頂点に達したとき、わたしはその栄光のうちに
わが存在を示すだろう。そうすれば、準備の整った者はみな目を開き、わが教えの真理を知るようになる。これらの人々 は
、私を見、あなた方の間に私が存在することを証言する人々 である。 

68 私はこの時代のためにあなた方を準備している。あなた方がもはやわが言葉を聞かなくなったとき、誘惑があなた
方の心を襲い、あなた方の弱さに乗じて多くの道を示すだろうから。そして、あなたの記憶を頼りにわが言葉を探し、書か
れつつある書物にとどまり、あなたの霊に欠けている勇気をそこで見出すようにしなさい。そうすれば、自分が浄化の時代
に生きていることが理解できるはずです。 

69 まだ弱いけど、また強くなれるよ。そのとき、わが民の権威の前に震え上がる支配者たちがいるからだ。これらの
イベントはいつ発生するのでしょうか？この人々 が増えてくると、その霊化と霊的な賜物の展開が高度になる。そうすれば
、あなたの権威を示す噂が流れるでしょう。このような噂は国から国へと伝わり、その時こそ、あなた方を奴隷にしようと
する新しいファラオが現れ、それを達成することができないでいる時でしょう。わが民は中傷と不正の砂漠を渡るが、苦痛
には屈せず、一歩一歩自分の道を進み、その精神の宝箱に、三つの時代に人間に啓示された唯一の書物-

神の律法と愛と知恵である三約の光の教えを携えていくのである。 

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 114 
1 この疑い深く、不信心で物質主義的な人類は、神の啓示や奇跡と呼ばれるものに遭遇すると、直ちに超自然的な働

きはなく、そのような奇跡もなかったことを示す理由や証拠を探し求めるのです。普通でない能力を持つ人が現れると、嘲
笑されたり、疑われたり、無関心になったりして、その声を封じられる。そして、わが神性の道具である自然が、人間に対
して正義の声と警鐘の叫びを発するとき、彼らはすべてを偶然に帰するのである。しかし、この時代ほど人類が神的、霊的
、永遠的なものすべてに対して鈍感で、耳が聞こえず、盲目であったことはないでしょう。 

2 何百万人もの人々 が自らをクリスチャンと呼んでいるが、その大半はキリストの教えを知らない。彼らは、私が人
間として行ったすべての仕事を愛していると主張しますが、その信じ方、考え方、ものの見方において、私の教えの本質を
知らないことを証明しています。 

3 私はあなたがたに霊の生命を教え、その中にある能力を明らかにした。このために私はこの世に来たのだ。 

4 私は薬を使わずに病気を治し、霊と話し、奇妙で超自然的な影響から憑かれた者を解放し、自然と対話し、人間で
ある私自身を霊存在に変え、霊存在として再び人間に変え、これらの作品の一つ一つは、常に霊の発展への道を示すことを
目的としていたのである。 

5 私の教えの本当の霊的な内容は、あなた方に命を与えるために死んだキリストの像ですらないキリストを代わりに
示すために、人間によって隠されてきたのです。 

6 今日、あなたは自分を教えてくれたマスターから距離を置いた結果を経験しています。あなたは痛みに囲まれ、貧
しさに落ち込み、無知に苛まれています。しかし、人間の中に眠っている能力や才能が目覚め、新しい時代の幕開けを告げ
るようになる時が来たのです。 

7 宗教界、科学、人間の正義は、彼らにとっては異質で有害な影響であるものの前進を阻止しようとするものです。
しかし、霊の覚醒と進歩を止めることのできる力はないだろう。 

8 解放の日は近い。 

9 また、この時代にも、過去の時代と同じように、わたしの預言者たちをつかわした。声を出す者はみな預言者であ
り、その口を通して、来るべきことをあなたがたに告げたからである。 

10 この第三の時代における私の言葉は、著作として集められており、明日の人類に対する多くの予言が含まれていま
す。私は、長い年月が経ったときに起こることを予言し、他の時代に起こる試練をあなたがたに話した。私の予言が真実で
あることを証明するために、私は、あなたがすでに実現したのを見たものをいくつか与えた。それゆえ、この民の中には、
わが言葉の成就を驚きと喜びをもって体験した、揺るぎない信仰の心があるのです。 

11 わが顕現の時の声の担い手だけが、この時代の預言者ではありません。この民が霊を起こし、わたしに耳を傾ける
とき、眠っていた霊的な賜物が目覚めるのを感じ、預言者となったのである。ある者は見て、ある者は聞いて、またある者
は占う。 

12 マスターはあなたに言う。あなたの作品、言葉、思考が常に真理から来るエッセンスを運ぶことができるように、
あなた自身を準備し、あなたの霊的な贈り物を開発し、彼らは光の道にあなたを導くでしょう。 

13 歴史には古代の預言者の名前が残されており、その多くが現在あなたが生きている時代を予言していた。ヨエルか
らヨハネまで、彼らはあなたのために人類の歴史を予言したのです。 

14 私の使者があなたがたに啓示した真理に、諸国民が徐々 に目覚めるとき、それらの名前は再び思い出されるでしょ
う。 

15 今日、私は、私の新しい教えの予言は、以前の時代の予言と一緒になることを告げます。 

16 信仰と熱意と父への愛において、先の預言者たちに似ているこの時代の子供たちは幸いである。彼らの口を通して
、わが霊はこの時代と来るべき時代の人々 に語りかけるからである。 

17 あなた方の名前が歴史に残ることはないと言っても、恥じることはない。すでに謙虚であれば、右手で慈悲を示し
、左手に知られないように配慮する方法を知っているはずです。 

18 祈れ、人々 よ、わが言葉の光があなたがたを照らし、あなたがたの良心の光が、あなたがたのすべての道において
、あなたがたを導くように。 

19 今日、わたしはあなたがたをわが栄光の相続人と呼んだ。なぜなら、あなたがたはわが王国を所有する運命にある
からだ。 

20 あなたが私から生まれたとき、あなたは人生という広大な道を渡り、出発点に戻るために必要なすべての資質を備
えていました。これらの才能は、どれも途中で身につけたものではなく、すべては魂が元から持っていたものです。良心は
魂に宿るもので、光である。そして、絶え間なく、父のもとに帰るための功徳を積むよう勧めるのです。 

21 ある時は道から外れ、ある時は再び道を見つけ、ある時は素早く進み、またある時は長引く。その理由は、魂の成
長ほど長い道も、試練の多い道もないからです。 
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22 死の瞬間に霊的な天国を手に入れることができると信じている人たちに、どれほどの害悪がもたらされたことでし
ょう。これらの魂は、現世で自分が想像で作り上げたものの先を見ることができない。 

23 ディマスはイエスの力を認め、十字架の上からキリストの神性への信仰を告白し、謙虚に罪人を覚えていてほしい
と頼むと、その人が悔い改めと信仰と痛みによってその瞬間に清めを達成したのを見て、まさにその日のうちに楽園に連れ
て行くと約束したのである。 

24 魂が自らを浄化すると、平和と光の領域へと上昇し、そこから、父の愛に触発されて兄弟姉妹を愛するという使命
を果たすことができるようになるのです。 

25 あなた方はみな、わが王国を所有する権利を持っており、あなた方はみな、たとえ最大の罪人であり不完全であっ
ても、ディマスのように、愛と信仰を通して、謙虚さと希望を通して、あの平和の世界に到達するとすぐに、わがもとに来
る運命にあるのだ。そこから、あなたは、あなたをこれほどの愛で創造し、あなたが父と共に完璧に生きるよう運命づけた
父に対する霊の完璧な賛辞である作品を、あなたの神に捧げ始めるのです。 

26 私は誰も相続させない。すべての人の中に、いつか罪を犯したこと、私を怒らせたことを悔い改めさせる贈り物が
あり、後にそれが彼らを最大の仕事へと奮い立たせるのだ。 

27 もう一度、わたしはあなたがたの中に、わたしを現わす。すべての魂は主の神殿であり、すべての心はいと高き方
の住まいであり、すべての心は羊を永遠の命に導く神聖な羊飼いの聖域である。主はその正義をもって魂を探り、その光を
もって思考を清める。 

28 私は訪問者ではなく、あなたの魂の永遠の住人であり、あなたの中の光であり、現在の命であると、まことにあな
たに告げます。誰があなたの精神の中の私の光を消すことができるだろうか。だから、この輝く星があなたの行く手に姿を
現すように。 

29 ああ、もし人々 が、地上においてただ天の父の御心を行ったイエスを手本として、わが御心に従うならば、あなた
の霊魂が作品や言葉や思考において、どれほど偉大で美しい姿を現すことでしょう！」。 

30 私は人々 の中に、私を愛する者にも、私を知らない者にも、私の住処を用意している。私の光があなたの魂をその
王国とするように。啓示と教えとなったわが光を知れ。それは、約束された慰め主、私があなた方に来ると告げた方のメッ
セージです。待ち望まれた方は今ここにおられ、新しい夜明けの光のように人の中で輝くために、眠っている心が目覚める
のを待っておられるだけなのです。そして、その間に時間が経過しても、真実は不変であることに気づくはずです。真実は
神であり、創造主の表現の一つである自然界にその証拠を見出すことができます。そして、私が自然を通して自分自身を示
すように、あなたの中にも自分自身を現したいと思っている。 

31 人類よ、目覚めよ。来るべき方、そして今、あなたがたの間におられる方の言葉を理解しなさい。魂を養う者が、
今ここにいる。あなた方の進化の道を照らす神は、現在、高みから光を送り、人間の脳を使って、神の霊感を言葉にしてい
るのです。この光を自分の魂に受けた者は、その力が増大するのを見る。私の神通力は宇宙を動かし、愛撫のようにあなた
のもとへやってくる。このメッセージのひとつひとつが、あなたの主からの思いなのです。 

32 人々 よ、私はあなた方を救い、あなた方がよりよく私の意志を表現する完全な伝達者になるようにするのだ。この
瞬間に私の声を聞く弟子たちよ、もしすべてを理解することができなくても、少なくともこの愛、あなたに訪れる生命の輝
きを感じてください。この時、私の光はあなたを救うでしょう。 

33 神の存在なくして、人間の持つ偉大さとは何でしょう？存在するすべてのものを飾るのは、私の光です。あなたの
存在と作品にそれを輝かせなさい。そうすれば、あなたは私に従う生き方の至福を感じるでしょう。 

34 私は「言葉」であるが、言葉だけでなく、行いもあることに気づくこと。その証拠に、私はあなた方と一緒に暮ら
すために人間となり、あなた方の模範となるべく、あなた方にその証を示したのです。私は真実に人間となったが、その体
は形成されたとき、わずかな罪も犯さず、わずかな傷も持っていなかった。それは、「神の言葉」が発せられる本物の神殿
であった。へりくだった者を起こし、一言で病人を癒した方、子供を祝福し、貧しい者の食卓に座った方、それが今、来ら
れる方であり、同じ「言葉」なのです。それは、あなたが東洋で見た「真実の光」であり、その輝きは今、西洋を照らして
いる。今日、私は人間の中に受肉して現れるのではなく、この任務を果たすために生まれてきた、私によって準備された人
間を通して自己を明らかにするのである。あなたがたに言うが、わたしがあなたがたにわが言葉を授けた者たちは、彼らが
地上に来る前から、そのために準備していたのである。そして、生まれたときから指導し、使っている今、鍛え続けていま
す。 

35 私は多くの精神的なテーマについて話をしたいのですが、あなたはまだそれを理解することができません。もし私
が、あなた方が地上でどのような家に住んでいたかを明かしたら、あなた方はそのような場所でどのように暮らしていたか
を理解できないだろう。というのも、魂が転生している限り、過去の出来事を知ることは禁じられているからです。あなた
が覚えようと思っても覚えられない。私があなたに啓示したことを、あなたが人生の闘争に耐え、試練に喜んで耐えること
ができるように、私はあなたに暗示や直感を残すことを許可するだけである。 

36 あなたは私の話をすべて疑っているかもしれませんが、あなたが霊である限り、あの霊界は本当にあなたの家だっ
たのです。あなた方は苦しみを知らないその場所の住人であり、父なる神の栄光を自分の存在として感じていたのです。し
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かし、あなたには何のメリットもないので、その天国を離れてこの世に降りてきて、あなたの魂が努力によってその国を獲
得することが必要だったのです。しかし、あなたはどんどん道徳的に沈んでいき、自分の原点である神や霊的なものからと
ても離れてしまったと感じるようになったのです。 

37 私の、つまりマスターの声は、いつもあなたに語りかけ、あなたを教えてきた。あなたはその愛の性質によってそ
れを認識してきた。しかし、あなたが自分の欠点にしがみついているとき、痛みは容赦ない教師として、あなたの不従順を
自覚させた。今日も棘があり、明日も棘がある-

こうして、あなたの額には悲痛な体験の花輪が次第に形成されていったのです。なぜ、あなた方は私から愛を学ばず、誰も
傷つけず、むしろ「互いに愛し合いなさい」と言う時にあなた方の心を優しくしてくれる私の教えに身を任せようとしない
のですか。同胞を愛する者は、その中におられる父を愛している。 

38 私はあなたが存在する前からあなたを愛し、私の中であなたを愛撫し、あなたが生まれたとき、あなたに私の神聖
な優しさを感じさせました。もしあなたが父を同様に愛するなら、あなたは大いなる兄弟姉妹と小さき兄弟姉妹を愛さなけ
ればなりません。存在するすべての人間は神が望まれたからそこにいるのであり、すべての被造物は神の思いの（目に見え
る）形であると知っているからです。さらに、あなたがたは人間の兄弟姉妹であるだけでなく、霊を持たないがあなたがた
の兄弟姉妹であり、あなたがたは劣等生と呼ぶことができる多くの被造物があることを忘れてはならない。したがって、彼
らはあなたがたを創造した同じ方を父として持つことをやめないのである。人生の中で自分の居場所を知り、自分の役割を
きちんと果たせるように。 

39 私の教えの光があなたの霊に真実に受け入れられるとき、あなたは今地上の品々 を求めるよりもずっと天国を待ち
望むようになるでしょう。自分の精神の上昇を達成するために天の美徳を切望する者は、自分を啓発する内なる炎を感じ、
自分の父に対する愛の賛歌を自分の中で聞くことができる。この光は、あなたの中に住まわれる方の存在を感じさせ、約束
の地に続く最短の道を示し、人々 が時代を超えて苦痛の痕跡を残した道からあなたを取り除いてくれるのです。 

40 かつて私が弟子たちの間にいて、私の旅立ちがもう間近に迫っていたとき、ある機会に彼らに言った。「見よ、ま
もなくあなたがたの間から私がいなくなる。今、私はあなたに言う。私のように行動すれば、天国はあなたのものになる。
私がしたことより少ない金額でも、あなたが望むなら--。 

41 この永遠の夜明けの光に入りなさい。そうすれば、もはや夜を見ることはない。覚醒した者、すなわちわが教えを
聞き入れた者の魂には、いかなる闇も現れないからだ。夜が物質化した人の魂であるように、夜明けは精神化を志す人の魂
である。マインを輝かせるかのように、あなたの魂がその光を現すように。 

42 私が教えたことを教える者となりなさい。しかし、まず、誘惑の声、軽薄さと虚栄心の世俗的な騒音には耳を貸さ
ないようにしなさい。静かに私の声に耳を傾けることで、私のメッセージを受け取ることができるのです。 

43 誰も迷うことはない。ある者は私が示した道を早く到着し、またある者は自分のたどった道を遅く到着するのだ。
すべての宗教において、人間は自分が善良になるために必要な教えを受け入れることができます。しかし、それが達成でき
なければ、自分が公言する宗教のせいにして、今までの自分のままである。すべての宗教は道であり、あるものは他のもの
よりも完全であるが、すべてのものは善を目指し、父のもとに来るよう努力する。もし、あなたが知っている宗教で満足で
きないことがあっても、私への信仰を失わないでください。慈愛の道を歩めば、救いを見出すことができる。私の道は愛の
力で照らされているからだ。 

44 こうしてわたしは、わたしの住まい、わたしの神殿を準備する。わたしの住まいについて語るとき、わたしはあな
たの肉体のことではなく、あなたの魂のことを語るのだ。 

45 多くの人がこの「いのちのことば」を求めて、この顕現の場にやってきましたが、まだこの教えのことばを理解し
ていない人もいます。彼らが愛に飢え渇き、私の光を求めるように、私はこれらに触れる。 

46 人類よ、あなたは荒れ狂う嵐を恐れているようですね。あなたがたが私を信じ、私の声を聞くならば、私はそれを
静めるから、恐れてはならない。もし、まだ黙って聞く方法を知らないなら、来て、これらの用意された理解器官を通して
教えてくれる私から学ぶか、このメッセージが霊から霊へと届くのを待ちなさい。このメッセージは、すべての宗教、すべ
ての宗派、すべての教団、そしてさまざまな人の導き方に光を与えてくれるものです。しかし、弟子たちよ、あなたたちは
私の言葉をどうしたのか。こんなふうに、木に花を咲かせたいのか？花を咲かせることで、後に実を結ぶと告知してくれる
からです。なぜ、これらのメッセージを隠し、このグッド・ニュースとともに新しい時代の驚きを世界に届けようとしない
のでしょうか。なぜ、あえてキリストの声があなた方の中に響いていることを伝えないのですか？もし、ある者が耳を閉ざ
しても、ある者は耳を開き、あなたの声は彼らにとって、ナイチンゲールの歌のように甘く、メロディアスなものとなるで
あろう。 

47 この時代の私の言葉は、第二の時代に私があなた方に与えた言葉を消し去ることはできません。時代も、世紀も、
時代も過ぎ去りますが、イエスの言葉は過ぎ去りません。今日、私は、そのとき話したことのうち、あなたが理解していな
かったことの意味を説明し、明らかにします。 
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48 わたしは昔と同じ種をまく者であり、今日植え、明日実を刈り取るが、わたしの真理はいつでも同じである。あな
た方は地のパンで生きているだけでなく、私の教えで生きているのです。あなたの体は地の胎内に沈むが、あなたの魂には
こう言おう、「起きて歩きなさい、あなたの父のもとに帰りなさい」。 

49 私の "言葉 

"はすでに別の時に人となり、あなた方を愛することを手本として教えている。もし私が言葉だけであなた方を教えたとし
たら、世の人々 はこう言っただろう。"言葉だけで行いはない 

"と。私はあなた方の中にいて、あなた方に教えるために来たのです。私の知らないことを男性から学ぶことができるのだ
ろうか。何もない。その人生を人類に捧げたのです。神殿では、私は律法の教師たちの中で軽い存在でした。再び地上を離
れる3年前に、私は野原で、海や川の岸辺で、市場で人々 を教えるために出発しました。私はすべての人に語りかけ、誰一
人として私の教えを否定することはなかった。 

50 今日、あなたは私にこう言います。"先生、あなたの犠牲、あなたの言葉、あなたの流した血にもかかわらず、世
界はまだ同じです。"確かに、人は地球が血で染まるまで血を流してきた。それは愛からではなく、欲や悪意からであった
。愛してもいない同胞の血を流したのだ。 

51 多くの者が私の像を作り、絹や金や宝石で覆い、貧しい者を飢えと寒さで死なせている。しかし、私の神の計画は
人の心の荒みよりも強く、必ず実現される。災いなるかな、嘘をつく者たちよ。人よりも優れていると思うのではなく、自
分の罪を告白した方が良いのです。偽善というマントで自分の恥を隠そうとする人は、白塗りの墓で、内に腐敗を秘めてい
ます。災いなるかな、律法学者、偽善的なパリサイ人たちよ。主の道を歩みたいなら、私の教えを実行し、私を手本とし、
自分の十字架を背負って私に従いなさい。 

52 私の子供たちよ、私のメッセージに何か悪い点を見いだすか？万人への愛だけを込めたこの言葉で、私はあなたを
傷つけているのでしょうか。勉強すれば、不当なことは何も見つからないはずです。 

53 このメッセージは、私が自分を知らしめた時のことを思い出させるもので、文章にして残すと、多くの人が来て、
私がいかに身近な存在であったかを思い出すだろう。第二の時代においてさえ、私が彼らと共にいる限り、私の使徒たちは
、私が去った後ほどには、私を愛していなかったのです。彼らは私と一緒にいる間は、私のために命を捨てませんでしたが
、その後、主人への愛のために自分のすべてを捧げました。イエスの声が聞こえなくなったとき、弟子たちは、そのときば
かりは、もう一度、わたしと一緒にいたいと願い、苦しみ、そのときほどわたしを愛したことはなかった。なぜなら、彼ら
の心にはすでに私が君臨していたからだ。わたしの意志にしたがって、あなたがたにも起こるであろう。 

54 あなたは自分の魂に感じる平和によって、私の存在を認識することができます。真の安らぎは、私以外には与えら
れない。闇から来た霊的な存在には渡せない。多くの心が、人々 が想像のままに命と形を与えた魅惑的な存在の罠を恐れて
いるからです。 

55 闇の王子の存在が、いかに間違った解釈で語られてきたか。結局のところ、どれだけの人が、私よりも彼の力を信
じてきたことでしょう。 

56 悪は存在し、すべての悪徳と罪はそこから生まれた。つまり、悪を行う者は、地上にも他の家や世界にも常に存在
していた。しかし、なぜ現存するすべての悪を一つの存在に擬人化し、それを神格と対比させるのでしょうか。と問いかけ
ます。わが絶対無限の力の前では不純な存在とは何なのか、わが完全なる力の前ではあなたの罪は何を意味するのか。 

57 罪がこの世に誕生したのです。神から出た霊は、ある者は善の道にとどまり、ある者はこの道から外れて、別の悪
の道を作り出した。 

58 その昔、啓示として寓話であなた方に与えられた言葉や譬えは、人類によって誤って解釈されたものです。超自然
現象に対する直感的な知識は、人々 の想像力に影響され、次第に邪悪な科学やカルト、迷信的な観念や神話が形成され、現
代まで続いているのである。 

59 悪魔は神から生まれることはなく、あなたがたは自分の心で工夫しているのです。あなたが常に私に反対している
その存在について、あなたが持っている考えは誤りです。 

60 私は、あなた方が人間や霊的な存在から来る誘惑や悪い影響から自由になれるように、見守り、祈ることを教えま
した。 

61 私は、霊を肉に従属させなさいと言いました。後者は弱い生き物で、あなたが見張っていないと、常に倒れる危険
があるからです。心、精神、感覚は、世の中の情念が魂を傷つける開かれた扉です。 

62 もしあなたが、闇の存在を怪物のように思っているのなら、私は彼らを、私が手を差し伸べて救う不完全な生き物
としか見ていない。 

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 115 
1 私は、愛する人々 であるあなた方を、そしてあなた方の中にある、私の娘である人類を受け入れる。私が人間の心

の器官を通して自分自身を知らせているこの時代に、私は、あなたが完全な道に戻り、あなたの人生の行いを改善し、あな
た自身の心の中に私の神の声の響きを感じることができるように、あなたに力を与えているのです。この好機に、今日眠っ
ているあなたの精神を高め、あなたの心を敏感にするために、私はあなたに働きかけているのです。あなたがたは、まさに
わたしの意志に従って、その中にわたしの神殿を建てるのだから。 

2 私は、第二の時代に、イエスという肉体を持った姿でご自身を現された「神の言葉」であり、あなた方とともに生
き、その完全な模範に含まれる御言葉の柔和さをあなた方にもたらしたのであります。今、私は、この崇高な使命を果たす
ために、私が準備し、彼らの誕生前から運命づけられていた人間の道具を利用するのである。 

3 この地上はあなた方の真の祖国ではない、あなた方が天を住処とし、天の父と共にあった時代が確かにあったのだ
、と私は告げました。まだこの惑星に降りてきていない頃、あなた方はすべてが光と真理である霊的な家にいたのです。し
かし、あなたはこの印象を魂にしっかりと刻み込んでいない。そのため、あなたは記憶を失い、その人生、あなたが天国と
呼ぶ場所での滞在のことを何も覚えていないのだ。 

4 その後、霊的な被造物として、あなたたちはすべてが完璧に調和して振動する場所にいたのです。 

5 痛みは父が作ったものではありません。私が話をする時代には、あなた方はため息をつく理由もなく、不平を言う
こともなく、自分の中に天国を感じていたのです。しかし、あなたがその家を出たとき、私はあなたの精神に衣を与え、あ
なたはますます深く沈んでいきました。そして、あなたの魂は一歩ずつ成長し、あなたが今いる、父の光が輝く存在次元に
到達しました。 

6 私は愛の主人である。だから、もしあなたが私の道を歩まず、私が教えた愛で人々 を愛さないなら、あなたの不従
順のために苦痛が起こるだろう。こうして、新しい案件が増えるたびに、さらに経験を積んでいくのです。 

7 神の被造物である人間は、この世とあの世のすべての被造物の兄弟である。あなた方は理性を授かっているのです
から、自分がこの創造の一部であり、この意味ですべての生き物の兄弟姉妹であることを理解し、創造、神の計画、普遍的
な協調の中で自分が占める位置を意識的にはっきりさせなければならないのです。なぜ、私が明らかにした使命に従って行
動しないのですか？段階から段階へと進化していかなければならないことを明確に認識し、私の教えの使徒となりなさい。
それは、「すべての造られたものにまさって神を愛し、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」という単純な教えに含
まれる完全な愛にほかならないのである。 

8 言葉だけでなく、愛の業をもって、同胞を教えなさい。私は父なる神の「言葉」であるが、第二の時代には人間と
なり、あなたがたに教えるために 

神の法則に従うことを、私自身の例によってあなた方に教えるためです。もし私が、私の言葉だけであなたがたを教えたと
したら、あなたがたは、"彼は話して、一つの仕事もしなかった 

"と言っただろう。ですから、私の弟子たちの間では、私はいつも師匠のような存在でした。 

9 私の神聖な教えと模範を守りなさい、それらは明日には杖のようになるのです。私が言葉を運ぶ者を通して自らを
知らせるこの瞬間に、私に尋ねなさい。あなたの願いが高貴で正しいものであるなら、私はそれを聞き入れよう。しかし、
もしあなたが理由なく求めるなら、私はあなたが受け取るべきものだけを与えることを知りなさい。金や宝石で覆われた寺
院や祭壇を建て、長い巡礼の旅をし、粗野で残酷な叱責を受け、口先だけの祈りと祈りの儀式でひれ伏し、それでも私に心
を委ねることができない人々 のようになってはなりません。私は良心について諭したので、あなたがたに言うのである。自
分のしたことを話し、捏造する者は、天の父に何のメリットもない。 

10 もしあなたが主のまっすぐな道を歩みたいなら、わたしのことば、わたしの模範、そしてわたしの愛で教えたこと
を実行しなさい。謙虚になり、悪には善で報い、人の恩を気にしない。忍耐強く自分の十字架を背負って、私に従いなさい
。 

11 私、"言葉 

"は、あなた方に私の神聖な愛を示すために、第二の時代に人間となったのです。私は、人間の肉体をもってあなた方と暮
らすことを軽んじていたわけではありません。私は、この人類の子供になって、人類をより身近に感じ、人類が私をより身
近に体験できるようにしたいと思ったのです。みことば」が人となるために子宮を捧げたこの女性は、その純粋さと無垢さ
ゆえに、私が人間の母として選んだふさわしい神殿だったのです。マリアは、自分が生まれる何世代も前に主が用意された
世代の花形だったのです。 

12 母性愛、その本質と優しさは御父の中にあり、純潔と無垢の花であったあの聖母マリアの中に受肉したのである。 

13 女性としてのマリアは普遍的な母の体現であり、私の神性の中に存在する母性愛であり、人の人生に希望の光があ
るようにと女性となったのです。聖霊としてのマリアは、人類の罪のために泣くために地上に現れた神聖な優しさです。彼
女の涙は御子の血と混じり合い、人にその義務を果たすことを教えてくれた。そして、その腕の中で、子供たちの到着を待
ちわびているのです。 
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14 人類の初めから、メシアの到来はあなたがたに預言されていた。マリアもまた、あなたがたに告げられ、約束され
たのである。 

15 マリアの神聖な母性を否定する人々 は、神性が人間に与えた最も美しい啓示の一つを見誤っています。 

16 キリストの神性を認めながらマリアを否定する者たちは、わが神性に存在する最も優しく愛らしい特質を自ら奪う
ことになることを知らないのです。 

17 聖書を知っていると思いながら、何も理解していないために何も知らない人がなんと多いことか。また、創造の言
語を発見したという意見にもかかわらず、間違いの中に生きている人がなんと多いことか。 

18 母性はすべての生き物の中で愛情をもって活動しており、あなたはその姿をいたるところで見ることができます。
神の優しさは、すべての被造物の心に祝福の種として降り注ぎ、自然のあらゆる王国はその生きた証であり、すべての母親
の心は、その偉大な愛の前に建てられた祭壇なのである。マリアは神の花であり、その実がイエスであった。 

19 私は、神の愛の傑作であるその被造物の中で人間となった。それは、愛の業と言葉をもって人に語りかけ、わが王
国の偉大な秘儀を明らかにするためであった。 

20 キリストのすべてが語ったのは、キリストが「永遠の言葉」であり、あなたが聴いているのと同じものであるから
です。 

21 愛する弟子たちよ、愛と好意をもって私の教えを学びなさい。そうすれば、やがて私が時代を超えてあなた方に啓
示したすべてを理解することができるだろう。 

22 あなたがたに言うが、あなたがたも、この作品の真相に迫る者も、真の聖典の解釈者となるのである。 

23 わが民の歴史は、神の存在と力、すなわち生ける神、目に見えない神、真の神に対する大勢の人々 の信仰を高揚さ
せたしるしと不思議に満ちている。 

24 その人々 が見たこと、経験したことの証言は歴史に残り、すべての世代があなたの日に至るまで知っている書物に
記録されているのです。しかし、これらの証言は、信仰もなく、精神的な準備もない人々 が、信じるために、熟考し、熟考
し、熟考し、すべてを自分の科学、理性、論理に従うことが必要だと思うようになったのである。この人たちは、ある人は
疑い、ある人は混乱し、ある人は否定し、ある人は嘲笑してきたのです。 

25 神の真理を目や頭で求めようとする者は、三歩も歩けば躓き、奈落の底に落ちるのは当然である。精神だけが真理
への道を見つけることができるのです。 

26 私に従った人々 の証言が真実であり、彼らが後世に遺したものが正しいことを、私があなたに伝えることが必要な
のです。彼らは、自分たちが受けた教えを、素朴で無邪気な信仰心で、つまり、同じものを見て、起こったことのすべてを
把握した上で、発表したのです。 

27 古代人があなたがたに語ったこれらの出来事、仕事、試練はすべて真理、光、啓示を含んでいる。彼らは、その出
来事を目撃しているので、調査することなく信じてしまったのだ。物事の真相を知り、そして、明らかにされたものから精
神的な内容を抽出するために、信じることは自分次第である。 

28 何事も単純明快に説明できるのです。しかし、それを見つけるためには、心が深く思考を進めなければならないこ
とを、もう一度言っておきます。 

29 この物質化された人類は、その科学と観察によって、受け入れたくなかった多くの出来事の真実が証明されたとき
、大きな驚きを覚えることでしょう。そして、「それは真実だった」と驚きをもって語ることになるのです。しかし、今日
、あなた方が奇跡と呼ぶものはすべて、神聖なメッセージの物質的な実現にほかなりません。その声は、あなた方の惑星を
超え、あなた方の心を超えた何か、すなわち、わが霊からあなた方に直接届く何かを、絶え間なく語りかけるメッセージな
のです。 

30 今日、私の父なる者はあなたと共にいる。あなたの嘆願を、あなたのわずかな不満さえも聞いています。父と対話
することを学んでほしい。しかし、私があなただけに会いに来たとは思わないでください。いや、私はすべてのわが子のも
とに降りてきたのだ。この人々 の叫びは、苦悩の叫びのように、光を求める叫びのように、天の高みにまで届いたからだ。 

31 このような形でわが言葉を受け取るとき、あなた方は、私が父として来たのか、それとも裁判官として来たのか、
内心で自問するのである。そして、あなたがたが今日のわたしの最初のことばを聞く前から、あなたがたの良心は、あなた
がたの罪の一つ一つを、また、あなたがたの善行の一つ一つをすでに示していることを、わたしはあなたがたに告げます。 

32 しかし、もしわたしがあなたがたをわたしのことばでさばくなら、なぜあなたがたは恐れるのか。私の判断は、私
があなたに示す愛から来るのではないでしょうか？ 

33 試練があなたを捕らえないように、この時代の嵐と旋風があなたを光から引き離さないように、私はあなたを目覚
めさせます。 

34 確かに、今が訪れようとしている時だからこそ、屈しないための強い意志と装備が必要なのです。 

35 地上での生活は、人間にとって常に試練と償いを伴ってきた。しかし、この発展の道が今ほど苦痛に満ちたことは
なく、杯がこれほど苦く満ちたことはない。 



U 115 

28 

36 このとき、人は大人になるのを待たずに、人生の苦難に直面する。子供の頃の失望、やっかみ、打撃、障害、失敗
を知っている生き物がどれだけいるだろうか。さらに言えば、この時代、人間の痛みは生まれる前から、つまり母親の胎内
ですでに始まっているのです。 

37 この時代に地上に来た存在の償いの義務は大きい!しかし、世の中に存在するすべての苦しみは、人間の仕業であ
ることを忘れてはならない。私の正義は、人生の道に茨を蒔いた者が今それを刈り取ることを許すことより、もっと大きな
完成があるでしょうか。 

38 皆さんが体験している混乱は、すべての人が同じように非難しているわけではないことは分かっています。しかし
、戦争の加害者でない者が、平和のために責任を負うと私は言っているのです。 

39 あなた方、人々 に告ぐ、自分と隣人を憐れみなさい。しかし、この慈悲が効果を発揮するためには、『わが作品』
の研究を通じて、自分の霊的才能を認識することです。同胞を愛する者は、わたしを愛する。その同胞は、わたしの愛する
子だからだ。 

40 あなた方は、私が祈りのために、真理を教えるために、癒しのために準備する人々 です。不幸と苦難と苦渋に満ち
た人生は、まるで砂漠のようになってしまった。しかし、砂漠で立ち止まったり、我慢したりしてはいけない。そうすれば
、真の平和を知ることはできない。 

41 歴史に残るイスラエルの例で、長い間砂漠をさまよわなければならなかったことを心にとめておいてください。彼
らは、エジプトの捕囚と偶像崇拝から逃れるためだけでなく、平和と自由の地に到達するために戦ったのだ。 

42 今日、人類はみな、ファラオの捕囚の民のようなものである。信条、教義、法律が人々 に課される。ほとんどの国
は、より強い他者の奴隷である。生存のための厳しい闘争と、飢えと屈辱の鞭打ちの下での強制労働は、今日、人類の多く
が食べている苦いパンである。 

43 その結果、人々 の心の中には解放や平和、より良い生活への憧れがどんどん生まれてくるのです。 

44 戦争の轟音、流される人の血、利己主義、権力欲、憎しみが千差万別に実り、人々 を深い無気力から覚醒させるの
です。しかし、もしすべてのわが子たちのこの憧れが、ちょうどイスラエルの民がモーセの霊感のもとにエジプトで団結し
たように、一つの理想に団結するならば、どんな人が、どんな脅威が、どんな力が、この心を止めることができようか。本
当は誰もいない。この憧れの中に私の光があり、この闘いの中に私の力があり、この理想の中に私の神聖な約束が効力を発
揮するのだから。 

45 世界が鎖から解放されるためには、新しいモーゼが必要なのだろうか。私がこの時代にもたらした教えは、モーセ
を感化した光であると告げる。それは義の言葉と預言であり、弱い者、臆病な者、卑怯な者を立ち上がらせ、勇気ある者、
断固とした者、熱心な者に変える力である。それは真理の道を導き、導く律法であり、長い放浪の日々 を生き抜くマナであ
り、最後には救いであり、平和であり、善意の人の幸福である。 

46 あなたたちは、わたしのことばに励まされ、奇跡のバームが傷にしみこむように、強く、新しく、明日への希望に
満ちていると感じるのです。ですから、あなた方にお尋ねします。あなた方が同じメッセージを、地球上の虐げられている
人々 に伝えたら、同じ奇跡が起きると思いませんか？ 

47 だから、このメッセージのメッセンジャーとして出発する時期を遅らせることのないよう、何度も何度も準備をす
るように言っているのです。私があなた方に準備するように言うのは、この良い知らせが苦しみの原因にならないように、
民族間の争いを引き起こさないように、そのために一滴の血も流さないように、広めるためである。 

48 私のメッセージは、説得力があり、優しく、真実に満ちています。心だけでなく、精神にも触れ、納得させる。 

49 私を聞き、学び、実行に移し、人々 のために信仰への、光への、自由への、平和への裂け目を作ることができるよ
うになる。 

50 このために私は、わが神性への完全なる崇拝をあなた方に教えるのである。私は、あなた方が私にだけ祈ればよい
ことを理解してほしいのです。 

51 あなたの天の母であるマリアは、贈り物と恵みの持ち主です。それゆえ、もしあなたの地位が低いか、あるいは地
位が不十分で、私に話す資格がないならば、彼女に祈り、彼女の援助と執り成しを求めなさい。 

52 私がこのような説明をするのは、あなた方が多くの正しい人の心を神とし、それを尋ね、神であるかのように崇拝
しているからである。人間よ、なんという無知であろうか。人は、その人間的な働きによってのみ、精神の神聖さと完全さ
を判断することができるのでしょうか。 

53 私は、あなた方の兄弟姉妹が、その作品、生活、徳によって書いた良い模範を見習うようにと、あなた方に最初に
告げます。しかし、なぜ、そのような魂の謙虚さを侮辱するような祭壇を建てるのですか？人はなぜ、自分の記憶の中に、
自分が神であるかのようなカルトを作り、兄弟たちを崇拝するように、自分が忘れている父の代わりにそれを置くのだろう
か。あなたがここで与えてくれた栄光は、彼らにとってどれほど悲しいものだったでしょう。 

54 聖徒と呼ばれる者たちへのわが裁きについて、人は何を知っているのか。その人たちの霊的な生活や、それぞれが
主の前に獲得した地位について、彼らは何を知っているのだろうか。 
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55 これらの啓示によって、わがしもべがあなたがたの間で得た功徳を、あなたがたの心から消し去りたいのだと、誰
も思わないでください。それどころか、彼らが私とともに見出した恵みは偉大であり、彼らの祈りによって、私はあなたに
多くのものを与えることを知りなさい。しかし、宗教的な狂信、偶像崇拝、迷信を生み出す無知を取り除くことが必要であ
る。 

56 そうすれば、彼らとあなたは主の道において一体となり、霊的兄弟愛の仕事-

私がすべての教えの結果として待ち望んでいるその仕事-を成し遂げることができるようになるのです。 

57 このような形で教えるのは、あなたが純粋な心で任務を遂行できるようにするためです。 

58 この存在は、あなたの精神にとって新たな発展段階であり、その精神は、託された仕事をやり残したまま、今、完
成への道を少しずつ進める機会を与えられているのです。 

59 私、神聖なるマスターも、当時の私の仕事が未完成であったため、人間のもとに戻らねばなりませんでした。この
主張を否定して、イエスの仕事は十字架で死んだときに完了したと言う人もいる。しかし、彼らがそう言うのは、私があな
た方に私の帰りを予告し、約束したことを忘れているからです。しかし、私が今この教えを伝えているあなた方は、私にと
っては輪廻転生が絶対に必要なわけではないことを理解すべきです。なぜなら、私の霊には、人類に私自身を千の方法で明
らかにする力があるからです。また、私の精神の完成を求めて戻ってきたのでもない。今、私があなたのもとに来たのは、
あなたを光に導く道を示し続けるためだけです。第一の時代、預言者たちが「彼は門である」と言ったことを思い出してく
ださい。さらに、私があなたがたの間で人間となったとき、「私は道である」と言わなかったではないか。私は今、「私は
あなたが登っている山の頂上である」と言っているのではないでしょうか？ 

60 本当に、私はいつも完璧の中にいると言っているのです。今日、あなたが私の道を安全に歩いているのを見て、私
は喜びを感じています。明日、あなた方が長い間、主の子らの到来を待ち望んでいた霊的な家に住めば、全世界の喜びとな
ることでしょう。 

61 このように私があなたの霊に語りかけるのは、霊がこの教えを理解し、自分はこの地上の子供ではないこと、真の
祖国は霊的なものだから、この世界では自分を客人だと思うべきだということを伝えることができると知っているからです
。 

62 そうでなければ、あなた方はいずれ、わが教えはあらゆる人類の進歩に反していると考えるようになるかもしれな
いのです。しかし、そのような誤りをあなたの父に帰することは公平ではないでしょう。父はただ、人生のさまざまな道を
歩む子供たちの完成のために努力しておられるのです。 

63 私の正義を不倶戴天に迫害するものは悪であり、それは人間の心の中で様々 な形をとり、時には利己的な感情、卑
しい情念、過度の貪欲、さらには憎悪として現れる。 

64 弟子たちよ、私が今、比喩的に話していることをよく勉強しなさい。人生は木であり、その枝は無数にあり、その
枝の中には同じものは二つとない、しかし、それぞれの枝はその任務を果たす。命の木からは、命の実しか生まれないから
です。 

65 あなたがたに言うが、悪を引き起こしたあらゆる科学、真の光を広めないあらゆる宗教は、命の木の樹液が流れな
い枝や果実とみなし、忌避されるからである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 116 
1 あなたがたは、私が再びわが喜びを置いた人々 である。あなたがたの痛みが非常に激しいときはいつでも、目を私

に向け、私に呼びかけたからである。 

2 今は試練の時である。しかし、わが言葉は神の膏薬として、あなたがたの苦難に慰めと希望をもたらしてくれた。
しかし、私はあなたに尋ねます。なぜ泣くのか、飢えているのか、病気なのか、困っているのか。なぜ眠ったのですか？な
ぜ、魂の糧であるわが命の言葉を心から消し去ったのか。 

3 私のプレゼンスがあなたを驚かせたとき、あなたは準備ができていなかったが、少なくとも、私の声が新しい啓示
を与えるためにあなたを呼んでいることを意識したとき、私を感じることができた。 

4 私のもとに来たいと願うあなたにとって、物質的に貧しいことは大いに役に立ちました。しかし、あなたが霊性を
高めるために自発的にそれらを放棄したからではなく、私の思いやりのある愛が、誘惑的で余分な富からあなたを引き離し
、私があなたの心の扉を叩いたときにあなたが自由になるようにしたからです。 

5 あなたが初めて御言葉を聞いたとき、わが顕現の霊的な目的にはほとんど、あるいはまったく興味を示さなかった
ことでしょう。あなたの心が求め、私に求めたものは、あなたが強く必要とする地上の品物にすぎなかった。しかし、その
後、あなた方は、主人が豊かに配った贈り物が霊的なものであることに気づき、ついには、地上の品物がその贈り物の価値
を持つことはないことを理解したのです。 

6 この光があなた方の心を照らしたとき、あなた方は大国の不幸を理解し、裕福で世界の支配者でありながら、すべ
てを見かけだけで所有している人々 の苦しみを理解したのです。あなたは、華やかさ、嘘、豪華さ、そして人生の快楽の偽
りを発見したのです。 

7 あなた方は宗教が人類を統合し、刷新することができないことを経験し、ことあるごとに宗教の不統一を目の当た
りにしてきた。 

8 このように人のバランスがひどく崩れ、混乱しているのを見たとき、あなたの心から父への感謝の気持ちが湧いて
きました。その時、あなたが父の言葉を聞いたとき、あなたはその言葉に自分の魂の安住の地を見出したのです。 

9 しかし、これらの真理をすべて認識したように、仲間に対する責任も認識することが必要である。私は、あなたが
享受する平和と、あなたの存在を照らす光を、この人々 を助けるためだけにもたらしたのでしょうか？いや、わが聴衆よ、
わが恵みの賜物は、初穂として、あるいは後に人類に与えるものの前触れとしてのみ、あなたがたに下ったのである。日陰
や避難場所を求めてやってくるホームレスのために、期待を持って見守るようにと、なぜ私が言ったのかを理解しなさい。
他の民族からやってくる人々 が、あなた方の中に慈愛と霊性と平和の模範を見出したら、あなた方の心は喜ぶのではないで
しょうか？ 

10 これは、私があなたがたに指示を与えるのをやめた後の、あなたがたの仕事である。そして、エリヤが霊における
わが先駆者であったように、この民はわが後継者となり、その生活、言葉、業によって、私があなたがたの間にいたことを
最高の証しとして示すだろう。 

11 あなたが同胞を愛情をもって迎え入れ、私があなたに託した多くのものを彼らに与える方法を知るとき、あなたは
大きな満足感を得るでしょう。しかし、もしあなたの街の門を人々 が叩いていて、その住民が眠っていたり、無駄なことに
忙しかったりしたら、あなたの痛みはもっと大きくなることを忘れないでください。 

12 自分の行動を過信してはならない。誘惑が待ち構えているからだ。すでに精神化の道を歩んできた者が、真の高い
理想の不在によって、快楽の道、利己的な物質主義、希望に満ちた生活に戻りたがることは、容易に起こりうることだ。 

13 このことは、あなた方が用心深く生活するために言っているのです。しかし、わが法が拷問したり、奴隷にしたり
するものだと考えてはならない。闇から光へ、悪から善へ、低次から高次への一歩は、人間にとってしばしば苦痛であるこ
とは事実である。しかし、もし彼がわが道を安全に歩むことに成功すれば、人生の旅路で出会うすべてのものが平和になる
。精神にとって、徳の実践はまったく犠牲を意味しないからである。 

14 あなた方の中で、私が彼に徳の道を歩むよう促したことがなかったと言える人がいるでしょうか。しかし、もし私
があなたやあなたの家族に奇跡を起こさなかったなら、もしあなたの祈りや涙だけで病人を癒さなかったなら、もしあなた
が奈落の底にいたとき、私があなたを死から解放しなかったなら、教えてください。私の道を歩むには、多くの信仰と力が
必要だと知っていながら、どうしてあなたにこのようなことをするのを控えることができたのでしょう。 

15 私はあなた方に私の光をもたらし、その観想の中であなた方自身を高めることができるようにしたのだ。私は、あ
なたの目をつぶすためでも、あなたの魂を傷つけるためでもない。 

16 実際の距離よりも短く感じたり、遠すぎると感じたりしないように、落ち着いてじっくりと道を歩んでください。
ただ、人生における試練は、あなたが精神の一部である永遠の平和に到達するための道であることを忘れてはなりません。
この道を平和に、完璧を真に理想として歩めば、決して負担や重荷を感じることはないだろう。それはあなたにとって、目
の前に美しい道や美しい風景があり、それを決して終わらせたくないと思うような、散歩のようなものでしょう。 
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17 もし、私がこの人生ですべてを与えてしまったら、あなたはもう一段高いところに登ろうという気持ちはなくなる
でしょう。しかし、この存在で達成できなかったものは、別の存在で努力し、その存在で達成できなかったものは、別のも
っと高い存在を約束し、そうして魂の果てしない発展の道を永遠に一歩一歩進んでいくのです。 

18 しかし、あなたが魂の高い運命を疑っているのは、あなたの物質的な目で見えるもの、すなわち、惨めさ、無知、
邪悪さだけを見ているからだと、私はあなたに言うのです。しかしそれは、ある者は魂が病み、ある者は麻痺し、ある者は
目が見えず、ある者は霊的に死んでいるからにほかならないのです。そして、そのような精神的な不幸を前にして、あなた
は永遠があなたに用意している運命を疑わなければならないのです。こうしてあなたは、世俗と物質主義を愛するこの時代
に生きているのです。しかし、すでにわが真理の光はあなたがたに届き、すでに過ぎ去った時代の夜の闇を払拭し、その夜
明けとともに、魂がわが指導によって悟りを得る時代の到来を告げている。 

19 この光は、あなたを無知や偽りから解放してくれるでしょう。その明るさによって、どれほどの不真面目さ、どれ
ほどの偽りやごまかしが永遠に暴かれることだろう。災いなるかな、掟を偽る者どもよ。災いなるかな、真理を隠したり、
偽ったりした者たちよ。彼らは自分の判断がどうなるのか、想像もつかないのです。 

20 私の言葉は、世界に反省を促し、そこから悔い改めが生まれ、新たに生まれ変わるようにと願っています。しかし
、これらの声の担い手を通して与えられる御言葉があなた方を目覚めさせ、あなた方の内面を動かすように、他の国々 、他
の地域、他の方法においても、私の使者たちは、人々 に注意を促し、わが法の完全性とわが教義の真実とを思い出させるた
めに出発しているのだ。彼らは、わが霊感に照らされて覚悟を決め、嘲笑と侮蔑を受けながらも、一歩一歩任務を果たして
いくのです。私は彼らのためにその報酬を守り、あなたが今受け取っているものを彼らも知るようになる時が来るとあなた
に告げます。 

21 街や路地で過去の出来事を語り、予言を解釈し、啓示を説く者がすべてわが使者というわけではない。多くの者が
虚栄心や恨みから、あるいは人間の利己心から、それらのメッセージを悪用して侮辱し裁き、辱め傷つけ、さらには殺戮を
行ったからだ。 

22 あなた方の心に愛情をもって入り込んだこの光が、地上のある地点から別の地点へと広がっていくことが必要なの
です。そうすれば、人々 は、キリストは傷つけることもなく、辱めることもなく、ましてや死をもたらすこともないことを
思い起こすでしょう。主は命であり、パンであり、健康であり、慰めであり、今日の人類が必要としているすべてのもので
あるからです。 

23 人々 よ、私はあなたたちに語りかけたのだ。私の言葉を思い、その助けになるよう自らを方向付け、私が与えるこ
の光で人生とあなたを取り巻くすべてのものを熟考しなさい、そうすれば、あなたがもう一度私の言葉を聞くとき、私はあ
なたがより意識し、あなたの使命を遂行するためのより良い準備ができるのを見出すことができるでしょう。 

24 しかし、今、あなた方は新しい時代の始まりにいるのだ。 

25 被造物のすべてが神と永遠の命を語りかけてくる。あなたを取り囲むもの、人生で起こることはすべて、いわば霊
的なもののイメージなのだ。しかし、あなたがたは、私が創り、あなたがたに語り、啓示を与え、指導するための作品に満
足していないのだ。すべての人々 、すべての宗教団体や宗派は、神を表現するためにイメージ、シンボル、教団形態や彫刻
を作成します。人類よ、あなたが必要と判断し、私が許可したのです。しかし、今、あなたの精神は過去の時代よりも悟り
を開き、より進化し、人生をはっきりと見て理解することができるようになったのです。私はこのメッセージをすべての人
に送り、彼らが光に目覚め、真実と完全に向き合うことができるようにします。 

26 人間が軽視していたために枯れてしまった霊的な賜物は、私の愛の露が降り注ぐのを感じ、その後、人々 が純粋に
再び私に思いを寄せるとき、それまで見えなかったものを見ることになるでしょう。彼らは、さまざまな方法で語りかける
父の声を聞き、あらゆる場面で父の存在を感じることができるのです。 

27 そうすれば、宗教的なシンボルや崇拝の形を作るのをやめるでしょう。なぜなら、すべての被造物の中に父の輝く
顔を見ることで、特別な能力を帰属させたこれらの物体を、あたかも父の像であるかのように信じる必要性を感じなくなる
からです。 

28 私の教えの中でこの言葉を聞いたあなた方弟子たちに、私は尋ねます。あなた方は私を目の前にし、私を聞き、私
を感じたのに、なぜ礼拝のためのシンボルを作る必要があると考えたのですか？ 

29 もしあなたがこの質問に、先人が遺したものだけを尊重すると答えるなら、彼らはわが啓示の光に圧倒されて、精
神化されたものを寓話で把握したと言うことになる。 

30 この民族は、新しい異教として、物質と世界とその情念との新しい最大の崇拝として成長し前進している、最も無
限の物質主義に脅かされているこの人類のただ中で、果たすべき偉大な精神的使命を持っているのである。 

31 このような試練を前にして、あなたはまだ偶像崇拝のカルトの記憶を持ち続けたいのですか？これはあなたが与え
るべき精神性の例であり、これらはあなたが戦うために鍛えている武器なのでしょうか？ 

32 わたしのことばをあなたの心に芽生えさせ、やがてあなたがたは、わたしの教えをあなたのわざで証しするために
出発することができるように。 
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33 この時代が終わり、私があなたがたに自分を知らせなくなったとしても、道を踏み外さず、苦難の中でも私を求め
ず、私の指示を信頼し続けなさい。 

34 私はあなたが通らなければならない狭き門であり、マリアはあなたが母への愛と従順のうちに昇る梯子である。私
を信じ、私を慕うならば、落とし穴に出会うこともなく、道を短縮することができる。 

35 あなたは今、善と悪の戦いの時を迎えているのです。あなたは、すでに始まっているこの戦いに、私とともに働く
よう召されているのです。闇を払拭し、すべての魂に光をもたらすための戦い方を教えてきたのだ。あなたがたは、偽りの
光に誘惑され、偽りの声に耳を傾けることがないように、用心深く、祈りをもって生活するように、わがみことばはあなた
がたを導いている。 

36 この時が過ぎ、あなた方が私の宣言を遠い昔のことと思い、私の指示に従い、この良い知らせをあなた方の子孫に
伝えると、あなた方は再びその時を待ち望み、私の神聖な顕現を目撃するために選ばれたことを幸せに感じることでしょう
。しかし、すでにその時には、あなたがこの教えに加えたものはすべて消え去り、わが言葉はあなたの霊から澄みきった純
粋なものとしてはじけ出し、光と真実だけを明らかにすることだろう。 

37 あなたが仲間に質問されたときは、わが作品に含まれていることを何一つ隠すことなく話し、彼らの前で、師の教
えの一つひとつを思い出してください。 

38 私は、あなたの子孫である、まだ来ていない世代のために、あなたに責任を負わせます。この時代のわが言葉は、
数世代のためだけでなく、あなた方に続くすべての人々 のために与えられたものであり、私が人間のゴールとして定めた頂
上に到達するためには、より高い霊性を備えなければならないことを忘れてはならない。 

39 私は、上向きの道をたどり、やがて私の仕事の研究においてより大きな高みに到達する者、そして、人間の理解器
官を通して私の宣言を伝えるこの時期が終わるとすぐに、彼らの霊において私の声を聞く準備をする者を祝福する。わが業
を信じ、霊化によってそれを尊ぶ術を知る者は幸いである。 

40 あなたの祈りによって、何人の仲間を救うことができるでしょうか。この世界は崖っぷちに立たされている。その
落下を防ぐために、私は君たちを送り込んだのだ。青少年のモラルの破壊につながる急速な進路を阻止し、彼らの魂を浄化
し、正しい徳のある人生の基礎を形成することができます。 

41 この世の道を歩き、あなた方の人生の基準として、わが教えの真理を携えてください。しかし、あなたがたが入る
土地を尊重し、次に、あなたがたの行く道を整え、国々 の間に契約を結び、この地上を、あなたがた全員が天の父の温もり
を感じ、互いを兄弟姉妹として認める家とするのだ。 

42 私は被造物の恩知らずを見て苦しんだが、彼らが私を父として否定したとしても、あなた方が私の子供であること
を否定したことはない、たとえ汚れた者がいたとしても、だ。私は、大国が私に背を向け、私から何も期待することなく、
自分たちの物質的な生活や問題にのみ自らを捧げているのを見たことがあります。しかし、やがて覚醒の時が訪れ、子供か
ら老人まで、わが教えの研究と実践に人生を捧げるようになるのです。高齢者は優しさに満ちた言葉を発し、経験の光で道
を示してくれるでしょう。子供たちは、その霊的な才能を開花させ、わが仕事への献身によって、世界を驚かせるでしょう
。 

43 愛する人々 よ、今日の私の教えから、あなた方の人生にとって最高の道徳を導き出しなさい。この啓示を世に信じ
させたいのであれば、あなた方の生活を通して、わが真理を最もよく証ししなさい。私はあなた方に、信仰と従順と純潔の
模範を示す方法を知っている、純粋な鏡となるようにと言ったのです。 

44 純潔と善良があなた方の間で力を持つようにしなさい。そうすれば、誠意なくあなた方の仲間に入った者を正すこ
とができます。 

45 わが教えの真理と完全性を把握したあなた方は、その究極の目的を把握していない者たちがこの作品に行ったすべ
ての悪事を、あなた方の善行で打ち消す義務がある。 

46 悪の種があなた方の間で増殖し、真の種をほとんど覆い尽くしてしまったことを認識しなさい。偽り、迷信、偽善
、利益欲、悪い影響、狂信、その他すべての不純物は、私があらゆる汚点から解放され、他の民族や国家に私からの使者と
して送ることを望むこの人々 の間に広がっている雑草であった。 

47 私は、この浄化の仕事を、真実と純粋を愛する者たちに託します。大変な根気のいる仕事です。しかし、その時、
自分たちの光がついに闇を溶かしたことを体験するとき、この人々 の幸福はいかばかりであろうか。そうしてこそ、私はあ
なた方をこの吉報の使者と見なし、あなた方を世に送り出し、仲間の再生を通してその力を打ち消し、悪の王国と戦うこと
ができるのです。. 

48 私がどれほど愛と神の忍耐をもってあなたがたを教え、訂正し、あなたがたの誤りや間違いを私に指摘させ、あな
たがたを完全なものへと導いてきたかを考えてみなさい。しかし、この言葉に耳を貸さず、怠惰のうちに、心の硬直のうち
に、待ち受けている試練を信じようとせず、貴重な準備の時を過ごしてしまう人が、なんと多いことでしょう。 

49 ある日、世界はこの人々 を裁き、問うことになる。しかし、私の仕事を利己的で有害な目的のために利用した者は
、地球の正義が自分に降りかかるのを見るでしょう。そして、愛と謙遜と放棄の仕事である私自身の霊的仕事の中に自分の
王国、お世辞と慰めの王座を作ろうとしたことを遅すぎるほど嘆くことになるでしょう。 
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50 あなた方にもう一度言います。「見よ、そして祈れ」そして、もしあなたが本当にわが言葉を信じるなら、それに
従うことを明日まで先延ばしにしてはならない、明日では遅すぎるかもしれないからです。 

51 見よ、人々 よ、地球はすでに、これほど多くの人間の苦しみを受け入れるには、あまりにも小さくなってしまった
のだ。かつて、この星は人間にとって果てしない "谷 "に見えたが、今は征服し、住処にしている。 

52 私は人間にこの世界を与え、「成長し、増殖し、大地に満たしなさい」と言いました。 

53 この世界は、全人類を包含する一つの家族の家であるべきなのに、不和のリンゴであり、無意味な権力争い、裏切
り、戦争の場である。この人生は、本来、学問のため、霊的な思索のため、そして、試練と教訓を精神のために生かして永
遠の生命を獲得しようとするために使われるべきものですが、人間はその認識を誤って、恨み、苦味、物質主義、不満に心
を染めてしまっているようなものなのです。 

54 人々 は良心が語りかける言葉を忘れ、信仰を失い、精神の賜物が失われ、ある者は物質主義に身を任せ、ある者は
この世の存在に不満を抱き、果てしない欲求を口実にこの世を逃れ、他の国へ行く。 

55 より良い世界に住むために必要な精神性を、あなたはすでに持っているのでしょうか？もしあなたが成熟していな
ければ、たとえ最高の精神的な家に入ることができたとしても、その生活の価値を理解することはできないし、その平和を
十分に楽しむこともできないと考えたことはないのですか。 

56 本当にあなたがたに言います。今日のこの人生の長所は、精神が人生のあらゆる波乱と既存の苦難を克服する方法
を知っていることであり、これだけでなく、さらに、あなたがそれに同意することで、あなたは、そのような大きな必要性
が支配する世界において、あなたの仲間のために役立つことから来る幸福を精神において経験することになるでしょう。 

57 魂がわが天国を感じるために必要な完成度に達した日には、その魂が住む場所や世界、あるいは受肉しているかど
うかは、その魂にとって何の意味も持たなくなるのです。天の王国をその身に宿し、父が送り出すすべての、そしてそれぞ
れの使命において、その恵みを享受するのです。 

58 このことをよく考えてみてください。そして、この大地の谷間は、あなたの精神が切望する家を征服するために必
要な功徳を積むための好機を提供する広大な土地であることを自覚してください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 117 
1 人びとよ、堅い土地で休み、このヤシの木の陰に住み、わが声を聞け。そうすれば、すべての病気が癒され、力を

取り戻し、旅を続けることができるだろう。あなたの心の悲しみも、どこから来たかも、わたしはすべて知っているから、
わたしに言う必要はないでしょう。あなたの魂は、曲がった道から離れようと、苦しい闘いを続けてきたのでしょう。あな
たは絶望しないように、私に支えと力を求めに来たのです。あなたが弱りかけたとき、力が尽きかけたとき、私に目を上げ
て助けを求めたので、私はすぐにそれに応え、この安らぎのオアシスにあなたを呼び寄せ、あなたの苦しみを癒すことがで
きたのです。 

2 初めてみことばを聞いたときから、あなたはいくつの私の教えを理解し、理解し尽くしたことでしょう。魂は一日
にして成らず、一年にして成らず、一生にして成らず、魂は永遠のものであるから、その完成に至るには発展の道は長くな
ければならないことを、あなたはこの本を通じて理解したであろう。あなたはまた、常に律法、愛、善、正義、純潔を語り
かける良心の声に耳を傾けることを学び、肉の感覚や心の情熱から来る、必ずしも良い道に導くとは限らない他の声と区別
することに成功したのである。 

3 あなた方はすでに、自分たちを守る武器があることを知っています。また、自分たちを守る盾がどれであるかも知
っています。だからこそ、祈りや善意、意志の力、信仰を活用するようになったのでしょう。 

4 あなたは、自分の存在を構成する要素に、人生の中で適切な場所を与えることを学びました。なぜなら、本質的な
ものは自分の精神であり、その後に、価値ある場所を占める感情や精神が来ることを理解したからです。 

5 人間における真の精神性とは、物質的な生活に属するものから離れることではなく、創造物全体と調和することで
あり、この調和を達成するためには、精神が先行し、人間の上にいなければならない、つまり指導者でなければならないこ
とがおわかりいただけたと思います。そうでなければ、精神は肉の奴隷になってしまいます。 

6 私のやり方では、愛も誠意も知識も偽ることができないことを、あなたは知っています。自分の徳や働きが真実で
なければ、自分の功徳は本物でないとわかっているはずだ。 

7 私がこのように話すのは、あなたに最高の完成度を求めるためではなく、それを達成するための努力を求めるため
です。 

8 もしあなたが今日苦しんでいるなら、困難な試練を乗り越えているなら、あるいは痛みの床にいるのなら、その杯
があなたを清め新しくしてくれること、その危機があなたに罪を償わせること、あるいはそれが精神に対する賢明な教訓で
あることを知って、忍耐と降伏をもって杯を空にするのである。 

9 あなた方は、私があなた方ひとりひとりの中に神殿を建てたことを理解するようになり、もはや建てられたものを
あえて壊そうとせず、この仕事で私に協力しようとするのです。 

10 あなたは、人の目の前で功績をあげて人から賞賛や報酬を受けるのではなく、あなたの業を評価できる唯一のお方
である父の前で功績をあげるのだということを、よく理解しましたね。 

11 私が与えるこれらの愛の教えをすべて理解すれば、あなたの物質的性質がいかに手に負えないものであっても、あ
なたの情熱がいかに激しいものであっても、霊の前に肉を服従させることが生じ、それが、自分を「わが子」と正しく呼ぶ
ために、人間の中に存在すべき調和と秩序を獲得する出発点となるに違いありません。 

12 多くの人々 の未来は、現在のあなたの行動にかかっている、愛する人々 よ、それを疑ってはならない。ですから、
よく考えて、あなた方の中に残っているエゴイズムの最後の残骸から自らを解放し、新しい世代が道を切り開くために不可
欠な、平和、統一、道徳、精神性を未来のためにもたらすのです。 

13 この世でこの仕事をすることを疑ってはいけない。私があなた方に私の種を託したのは、これが初めてではないの
だから。その証拠に、私はこの姿であなたに語りかけ、あなたは私を理解します。 

14 これは私の教えの続きであり、人間が解釈するような時代の終わりではありません。世界は世界宇宙を回り続け、
魂は地球にやってきて、運命を全うするために転生し続けるのです。この地球には今後も人間が住み続け、人間の生き方だ
けが変わっていく。人間の生活が受ける変化は大きく、ある世界が終わり、別の世界が新たに始まるかのように思えるほど
です。 

15 ちょうど、いつの時代にも、人類の生活は、時代やエポックに分けられ、それぞれの時代は、発見によって、人が
そこで受けた神の啓示によって、美意識の発展によって、自らを際立たせてきたように。この時代は、あなた方が芸術と呼
ぶもの、あるいは科学と呼ぶものが、精神の賜物、すなわち、あなた方が大きな悪と誤りを免れるために、自分自身の中で
それを発展させ始めるべき部分の発展によって区別されると、私は言います。 

16 あなたは、自分の霊的な性質を解き放ち、霊的な賜物を発展させ、良心の法則を地上に制定することによって、人
間の生活が完全に変容すると信じていないのですか。 

17 ああ、もしあなたが自分の精神が持っているものすべてに気づくことができたなら！」。しかし、あなた方はそれ
を知らない。何千年も世界と霊空間に住んでいるにもかかわらず、あなた方のエゴイズム-それは自分自身への愛-

では、物質的存在に奉仕する科学だけが重要であったからだ。 
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18 あなたの霊に秘められている美点、能力、美点、力、不思議を、私があなたの前に明らかにするのです。 

19 やがてすべての民族は、人類が通過してきたすべての時代において、彼らの主である私が彼らに語りかけ、私の啓
示の一つひとつが、あなた方が私のもとに昇っていけるようにと、私が引き上げた精神の梯子の一段のようなものだったこ
とを理解するようになります。 

20 この時代は光の時代、霊の時代、真実の時代と呼ばれるでしょうが、霊の上昇とその回復の時代であることを私は
告げます。 

21 魂は私によって建てられた神殿であり、人間によって絶えず冒涜される聖域である。しかし、今、しばしば予言さ
れてきた光の時代が到来し、その明るい輝きはすべての人に見られ、その暖かさの下にすべての主の子らが集うのである。
私は、ある人を歓迎し、ある人を拒絶する宗教団体、自分の真理を宣言し、他の人の真理を否定する宗教団体、あるいは、
ふさわしくない武器を使い、暴力や脅迫によって自分を押し付ける宗教団体について話しているのではありません。いや、
私が語るのは、教義を通じて説明される律法のみであり、それは、私がこの時代、この御言葉を通じてあなた方に啓示した
メッセージそのものなのだ。ですから、あなたが出て行ってこの良い知らせを伝えるべき時が来たら、あなたの行為によっ
て平和、愛、慈悲、団結、兄弟愛を説いてください。しかし、もし途中で、あなたと同じことを偽善的に説きながら、真理
をゆがめている人に出会ったら、あなたの働きによって、その偽りを暴かなければならないのです。一方、真理と愛と慈悲
を模範として説く兄弟姉妹に出会ったならば、彼らと団結すべきである、彼らの闘いとあなたの闘いは同じであろうから。 

22 万が一、不貞腐れたり、装備が整わなかったりしたら、この仕事を成し遂げる価値を感じられなくなると言わざる
を得ません。もし、他の人々 が本当の信仰と誠意を持って闘い始めるのを見たら、その邪魔をしてはいけません。そうすれ
ば、私の正義に対するあなたの責任は2倍重くなるからです。 

23 私はあなた方の注意をあらかじめ喚起し、何一つ驚かせないようにします。したがって、あなた方が戦いに立ち上
がるとき、精神的高揚の理想をどのように目覚めさせるかを知ることができます。 

24 この地上は、いつも病んだ魂、疲れた魂、乱れた魂、混乱した魂、あるいは成熟度の低い魂の収穫物をあの世に送
ってきたが、やがて私の愛にふさわしい実りを私に提供するようになるだろう。 

25 あなたが健康で霊的に成熟した存在として生きていれば、病気や痛みは次第にあなたの人生から消えていき、死が
訪れたとき、あなたは霊的な家への旅の準備をしていることに気づくでしょう。 

26 もし、この世で、祈り、瞑想し、夢を見、わが掟に深入りする瞬間に、すでにそれを感じ取っていたなら、霊の家
に入るときに、誰がまだ迷ったり混乱したりすることができましょう。 

27 今日、多くの平和と多くの善は、あなたにとって達成できないように見えます。それは、あなたの周りに存在する
すべての混乱を見ているからです。ご存知のように、この混乱は、人間の生活のすべての領域で増加します。しかし、あな
たがたに言おう、私を信じ、見守り、祈り、たゆまぬ種まき人となれ、そうすれば、この嵐の夜が新しい光となるように。 

夜明けが来て、地球は新しい住人が高貴な仕事を与え、愚かで俗悪な者が破壊し冒涜したものをすべて回復し再建するのを
感じるだろう。 

28 人々 よ、この日、わたしはあなたがたのために、わたしの神の計画の一部を明らかにした。私は、あなた方に未来
に起こることを前もって知らせ、全人類に降りかかる闘争に備えさせました。 

29 この本を読む人は幸いである。その中には、あなたの知らない教えがたくさんありました。 

30 この世に自分のものなどないと言っている人たちから、その後に私に仕えるために話を聞きたかったのです。わた
しは、へりくだった者の中からあなたがたを選んだ。世の中の富の持ち主は、いつもそればかりに気をとられて、わたしの
ことを思い出さないことを、あなたは知っていますね。私は、彼らが大好きなものを愛でるために、一定の時間を与えてい
ます。しかし、いつでも私の声を聞き、自分の十字架を背負って私に従う時が来る。その前に、彼らは苦しみの坩堝の中で
自分を清める。 

31 愛する弟子たちよ、あと7年しかないが、それは7つの夜明けのようなもので、その中であなたたちは私の声を聞
くことができるのだ。この時期に不安定さを捨て、歩みを確かなものにして、1950年が来たときに、私に言ってほしいの
です。「主よ、私たちの統一は現実のものとなりました。私たちの精神化と兄弟愛を証明するものです。 

32 この民は、私が彼らに言うとき、彼らの良心に私の声を聞かせるために、彼らの精神化を待つだけであることを知
っている。「人々 よ、地の塵のように立ち上がり、増殖せよ。谷を越え、街を越え、砂漠を越え、海を越え、愛と謙虚さを
もってこの教えを広めてください。私の全能の配慮は、道を開き、境界を無効にする。私の愛は、どんな迫害や待ち伏せの
悪事からもあなたを守り、いざというときには、私の言葉をあなたの唇に伝えるだろう。 

33 私があなたに託すこの仕事は、偉大な、非常に偉大なものだ。私は、あなたの精神が強く、偉大であることを望む
。あなたがたの父の心には、利己主義が存在しないことを、私は真実に告げます。 

34 これらの祝福された畑を受け取った人々 が、そこから私の神性にふさわしい実りを刈り取ることができるように、
私は7年間を彼らに託す。 
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35 人々 よ、最初の一歩を踏み出す人々 に慈悲と忍耐を持ってください。私があなたを矯正したような善意で、彼らに
助言しなさい。私があなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい。そうすれば、あなたがたの間に調和が生まれます
。 

36 近くへ来なさい、わが現存は木陰のようであり、わが言葉は鳥の歌のようである。義に飢え渇く者、病める者、貧
しき者、無知なる者、我に近づけ。 

37 貧しさのために拒絶するのでもなく、身分のために蔑視するのでもない。あなた方ひとりひとりの中に、私の光を
必要としている魂がいることを私は知っています。 

38 私は病める者に健康を、悩める者に希望をもたらす。誰も自分の苦しみを慰めずに去っていくことはないのです。
しかし、あなたが平穏を得たとき、私があなたに与えるその威厳を身にまとうことを感じるでしょう。世の中の運勢や苦し
みの変化に対して不平不満を抱いてはならない。あなたを私のもとに導いたのは彼らであることを忘れないでください。そ
れどころか、私がどのようにあなたを受け入れ、どのようにあなたに贈り物をするかを経験した今、あなたはさらに彼らに
手を差し伸べ、私があなたにしたことを見たように、困っている人にやってあげなさい。 

39 私の教えを真に実践する者が一人でもいれば、多くの者が私の恩寵を得ることができるのです。 

40 祈りと慈愛と善意があれば、わが教えの知識は暗闇の中で輝く光のように輝くことでしょう。訪問の時が来るので
、私の弟子たちは皆、準備しておくように。 

41 人々 は平和や世俗的な楽しみを享受している限り、あなたを呼ぶことはありませんが、苦痛に駆られてあなたを求
めるのです。覚悟しなさい、もうすぐ世界に悲しみが注がれるのだから。そして、あなたは病人に呼ばれ、私のバームをも
たらすでしょう。あなたの仲間の多くは、あなたの祈りを求め、またあなたの指導を求めて、自分を霊的な上昇へと導く道
を探そうとします。 

42 あなたを待っている仕事が、いかに繊細で大きなものか、おわかりになりますか？ 

43 あなた方は沈黙の中で、私がこの時代に与えた啓示は偉大であると告白しているのです。もし、あなた方が私の弟
子のように行動する方法を知っているならば、私の仕事の中でさらに大きな光を見ることができるでしょう。 

44 平和と精神化の人々 を形成し、あなた方の中にまだ残っている狂信の最後の残骸を心から取り除いてください。そ
のとき、わたしは天空に、世界に見えるしるしを与え、「主の日」が来たことを知らせる。このサインは、「盲人」にも見
え、無学な心にも理解できるだろう。 

45 私があなた方に託した最強の武器、すなわち祈りを生かし、あなた方の信仰の炎を消そうとする者に耳を貸さない
ように祈りなさい。皆さん、用心してください。あなたの心を暗くして、道を踏み外させようとする人がいないように。あ
なたはすでにわが掟を知っている、これが道だ、決してそこから外れてはならない、そうすれば何も恐れることはないのだ
。 

46 地上ではあなたを滅ぼそうとする者がいても、あなたが迷っていると考えて祈る者がいても、霊的な世界ではあな
たの一挙手一投足を見守る者がいることを忘れないでください。天の母はそのマントの下であなたを守り、エリヤは霊的な
羊飼いの愛であなたを守り、あの世に住んで善に献身している兄弟姉妹はあなたを守り、助言してくれるのです。こうして
私は、優柔不断と疑いの中で最初の一歩を踏み出し、それでもしばしばつまずき、転んでしまう人たちに語りかける。 

47 やがて彼らの心に信仰が芽生え、そうなれば、誰も、何者も、それを消すことはできない。しかし、その前に、あ
なたがたの精神が益々 無用なものから遠ざかると同時に、あなたがたの心が強められるように、私の教えを伝えなければな
らない。そうすることで、徐々 に上へ上へと発展していくのです。そうすれば、あなたが私に認識させる真理と愛への渇き
がどれほど癒されたかを感じ、力と勇気に満ちて自分の任務を遂行することができるようになるでしょう。 

48 私は無限の愛であなた方を準備する。これらの声の主を通しての私の指示は永遠には続かないからである。やがて
この御言葉を聞くことはなくなるが、この形で私の御言葉が伝わらなくなった時に来る戦いに、強くならなければならない
のだ。 

49 師匠の教えを理解できなかったら、どうするのですか？もし、あなた方が自分の身を守るための武器を学んでいな
かったら、どうやって信仰を守ることができるでしょうか。この言葉をよく考えてみてください。多くの人が、私の教えの
使い方を知らなかったために、再び偶像の前にひざまずくことになるでしょう。 

50 人々 よ、私の声に耳を傾けず、私の仕事を誤解してはならない。私は、あなたに託した誠意を持って、それを知ら
せるようにと言いました。わが声を聞け。そうすれば、敵の声を聞いたとき、その罠から自由になることができるだろう。 

51 今までのあなたは、人生や人を表面的にしか見ていませんでした。しかし、今、私は、あなたが誰であるかを完全
に知ることができるように、そして、キリストがその十字架を受け入れたように、あなたが自分の運命を受け入れ、創造主
において隣人を愛することができるように、私が三回であなたに明らかにしたすべての教えの意味と本質を示しています。
これらはすべて、あなたがたにわが教義を明らかにし、示しているのです。今、あなたがたに言っておくが、私に印を押さ
れた者は、印を押されていない者より優越感に浸ってはならない。彼らの多くは、霊化の証拠を示し、あなたがたに劣らぬ
霊的賜物を有していると言ってくれるだろう。 
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52 この時、天の鐘が無限の中で鳴り響き、人を集会に呼び、思索と祈りに誘うのである。その響きは、すべての心の
底に絶え間なく響いている。それは、エリヤが世界の端から端まで、わが使者として、魂を審判の場に呼び出す第三の時だ
からである。あなたたちは、その時、人の手で造られた彫刻や像によってではなく、霊によって私を求める者たちの仲間で
ある。そうすれば、あなたたちはわが律法を守り抜いた者たちであると言えるであろう。 

53 それ以来、私があなた方を霊的崇拝に召したのであれば、一時的に完全な再生と霊化に到達する希望を失っている
人々 よ、今あなた方が私にそれを捧げることは正しく、適切なことである。私がいかにあなた方の存在を延ばし、いかにあ
なた方に修復と進化の道を歩ませてきたかを認識し、あなた方の歩みと絶え間ない迷いの中で、あらゆる不完全なもの、あ
らゆる汚れたものをあなた方の背後に残すことができるようにしてください。泥で濁った水が、速い流れの中で、やがて再
び澄んでくるのを、あなたはもう見たのではないでしょうか？あなたがたに言うが、あなたがたの魂にも同じことが起こる
。 

54 私は生命と被造物の主である。それゆえ、私はあなたがたに、すべての生き物の神秘と永遠と運命を知っている唯
一の者であることを告げます。 

55 もし人類がこれほど頑なに無知に固執しなければ、地球上での存在意義は違っていただろう。しかし、人々 はわが
戒めに反対し、その運命を呪い、わが業に協力するのではなく、わが法を回避して自らの意志を押し通す道を模索する。ま
た、もし人が彼らの一挙手一投足を注意深く観察するならば、彼らがことごとく私に反抗していることに気づくだろう、と
私は言う。 

56 私が人々 に私の喜びを浴びせると、人々 は利己的になり、快楽を楽しませると堕落し、魂を鍛えるために力を試す
と反乱し、浄化するために苦汁の杯を唇に含ませると、人生を呪い、信仰を失うと感じるのである。私が彼らの肩に大家族
の重荷を負わせると、彼らは絶望し、私が彼らの親族の一人を地上から連れ去ると、彼らは私が不当であると非難するので
ある。 

57 あなた方が同意することはなく、あなた方が試練の中でわが名を祝福するのを聞くこともなく、あなた方がわが創
造の業に協力しようとするのを経験することもない。 

58 イエスがその命を御父の栄光のために奉献したとき、私があげた例を覚えていないのでしょうか。 

59 イエスはこの世に何も持っていなかったのに、その貧しさについて決して不平を言わなかった。彼は母親と家を離
れなければならず、自分を送った人への愛のためにすべてを放棄した。その仕事は非常に困難であり、その道は最後まで悲
しむべきものでしたが、彼は決してそれに反抗することはありませんでした。迫害され、嘲笑され、非難され、最後には殺
されましたが 

彼の心、彼の唇、そして彼の目からは、彼を愛する者たち、そして彼を傷つける者たちへの祝福と許しと慰めだけが伝わっ
てきました。 

60 しかし、模範となるのは私だけではありません。主が息子の命を要求されたときのアブラハムの従順さ、訪問のた
びに私を祝福したヨブの忍耐、これらの例のように、歴史の年代記を通してあなたに伝わってきた他の多くの例を覚えてい
ます。 

61 病人が辛抱強く十字架を背負い、盲人や半身不随の人がわが御心を祝福しているのを見ると、あなたは時々 驚嘆す
るのです。また、愛する息子を失ったばかりの父親の献身を理解することはできません。真理から遠く離れたこの時代の物
質化された人々 には、その献身、忍耐、神の意思に対する敬愛が理解できないのです。私があなた方の前に、謙遜、わが意
志への従順、霊的成熟の美しい模範を示したのは、あなた方が試練の中で模範とすることができるようにするためである。 

62 もし、この人類がすべてにおいてわが意志を実行するならば、わが平和がその精神に宿るので、この地上ではもう
痛みを知ることはないだろう、と私は言う。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 118 
1 "幼い子供たちを私のもとに来させなさい 

"と、私はあらためて言うのです。あなたの目には小さいから、彼らは私を受けられないと思わないでください。 

2 魂がどんなに罪や汚れを背負っていても、子供時代に生きている限り、肉体の殻の純粋さと無垢さを共有すること
ができるのです。このときこそ、魂は正しい道から外れないよう、あらゆる助けを必要としているのです。 

3 輪廻転生とは、神がその愛すべき正義のもとに、魂が純粋さを取り戻し、正しい道に戻る機会を与えてくださるこ
とです。これは、巡礼で得た経験を生かすためである。 

4 子供たちを見るときは、敬意をもって見てください。しかし、確かなことは、この小さな存在の一つひとつに、長
い歴史、大きな発展の人生を表す過去があるということです。 

5 魂が身の丈の幼年期を経験する限り、肉体がまだ弱くて支えられないので、年長者の助けが必要なのです。心が硬
くならないように優しさが必要であり、同様に、自らを明らかにする時が来るまで、教育し励ますための模範となる教えが
必要なのです。 

6 すべての魂は自分のメッセージをこの世に送り出し、それを表現するためには、それを取り巻くすべての環境がそ
の魂にとって好ましいものであることが必要である。魂が完成に至るまで葛藤と試練に満ちた長い発展の道を経て、ついに
汚れ、苦難、無知がなくなり、光だけがあるのを見たとき、それはますます子供の純粋さに似てくるのです。 

7 子どもは自分のことは自分でできないことを直感的に知っているので、親に全幅の信頼を寄せているのです。側に
いる限り、何も恐れない。良いものだけを期待し、何も欲しがらないことを知っているのです。その後、彼らの中に知識、
優しさ、生命の源があることを知り、彼らと一緒にいることが至福の時であることを知るのである。 

8 この感覚を、人はいつ持つのだろう。彼らはいつ、わたしと一緒になるのでしょうか。いつになったら、人間の魂
は、子供が無垢のうちに持っているような信仰、純粋さ、信頼に到達するのだろうか。 

9 そのとき、あなたがたは再び、わが愛のことばを聞くことになるであろう。 

10 父と母を敬え。父と母を敬うには、正しく、徳の高い生活をすることが一番だ」と、昔、言われました。 

11 今、地球上でのあなたの任務を思い出すことが必要でしょうか？あなたの心は私に言う：いいえ、主よ、今、霊的
生活から私たちに話してください。しかし、私は、人が両親を敬うことを定めなかったと見ています。そして、もし彼らが
最初の戒めを果たしていないなら、どうして私の新しい教義を果たすことができるだろうか。 

12 律法の基礎の上に、第二の時代にあなた方に教えたわが教義の光で、私は聖域の壁を築いている。そして今、わが
新しい言葉で、霊の神殿の建設を完成させようとしているのだ。 

13 汝らの基礎は未だ弱く、それは汝らが第一時代の法則と調和した生活を送っていないからである。真の道徳と清ら
かな徳の上にのみ、汝らの内なる神殿を建てることができるのだ。 

14 私が質問したいのは、これです。まず地上の両親を敬うことなしに、どうして天の父を敬うことができようか。両
親、兄弟姉妹、夫や妻、子供たちからなる自分の家族をまず愛さないで、どうして人類を兄弟姉妹と考えようとすることが
できるでしょうか。 

15 だから私は、第一時代の法則と、私がイエスを通してあなた方に与えた教えと、この時代の啓示とを結びつけ、あ
なた方が永遠の光に至る霊の道を歩むためのすべての知識と道具を手に入れるよう、遺言したのである。 

16 もし、あなたが生活の中で徳を積んでいないのに、律法の遵守を誇らしげに指摘するならば、あなたは無分別に行
動し、真実を歪めているのだと言います。 

17 私の弟子が精神的に純粋であるためには、地上において純粋な心を持たなければならない。 

18 そして、明日、あなたの子供たちはあなたを尊敬するでしょう。霊的な働きだけで私を讃えるのではなく、人間的
な働きも私の霊を讃えるのだ。 

19 多くの人が、人類に集まっている大訪問を体験したとき、"それは神の手が人類に苦痛を与えているのだ 

"と叫ぶ時代である。しかし、これはわが正義に対する誤った考え方であると、私はあなたに告げます。 

20 痛みは自分の罪の結果としてのみ存在し、自分を責め、罰するのは人間自身であることを、いつになったら理解す
るのだろうか。 

21 私があなた方の心を痛めるのは、あなた方が光を見て、御霊の平安を享受できるように、罪が最大の障害であるこ
とを明確に証明するためであることを理解する必要があります。 

22 多くの人は、自分が私を愛し、私に仕えていると信じていますが、苦しみに襲われると、狼狽して自問します。"

どうして、私は父を愛しているのに、父はこの苦しみの杯を私に飲ませるのだろう？"と。- 

彼らは私を愛していないだけでなく、私に捧げるべき礼拝を意識することなく、自分の情熱や地上のものを追い求めること
を自分にとってのカルトとし、それを優先させていることに気づいていないのです。 
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23 もし、人が真理、愛、正義、善--これらはわが精神の属性である--

に敬意を払うとしたら、苦痛、戦争、飢餓、混乱、死がまだこの世に存在しうると思いますか？その代わりに、平和、魂と
身体の健康、生きる勇気、幸福があるのです。 

24 律法の中で、"あなたは私のほかに神々 を持ってはならない 

"と言われたことを思い出してください。しかし、人間の野心が生み出した多くの神々 は、崇拝し、敬意を払い、命を犠牲
にすることさえあるのです。 

25 わが律法は決して古びることなく、あなた方が意識することなく、良心を通して絶え間なく語りかけていることを
理解しなさい、それでも人は異教徒であり偶像崇拝者であり続けるのだ。彼らは自分の肉体を愛し、虚栄をはかり、弱さに
甘んじ、地上の宝を愛し、そのために自分の平和と精神的未来を犠牲にしている。彼らは肉体に敬意を払い、時には堕落に
至り、快楽への欲求の中で死を見出すことさえある。 

26 あなたがたは、父よりも世の中のものを愛してきたのだと、自分自身を納得させなさい。あなたがたは、いつ、わ
たしのために自分を犠牲にして、隣人のわたしを愛し、わたしに仕えたことがあるか。同胞を苦しめる苦しみを助け、和ら
げるために、いつ自分の睡眠を犠牲にし、健康を危険にさらすのか。そして、わが教えが鼓舞する高邁な理想のために、い
つ死地に赴いたのか？物質的な命で行う礼拝が、あなたにとって霊的な命の礼拝より先にあることを見てください。だから
、あなたがたには、まことの神よりも崇め仕える他の神々 があると言ったのだ。 

27 正義を含む人生を地上で知ることができ、わが平和の神聖なマントを魂に感じることができるようになるには、ど
うすればよいのでしょう。もし、あなたが遠い昔から現在に至るまで、あなたが創造し、愛してきた偽りの神々 が提供でき
るものが、これだけだとしたら、あなたはもう痛みを感じないために何ができるのでしょう。 

28 なぜなら、もしあなたが私を愛するなら、あなたはすべての存在に正しい、真の居場所を与える方法を知ることに
なるからです。 

29 この時、世界に支配する混乱は非常に大きい。しかし、人類の精神は準備されており、わが呼びかけは、彼らにわ
が律法に再び目を向けさせるに十分である。 

30 わが霊の光が心に届き、今まで理解できなかったことを感じさせ、理解させる時が近づいているのです。 

31 愛する弟子たちよ、あなたがたは真理を渇望する精神を私に示している。だから、この泉に来て、渇きを癒すまで
飲むようにと、私はあなたがたを誘うのである。私の言葉の核心に入り込みなさい。私はある限度までしか実体化しないこ
とを覚えなさい。そして、あなたが聞いたことすべてを徹底的に検証して正しい結論を導き出すのは、あなた次第である。
祈りの中で私に問いかけなさい。そうすれば、あなたは、どのように私の光の輝きを、すべての顕現とともに受け取るかを
経験するでしょう。一瞬で真実のすべてを受け取れるとは思わないでください。長い間、真実を探し求め、あらゆる秘密を
研究し、突き止めようとしながらも、未だに目的のゴールにたどり着けない魂がいることを意識してください。 

32 キリストは、"互いに愛し合いなさい 

"と言って、その道を教えられました。しかし、今日まで、この崇高な戒律の範囲を意識することはなかった。というのも
、愛だけが、神の秘密の計画を明らかにすることができるからです。熱意をもって真理を求め、人生の意味を求め、愛し、
善に強くなれば、間違っていたこと、不公平だったこと、不完全だったことが、少しずつ自分の存在から消えていくことを
体験できるはずです。そうすれば、あなたが知りたいこと、あなたの霊が最高の真理に到達するために必要なことをすべて
、あなたの主に尋ねることができるようになるでしょう。 

33 地上でより献身的に働き、職務に忠実に打ち込んでください。物質的な生活が不毛にならないように、常に魂の向
上に努めてください。 

34 純粋な心から出る素朴な祈りで祈り、良心の助けを借りて自分の働きを吟味する。そうすれば、あなたは私の存在
を楽しむことができます。 

35 このスピリットのつながりの中で、あなたは人生をよりよく理解するための光の流れを受け取ることになるでしょ
う。より良いものへと導くインスピレーションを欠かすことはないでしょう。その時、聖霊の力と賜物が目覚め、その時、
あなた方は私が託した様々 な使命を遂行することができるようになるのです。 

36 霊的なビジョン、予感、予言である直感は、無限から受け取るメッセージや声を前にして、心を澄ませ、心臓の鼓
動を速めるのです。 

37 ひとたび人々 がわが霊との交わりを学べば、もはや書物を参照したり質問したりする必要はない。今日でも、彼ら
は信じている人に詳しく尋ねたり、真理を見つけようと経典や書物を探したりしている。 

38 わが言葉を熱心に聞こうとし、わが教えを一つも聞き逃すまいとする者は幸いである。 

39 私の言葉は、情熱の嵐の海で恐れ、滅びる魂のための復活であり、命である。だから、それを心に受け、その真髄
を味わった者は永遠に生きるのである。そして、彼の最大の願いは、同じものを仲間に明らかにし、すべての人がそれを糧
にして永遠の命を得ることであろう。 

40 第三の時代にわが来臨を告げ、その務めを真に果たす者を祝福する。その種は短時間のうちに花開くであろう。し
かし、私の名や私の教えを悪用して、神の使者と名乗ったり、私の身代わりになって仕えることで、だまされやすい人々 を
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驚かせる者たちは、災いだ。彼らは途中で人々 が目覚めたことを発見し、自分たちの説いたことがすべて正当化されるよう
な証拠を彼らに要求するだろう。 

41 私は、あなたの精神に語りかける「言葉」です。私は、再び弟子たちに囲まれることになった師匠である。ある者
は祈り、功徳を積んで、清らかで私と一緒にいるにふさわしいと感じるが、他の者は私の教えを歪め、軽んじるのだ。私は
、彼ら一人一人が、私が彼らに与えた教えについて、私に対して責任を負うと告げます。現在の世代は、物質主義の結果、
この啓示の意味を把握することができません。私が霊から霊へと一体化するとき、この第三の時代に遺産としてあなた方に
残したこの知恵の書の内容を知るのは新しい世代でしょう。 

42 人々 は、私のメッセージのサインを待っているのです。この教えを翻訳して他の国に持って行き、周知させること
を許可します。現在、私が無数の教えを与え、口述しており、そこから私のメッセージが書かれた本が編纂されることを知
らずに、どれだけの人々 がそれを待ち望んでいることでしょう。 

43 わたしのことばは、清らかな水の流れのように、あなたがたに豊かに注がれ、すべてのものを清め、よみがえらせ
る。 

44 もし、あなたがたが自らを装備するならば、あなたがたは強くなり、かつての時代にわが選ばれた者たちが持って
いたような霊的な権威を持つようになるでしょう。あなたは、ある人には尊敬され、ある人には恐れられるでしょう。なぜ
なら、あなたは真理をその精神に宿しているので、偽り、嘘、偽善がどこにあろうと、それを暴くことができるからです。 

45 あなたが私の啓示を持っていることを知ると、多くの人が好奇心からあなたに会いに来るでしょうし、ある人はあ
なたを拒絶し、さらにある人はあなたを破壊しようとするでしょう。どんな場合でも、あなた方は自分の任務、つまり証人
になることだけに専念すべきです。そうすれば、あなたを馬鹿にしたり、殺そうとしたりした人たちが、あなたの言葉に感
動して、武器を遠くに投げ捨てて、あなたの道に加わることを経験するでしょう。 

46 大いなる争いが近づいている。混沌の後、この世界には平和が訪れる。人間は、平和と精神の美徳を理解し、努力
することを学ぶために、この杯を空にしなければならないのです。そして、自分の罪の重さに耐えられなくなったとき、長
い間自分の心から遠ざけていた平和が自分の魂に戻ることを切に願い、そのために完全な懺悔をするのであった。 

47 この平和は必ず訪れ、人の心の中に長く守られ、保存されると私は言っているのです。 

48 この地は、わが種が花開き、実を結ぶ肥沃な大地となる。すでに人の心は愛に飢え、真理に渇いており、虚しい言
葉や愛のない教えには飽き飽きしているからだ。そのため、人間はついに、自分に霊的生活を明らかにし、より高い存在へ
の準備をさせてくれる真のマスターから指導を受けなければならないと感じるようになったのである。人の生活の中に常に
存在するわが律は、人に忘れられ、それ故に人類は混沌へと向かう。それ故に、人の心は空虚であり、精神的に貧しい。 

49 ですから、皆さんには真の道に戻っていただくようお願いします。私の平和は、あなたがたのもとにやってくる準
備ができています。人は利己主義に生きてきた後、慈愛の心を取り戻し、助けを必要とする人を理解しようとし、長い間与
え方を知らなかった安らぎと慰めを与えるようになるのです。そうすれば、隣人を兄弟姉妹のように愛する者が感じる喜び
を、彼らは経験することになるでしょう。慈愛の種をまく人たちは、いつ現れるのでしょうか。一人の正しい人間のために
、この世界は救われるのだと、私は言ったのだ。 

50 考えてみてください。皆さんが正義と善に徹すれば、この涙の谷はすぐに高い精神性の世界へと変わるはずです。 

51 皆さん、疲れを知らずに働いてください。教え、変革を促す働きをし、新しい命によみがえったのだから、生きて
いると思っていても、信仰と希望が死んでしまった人々 のために祈りなさい。今、丈夫で健康なあなた方は、病気の人のた
めに祈りなさい。祈らない人のために祈り、大きな試練に遭っている人を励ましてください。弱者を支援し、戦争をしてい
る国に平和をもたらす。戦場に肉体を残してきたすべての魂が、自分の置かれている状態とその歩みを自覚して立ち上がり
、霊的生活に入ることができるように助けてください。すべての人のために祈ってください。あなたの使命は、あなたが愛
する人、あなたが知っている人だけのために行うことにとどまらず、この世界と他の世界に住むすべての人のために行うこ
となのです。弟子たちよ、これを実行せよ。あなた方の霊的使命は普遍的なものである。私はあなた方が互いに愛し合うこ
とに何の制限も設けず、常に "互いに愛せよ "と言ってきたのだから。 

52 この仕事を助けるために、わが霊の光が降りてきて、困窮者に、癒しと光と平和であるわが声を聞くことのできる
安らぎの場所を提供できるよう熱心に働いてきた、小さな者たちよ、あなたたちを愛撫している。 

53 貧しく、謙虚なのが集会の場であり、ここが神殿でないことを知ったからだ。その代わり、あなたは自分の魂に清
らかさを与えることに苦心しています。 

54 これらの出会いの場は、あなたの人生の広い道にある木のようなもので、砂漠にあるヤシの木のように、さまよう
人に休息と日陰を与える憩いの場なのです。 

55 ああ、すべての地方にこの木があれば、私の "ナイチンゲール 

"の音色を聞くことができるのに。しかし、あなたの歩みは遅く、仕事は微々 たるものでした。そのため、木のない地域が
多く、オアシスも木陰も避難所も鳥のさえずりも見つけられない放浪者がたくさんいるのです。 

56 このみことばによってわが現存の慰めがあるのだから、あなたの木が成長し、その陰が増えるように功徳を積め。
ここで魂の平和を見出した者たちの証言によって、さまよう者たちの数が大きく増えるだろう。 
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57 みんなで力を合わせて、私が託した仕事を遂行しなさい。しかし、誘惑*に陥らないように、見守り、祈りなさい
。そうすれば、あなた方自身が自分の仕事を壊してしまうからです。 

* 

誘惑に陥らないように見守り、祈りなさい。これはルター訳の修正で、マルコ14:38に「誘惑に陥らないように見張り、祈りなさい
」とある。神は私たちを誘惑しないのですから。(ヤコブ1:3）ですから、誘惑に陥らないようにとお願いする必要はなく、誘惑の
時に倒れないように守って導いてくださいとお願いするのです。(ヨハネの黙示録3:10) 

58 あなたがたは心の中で、陥りそうな誘惑は何かと私に問うが、私はその誘惑とは虚栄心、狂信、物質主義であると
答える。 

59 今、私がこのように話すと、あなたは驚いています。私の弟子にふさわしくない行為で落ちることはあり得ないと
思っているからです。 

60 柔和に満ちてここに来て、小さな罪を犯すたびに涙を流し、祈りのたびに私への愛を誓ったのに、その後、謙虚さ
を誇りに変え、積極的な隣人愛を利己主義に変えた者が、どれほどいるか、あなた方が知っていればいい。 

61 私は、あなた方が自分自身を知っている以上に、あなた方のことをよく知っているのです。 

62 私は、あなた方全員に、私の真の神殿となるべき霊的聖域、すなわち、人間の目には見えないが、真に存在する祭
壇の力を持つ祭壇を建設する任務を委ねます。その存在は、あなたが仲間に放つものによって感じられることでしょう。 

63 なぜなら、その懐に平和と生命と聖霊の光を見出すことができると知っているからである。 

64 もしあなたが真の兄弟愛で団結し、私の指示に従い、謙虚さと信仰と慈愛に忍び、停滞することなく、日々 より大
きな霊性を獲得するために努力するなら、あなたはすぐにあなたの使命の達成と仕事の完成を見ることを疑ってはいけませ
ん。 

65 あなたがたの中に芽生える不和の種、偽りの種、欺瞞の種、物質主義の種はすべて戦いなさい。 

66 あなたの仕事の結果が、バベルの塔を建てた人々 に起こったことと同じになるまで待ってはいけない。しかし、最
後の瞬間に混乱と苦痛が生じないように注意してください。 

67 自分の良心と平和であろうとする者は幸いである。 

68 自分の道に平和の種を蒔く者は幸いである。 

69 私の甘い言葉を聞きに来たあなた、大歓迎です。 

70 苦しみや信仰の欠如によって落ち込んだときは、いつでも私のもとに来なさい。私は、あなたに精神の平穏を回復
させてくれる光である。 

71 もし、これらの集会所から離れることがあれば、あなたの良心で私の声を聞くことができ、それがあなたの道を示
してくれるでしょう。 

72 人類が精神的な混乱の時期を経験するとき、わが言葉の明晰さが彼を啓発するようになり、彼はより高い生命を理
解できるようになるからです。 

73 皆さんは、今この瞬間、科学がその時間と知性をすべて使って、人間の多くの疑問に対する答えを自然の中に発見
している事実を目の当たりにしているのです。そして、自然は人間の呼びかけに応え、知恵と愛、そして正義の無尽蔵の源
である創造主の証人となるのです。しかし、人間は真理に目覚めることなく、まるで裁かれるかのように、物質主義の重荷
を背負い続けているのである。 

74 それは、先祖が残した伝統に慣れ親しんでいるために、人々 が進化に向けて一歩踏み出すことを恐れているのです
。 

75 人間は独自に考え、信じることを恐れ、他人の伝統に従うことを好み、その結果、私を知る自由を奪っている。そ
のため、彼は後ろ向きに生きてきた。  

76 しかし、今、人類に光の時代が訪れ、それによって人間は自己の意志を獲得する。 

77 人類が科学の発展を目の当たりにし、以前なら信じられなかったような発見をしたというのに、なぜ精神の発展を
信じることに抵抗があるのでしょうか。なぜ、彼女は自分を止め、不活性化させるようなものに凝り固まるのだろう。なぜ
、彼女は永遠の命に自らを開かなかったのだろうか。 

78 私の啓示があなたの物質的成長にどのように対応しているかを比較し、決して間違って非難することがないように
してください。 

79 人間は自分の物質的な仕事と科学について何も想像しないようにしましょう。私の啓示がなければ、また私の影響
や、あの世からあなたを鼓舞する霊的存在の助けがなければ、何も発見できなかったことを知らないのですから。 

80 さらに、人間にはより高い知性と自らの意志が与えられており、自らの努力によって、その存在の最高峰である精
神の発達と完成を成し遂げることができるのである。 

81 霊によって、人間は創造主を理解し、その恩恵を理解し、その知恵に感嘆することができるのです。 
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82 もし、あなたが地上の知識にうぬぼれるのではなく、私の仕事をすべて自分のものにするならば、あなたにとって
秘密は何もないでしょう。そうすれば、あなた方は自らを兄弟と認め、私がわが著作のそれぞれであなた方に指示するよう
に、互いに愛し合うだろう。善意、愛、慈悲、そして何よりも一致を手に入れることができるだろう。 

83 もしあなたが、自分は万能で偉いと思っていて、そのために、あなたの力とあなたの科学の上に、真にすべてを知
り、すべてのことをなし得る方がおられることを告白しようとしないなら、あなたはなんと小さいことでしょう。 

84 哀れな人間、もし彼が物質であり、物質だけであることに満足しているならば、だからこそ彼は、生まれ、成長し
、死ぬ、死すべきはかない存在を支配する自然法則にのみ従うことになるのだ！」。 

85 あなた方はいつになったら、自分たちが置かれている物質主義の状態から立ち上がるのでしょうか？自分が思い描
いた天国の向こう側、つまり自分のために運命づけられた永遠の場所を見る努力をしなければならないのです。 

86 私への道を始めるのに他人を待たず、来て、神秘を探求しなさい。そうすれば、主は何をすべきか、あなたが成し
遂げなければならない課題を教えてくれるでしょう。 

87 しかし、そのために、人間の生活の義務や健康的な楽しみを放棄する必要はないのです。 

88 弟子たちよ、あなた方は、すべての人間の生活が人間科学の支配下にある時代に地上に来た。偉大な唯物論にもか
かわらず、あなた方の内面を照らす光は、あなた方が何をしなければならないかを理解させるだろう。そうやって自分の才
能を開花させるのです。何事も躊躇してはいけませんし、すべてが調和して進歩しなければなりません。 

89 私の教えは、単にあなた方の情熱を抑えるための道徳的な手綱として与えたのではなく、むしろそれをもってあな
た方の精神的完成の高みに上ることができるのだ。 

90 情熱の手綱は、あなたの良心でなければなりません。 

91 私はあなた方の間に新しい宗教を創設するために来たのではありませんし、この教えは既存の宗教を否定するもの
でもありません。 

92 これは、すべての人への神聖な愛のメッセージであり、すべてのスピリットへの呼びかけです。 

93 神の意図を理解し、私の戒めを実行する者は誰でも、自分が進歩し、精神のより高い発展へと導かれていることを
感じることでしょう。 

94 世界がスピリチュアリズムの道に踏み出さない限り、平和の実現は遠のくことを理解してください。 

95 私は、イエスにおいて、最高で純粋な感情の法則を教えました。あなた方は私のもとに来なさい。私の愛する弟子
たちに変身しなさい。 

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 119 
1 人類がイスラエルの民の歴史を知ることは、わたしの意志である。わたしはこの民をわたしの教えの道具として用

い、彼らを大きな試練に遭わせて、すべての世代にとって開かれた書物となるようにしたのである。 

2 その12部族は、あらゆる時代の人類を体現していた。しかし、異国の地で捕虜となっていた当時の人々 と、新し
いファラオの力を体現する力である罪と物質主義の奴隷である現在の世界とは、より一層似ているのである。 

3 あの時、エホバの慈しみが、砂漠に道を開いて民を解放し、カナンに導いたとすれば、今日、私は正義と愛の光と
して、地上のすべての民を捕囚から解放し、「約束の地」に導くために来たのである。今、私はあなた方の魂を光と平和の
私の王国に導き、同様に、私は魂の上に新しいマナを降らせ、それは彼らの長い放浪の間に永遠の生命の糧となるものであ
る。 

4 私は人々 と新しい契約を結ぶが、それは象徴によるものではなく、その中に私の霊が存在するのである。 

5 12の部族が広大な砂漠を越えて団結したように、善の理想と世界のすべての民族との結合への願望が、わが民族
に再び目覚めるだろう。 

6 対決は大きく、その道中には障害や敵、誘惑もあるでしょう。しかし、この試練から、兵士たちは鋼鉄に満ち、使
徒たちは慈愛と信仰に満たされて出てくる。人生の旅路を通じて、特に試練の重要な時期には、私の奇跡によって多くの人
を々励まし、彼らの信仰を強めよう。そして、人々 が平和を達成し、調和して暮らすようになったら、この地上にすでにあ
る光と平和の王国の甘い果実を、魂が後に霊的な家に住むときに経験する喜びの前触れとして享受するようにさせます。 

7 すでにここで魂が刈り取った果実は、あなたの心が受けた犠牲、労苦、苦難の代償となることでしょう。後に、こ
の民が巨大な群衆となってわが王国の門をたたくとき、私は彼らを喜んで迎え、こう言うだろう：入って来なさい、わがも
とに来なさい、道の塵と疲れを捨て去りなさい。ここに平和の都が飾られ、新しい住人を待っている。 

8 民は父の存在を恐れて、自分たちの裁きの時が来たと信じるようになる。その時、わたしは彼らに言う。「恐れる
な、あなたがたのものであるわたしの家に入りなさい。砂漠はすでにあなたを清め、私のもとに来るのにふさわしい存在に
してくれた。 

9 この人類が再生し、わが掟に帰依するためには、まず厳しい苦難に耐えなければならず、人がわが教えに従ってつ
いに互いに愛し合うようになるまでには、多くの時間がかかるだろうと考えたのである。 

10 あなたがたに告げます、この世には非常に大きな試練が待ち受けているのは事実ですが、人の苦悩の日々 は短くな
ります。同じことが、人を目覚めさせ、私に目を向けさせ、良心の声を聞かせ、私の律法の遂行を求めるようになるのです
。 

11 私の正義は、この世界に存在するすべての悪を根絶やしにする。その前に、すべてを調査します。宗教共同体、科
学、社会制度、そして神の正義の鎌がその上を通り、雑草を切り落とし、麦を残すのです。人の心の中にある良い種は、す
べて私が保存し、人の魂の中で発芽し続けるようにします。 

12 私の種を心から捨ててしまった民族や国があり、私の最も重要な教えを忘れてしまった人々 があり、さらに、見る
ことも祈ることもしない人々 があるのです。それでも、不毛の地に住んでいても、わが慈しみが彼らの心に働くので、これ
らの民はやがて実りある畑に変えられるだろう。 

13 畑の道具」を準備し、「穀物庫」を私が持ってきた霊的な種で満たし、私があなたに託した霊的な賜物によって、
あなたが休息所を出て種まきに出発すべき時を認識することが必要なのです。その祝福された夜明けが、無知や物質主義や
罪の中で眠っているあなたを驚かせないように、あなたは見守り、祈るべきです。そうすれば、「畑」に出かける正しい時
間が分からなくなり、出発したときには、闘いのための力が残っていないでしょうから。 

14 もし、あなたがたが、わがことばを信じるなら、種をまくのに適した畑を見つけることができるように、祈りによ
って、すでに今、自分自身を準備しなさい。もし、あなたがこの仕事を終わらせなければ、あなたの子供たちは私が与えた
愛の種を取り、私の命令を完成させるでしょう。 

15 畑を肥沃にし、耕すために割り当てられた労働者は幸いである。彼らは、わが恵みの露が畑に降り注ぐのを見るだ
ろう。それは、子供たちの努力に対する父の絶えざる祝福であり、信仰と生命に立ち上がるすべての人に対する愛撫となる
だろう。 

16 昔、あなた方は、人間が過去の時代のすべての啓示を理解する時が来ると言われましたが、この時はすでに始まっ
ており、その中であなた方の霊はインスピレーションによって私の光を受け取っていると、私は言います。 

17 キリストはこの世に来られ、ご自分の人生、御業、御言葉で律法を全うする完璧な方法を教え、あなたのために道
を開いて下さいました。イエスはこの世に現れる前から、預言者たちによって告げられ、人々 はイエスを予期し、目の前に
現れたときにすぐに認識できるようになっていたのである。 

18 アブラハムとその息子イサクにおいて、私は救い主の犠牲の死が何を表すかのたとえ話をしました。私はアブラハ
ムに、自分の手で息子、つまり愛するイサクを犠牲にするように求め、私への愛を試したのです。適切な観照をすれば、そ
の行為は、後に世の救いのために神のひとり子を犠牲にすることを意味する行為と類似していることを認識するだろう。 
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19 アブラハムは神の象徴であり、イサクはイエスのイメージであった。その時、家長は、主が自分に息子の命を要求
されるなら、それは罪なき者の血が民の罪を洗い流すためだと考え、自分の肉である彼を深く愛したが、彼の中の神への従
順と民への憐れみと愛は、愛する息子の命より強かったのである。- 

従順なアブラハムが息子に致命的な一撃を加えようとしたとき、痛みに耐えかねて息子を犠牲にしようと腕を振り上げた瞬
間、わが力が彼を制止し、息子の代わりに子羊を犠牲にするよう命じたので、その象徴が愛と従順の証として残された。 

20 数世紀後、人類は私に、私の愛する息子であるイエスの犠牲の死を要求した。私は、イエスの犠牲の死と血によっ
て封印された柔和の手本が人類の意識に深く刻まれるように、彼をあなた方に渡さなければならなかったのだ。 

21 イサクの場合は子羊が身代わりになって命を救ったが、イエスの場合は身代わりになれる者がいなかった。イエス
は、その犠牲の意味と光が霊性のない人間の精神と心と思考を啓発するために、自分の血が流される必要があることを知っ
ていたからである。だから、イエス様は「神の子羊」とも呼ばれているのです。- 

律法は「汝、殺すなかれ」と教えているが、キリストは愛の教えの中で、人を救うために死ぬという崇高な教えを示された
。 

22 同じように命を必要とする人々 に命を与えるために死ぬ者は幸いであり、その者は永遠に生きることができる。 

23 見よ、人類がその霊的意味を発見するために没頭することなく、ただ物質的に解釈してきたわが旧啓示に含まれる
霊的本質を、あなた方が把握する時が来たのだ。 

24 私は、あなたが私の教えの核心に到達できるように、あなたを理解する道の最初に位置づけます。もし、私がすべ
てを完全に照らし出して見せるとしたら、あなたの霊はわが言葉の真相に迫るために緊張することはないだろう。 

25 あの時、あの群衆が-

第二の時代、血に飢えた人々 がついに十字架にかけられたイエスと、死の淵にいるイエスの傍らにいる他の二人の死刑囚を
見て-

彼が父に向かって言うのを聞いたことを思い出す。"主よ彼らをお許しください。彼らは自分のすることを知らないのです
。"。その場にいた全員がそれを聞いたが、その言葉を理解することはできなかった。そして、ゆっくりと地上に滴り落ち
るその血は、無限のマントのように降りてきてすべての人間を覆う、神の愛と最高の赦しの象徴であると人々 が理解するに
は、時間が必要であったのだ。 

26 その間、何世紀も経過しているが、この時代の人類は-

イエスの犠牲的な死の記憶に涙し、イエスを試練に陥れた人々 の残酷さに慄いている-のだ。 

ブラッドフレームは、毎日何千人もの仲間を犠牲にしているのと同じものです。 

27 もしキリストがこの時代に人間として地上に戻ってきたなら、ゴルゴダでのように「父よ、彼らをお赦しください
。私が命を与える者であることを知らない者があろうか、それゆえ、誰もその同胞の命を奪うことはできない。もし人間が
存在を与えることができないなら、与えることができないものを奪う権利はない。 

28 人々 よ、あなたがたは、宗教があると言い、外面的な礼拝を守るだけで、わが律法を果たしていると考えているの
か。律法では「汝、殺すなかれ」と言われたのに、この戒律を破って、自分の罪の祭壇に仲間の血を流して流しているので
すから。 

29 イスラエル人とキリスト教徒が互いに戦争し、殺し合っている。私は彼らに一つの同じ掟を与えたではないか。 

30 人が奪った命と流した血が正義を叫ぶのだから、その償いは血みどろで悲しいものになるだろう。災いなるかな、
殺した者たち、さらに言えば、殺すことを勧めたり命じたりした者たちよ。 

31 民は一歩一歩、裁きを受けるために集まる（死の）谷に向かって行く。 

32 それでもなお、戦争をし、その手を同胞の血で染めた者たちが、あえて私の名を語るのです。これは、私が教えた
教えの花か実か？イエスがどのように赦し、どのように傷ついた者を祝福し、どのように死んでも処刑人に命を与えたかを
、あなたはイエスから学ばなかったのですか？ 

33 人々 はわが言葉を疑い、信仰をおろそかにしてきた。そのため、信頼のすべてを力に託してきたのだ。そうすれば
、彼らは目を開いて真理を理解することができるからだ。 

34 この愛の食卓には、地上の王たちでさえも提供できないような食べ物があるのです。貧乏人が切望する天のパンで
あり、世の中の亡者が飲む葡萄酒である。食べ、飲みなさい。しかし、これらの品物を持っていることを決して誇ってはな
らない。そうすれば、あなた方は虚栄心をその貧弱な衣の下に隠していることになるからだ。あなた方は心も体も謙虚であ
ってほしい。王家のマントを肩にまといながら、心の中では謙虚さを忘れない人たちを見習いましょう。パンとぶどう酒は
すべての人のためのものである。初めに、私はあなた方全員に、神の種である私の恩寵を授けた。それ以来、あなた方は運
命に従ってさまざまな道を歩き、その道ではそれぞれが蒔いたとおりに収穫し、ある者は豊かに実り、ある者は苦痛と惨め
さだけを収穫しました。ある者は、地上での生活が短く、昇天に必要な光を得たが、ある者は、涙の谷で長く生きたが、自
分が誰であり、どこへ行くのかさえも知ることができなかった。目的もなくさまよう魂に慈悲をかけ、彼らの歩みを止め、
「約束の地」に続く道を示すためである。 
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35 わが霊の光は、たとえ閉ざされたままの心であっても、すべての心を貫く。同様に、ロイヤルスターの光は、施錠
されている寝室には浸透していないように見えますが、その目に見えない光はその内部に届き、部屋にリビングのような雰
囲気を与えます。あなた方の魂の扉は閉ざされているが、あなた方の内部に私の光が入り込むのを待つべきではありません
。あなたの内なる神殿が、私の思いやりに満ちた愛の恵みを受けられるように準備されているのを見つけることができたら
、どんなに美しいことでしょう。あなたがたを癒し、強くしてから、わたしの働き手、弟子としよう。 

36 今は無一文で、家族の中でも最後の一人であるあなた方の多くが、やがて私の食卓に座っているのを見ることにな
るでしょう。軽蔑され、愛する人の輪から追い出されたあなたは、明日、あなたを誤解していた人たちによって認められる
でしょう。 

37 感化させたいのか、心を癒したいのか。そして、謙虚さ、精神の高揚、慈愛の道であるこの道を行くのです。病人
に癒しを与え、痛みの床を訪れ、苦しんでいる人を慰め、あなたの前にこの十字架を背負った人を尊敬してください。夜な
夜な私の仕事を研究している者、また、苦しみの杯を飲みながらも同胞に愛の奉仕をしている者を例にとります。 

38 こうして私は、霊的言語の最初の言葉を発音し始めた人々 、私が法の基本的な規則と私の仕事の究極の目的を教え
る初心者に語りかけるのである。その中で、霊から霊へ祈り、同胞を愛するならば、病気を治すだけでなく、死者を蘇らせ
ることができることを学ぶことができるのです。 

39 私が今現在、自分自身を現しているこの謙虚な地域において、第三の時代は1866年に始まり、この顕現は私の子
供たちの多くが私の声を聞いたであろう1950年に終わると、あなた方に明かしたのです。あなたがたに言うが、あなたが
たにわが教えを伝えた唇は、自分の意志で話したのではなく、神の霊感のもとに話したのである。 

40 これらの畑の最愛の労働者たちよ、真の愛で自分の仕事を受け入れ、神の種を置く溝を作ることによって私の畑を
耕すのだ。種を知り、それだけを蒔くのです。その実の中に、あなたの魂の上向きの進化と光があるのですから。霊界に逝
くとき、地上に住まわせた仕事に熱心でなかったからということだけで自分を哀れむのはどうかと思うのです。 

41 私の畑に麦を蒔けと言い続けていることを忘れてはならない。雑草やアザミが生えた畑は神の正義の鎌で切り落と
されるからだ。 

42 私は、第二の時代の弟子たちや大勢の人々 に同じことを言いました。"あなたがたに言うが、天の父の手によって
植えられていない木は、すべて根こそぎにされるであろう"。 

43 祈れ、労働者よ、父の前に謙虚に行い、その種蒔きがわが目にかなうように見届けよ。あなたの畑をたゆまず清め
、光を求めて誤りを正し、麦だけが実を結ぶようにしなさい。 

44 あなたが受け取ったのは純粋な種ですが、あなたの小さな信仰心がその純粋さを認識することを許さず、意識する
ことなく、私から来たのではない他の種と混ぜてしまったのです。 

45 種を知りなさい。そうすれば、あなたがたの蒔いた種を一つずつ清め、あなたがたの子らが主の道を歩み始めると
き、その唇から真理だけが出てくるようになるのです。私は、この教義の底に浸透しようと努力しながらも、今日まで外国
の教え、宗教、教義の影響から自由になることができなかった人たちを見ます。 

46 民よ、あなた方の祈りでわが声なき声を伝える者を助け、あなた方の預言者を訓練し、彼らを強くしなさい。私の
顕現の終わりには、この遺産を黄金のブローチで完成させるために、私があなたのために保管しておいた多くの教えを明ら
かにすることを忘れないでください。 

47 この顕現の後、わが光はあなた方が聞いたことを理解するのを助け、それによってあなた方は本質的で真実なもの
と余分なもの、つまり物質的なものとを分けることができるようになるでしょう。 

48 私は、わが言葉の証人であるこの民を鼓舞し、彼らがわが教えを徹底的に研究し、私が話したことの深い意味、わ
が教えの本質が何であるかを理解するようにする。 

49 あなたがたが準備の段階を経て、教えることができるようになったら、わたしはあなたのために道を開く。そうす
れば、あなたはもう目に見えない危険やいばら、あるいは危険な罠や脅しにおびえることはなく、すべてがあなたの種まき
のために準備されるからである。 

50 その時、すべてが私の命令となり、夜の静寂の中で露が谷に降り注ぐように、私の光があなたがたに降り注ぐだろ
う。愛は、あなたが蒔くものです。もし、彼らの心に愛がなければ、どうやって平和条約を結べというのですか？ 

51 平和は善意ある人々 とともにあると言ったが、この地球の人々 には善意が見られない。 

52 それゆえ、世の中の宝を求めるのではなく、積極的な隣人愛、祈り、徳、信仰を教える民族が生まれることが必要
なのである。この民をわたしは "わたしのもの 

"と呼び、人はこれを神の民と認めるだろう。人々 の道徳、良い習慣、徳の高い生活から平和が生まれ、それは人に幸福を
もたらす。 

53 心の平和も得られないで、いつ心の平和を得るのでしょうか。- 

最後の民族兵器が破壊されるまで、人の間に平和は訪れないと断言します。民族的武器とは、人間が互いに命を奪い合い、
道徳を破壊し、自由、健康、心の平和を奪い合い、信仰を破壊するものすべてである。 
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54 多くの悪事の限界に達しようとしているのだから、やめなければならない。だからこそ、わが声は魂の奥底に響き
渡り、あらゆる国の人々 に破壊と死の武器を捨て、わが正義の火で焼き尽くすようにと呼びかけているのである。 

55 そうすれば、わたしは霊的に語り、わたしの声はすべての子らの良心に聞こえるだろう。 

56 高慢で理不尽な人々 が反省し、祈るならば、自分たちの歩みがどこに向けられているのかを自覚し、立ち止まるこ
とでしょう。しかし、憎しみと野心で目が曇っているため、完全な明晰さを得ることはできない。 

57 平和の民に属したいと願うすべての者よ、祈れ。同胞を救うために友愛の手を差し伸べようとする者は、すべて光
に近づけ。 

58 地上に散らばった悪の種は、かつてないほど実を結んでいる。しかし、地球上のさまざまな場所で、良い種が芽吹
いていることもお伝えしなければなりません。 

59 心の中でこの神聖な種が発芽し始めたと感じる者は皆、霊的に準備せよ。そうすれば、自分の道で他の種蒔きと出
会うたびに、彼らを認識でき、わが律法の中で団結できるであろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 120 
1 神の霊がすべての肉体と霊魂に注がれる時が来ることは、預言者の口を通して、ずっと以前からあなたがたに告げ

られていたことです。あなたがたに言うが、この時代こそ、あなたがたの生きている時代なのだ。しかし、あなたがそれら
の予言の声をほとんど重要視せず、その予言を研究したり、理解したりしなかったので、それは不意打ちで、何の準備もな
く、あなたのところに来たのです。 

2 今日、あなたは霊的な生命が存在することの確証を得るために、自分にとって超自然的なものをすべて探している
のです。ある人は星を観察し研究し、ある人は不思議な声やサインを期待し、またある人は科学に説明を求めます。しかし
、自分の精神の最も奥深い部分に集中して、そこに主の声を聞き、主を感じ、主を愛する人はごくわずかです。 

3 私が第二紀の最後に弟子たちに姿を現したとき、彼らは雲が師の姿を包み込み、師を持ち上げ、師とともに無限の
世界へと連れて行くのを見たのです。そこで彼らは、主が旅立つのを見たのと同じ霊的な姿で人のもとに戻ってくるという
約束と告知を受けたのである。 

4 その神の顕現を理解できるのは、世界が眠っている間に装備された彼らだけだからだ。今、あなたはその第一時代
の預言者の言葉と、私があなたに与えた約束が実現したことを見たのだと言います。しかし、私が霊的な姿でやってくるの
は、内面的に準備した人たち、あるいは起きている感覚で私を待っている人たちだけが感じられることでした。 

5 あの第二の時代に私が雲に乗って飛んだのと同じ崇高な静寂の中で、今日も私はすべての霊魂の上に降り立つ。し
かし、すべての人が私を見、感じ、聞いたわけではない。私の声は優しく、しかし、私の存在は、すべての社会制度におい
て人類を新たに揺り動かすだろう。 

6 支配者、パリサイ人、律法学者は、イエスが「自分は王である」「支配するために来た」と言うのを聞いて、あざ
笑った。しかし、彼が十字架上で死ぬのを見たとき、彼らのあざけりと疑念はいっそう強まった。彼らは、まもなく自分た
ちがその政府や家臣とともに滅び、自分たちが偽者と判断して殺した彼が、正義と愛と謙遜に満ちたその教えの真実によっ
て多くの人々 や国々 を勝ち取るとは想像もしなかったのである。 

7 私はここにいる。内面的に準備し、私を見たいと思う者には、目に見え、触れることができる。私はすべての霊魂
に光を広げるので、誰も霊魂とは別の形で私を求めず、私を心に抱きながら外面で私を見つけようと努力することはない。 

8 エリヤは私の来訪を準備するために来たのだ。わたしがあなたがたに与えたわたしのことばを通して、彼らの心を
啓発し、唇をゆるめて、再び道を確かなものにしたのだ。私が人間の心を通して話すのをやめたら、イライジャは人類の道
に沿って光を広げ続けるだろう。 

9 この時代における神の使者のメッセージは偉大である。第二の時代にはすでに、「エリヤがやってきて、すべての
ものを元の状態に戻す」と言ったことを知るのだ。 

10 彼の霊的な存在を本当に感じている人は誰なのでしょうか？また、当時と同じように、「エリヤはあなた方と一緒
にいたのに、あなたは彼を感じなかった」と言うこともできます。 

11 あなたは彼を先駆者と呼ぶが、これは彼が最初の時から真実にそうであったのだ。イエスがこの世に現れる前から
、人間を通しての神のコミュニケーションを予感させ、死者を蘇らせたのだ。彼は魂の輪廻転生に関する最初のメッセージ
をあなた方に伝え、以来、現在の時代に至るまで、主の道を切り拓いてきました。 

12 エリヤは羊飼いのようなもので、彼についていけば、すべての創造物の父である彼が待っているハードルに到着す
るまで、あなたを真の道に導いてくれるからです。 

13 瞑想の静寂の中で霊的な準備をしなさい。彼はあなたに近づき、あなたの心が理解できなかったことをすべて明ら
かにしてくれるでしょう。 

14 戦いは近づいている。イライジャはあなたを強くしたいと願っている。あなたの霊的ガイドを恐れず、不信に思わ
ないでください。彼の時代に、偽の神を崇拝する人々 に真の神の存在を証明するために、祈りの中に一筋の稲妻を落とした
としたら、今度は物質化した世界の前で奇跡を起こし、彼らを震わせ、真実に目を開かせることでしょう。 

15 魂の輪廻転生について、仲間に話すのが怖いのか？愛ある正義が込められていることに納得がいかないのでしょう
か。 

16 この贖罪の形式を、地獄の絶え間ない炎の中での永遠の罰という、人間が人間の魂を威嚇するために使う考えと比
較してみてください。この2つのタイプのうち、どちらが神聖で、完全で、慈悲深い正義をイメージさせるか、教えてくだ
さい。一方は残酷で、限りない恨み、復讐心をあらわにし、他方は許し、父のような愛、永遠の命を得るための希望だけを
含んでいるのです。私の教えが悪い解釈の結果、どれほど大きな歪みを被ったことか。 

17 私は、あなたが教えることによって戦わされることを知っているので、戦いのためにあなたを準備しているのです
。しかし、このときあなたと戦っているあなたの仲間が死に驚き、私が彼らに-彼らが罪のうちに死ぬとき-

、彼らが信じている永遠の火と新しい生命でうるおう機会と、どちらが好きかと尋ねるとしたら、本当に、あなた方に言っ
ておくが、たとえ彼らが生前に狂信に目がくらんで戦ったはずだとしても、第二の解決法を優先することであろう。 
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18 弟子たちよ、忠実に私の教えを守りなさい、最後には光が暗闇に打ち勝つのだから。光は真の信仰であり、理性で
あり、知識であり、知恵である。 

19 エリヤは神の松明のようにあなたの前に進み、あなたの道を照らしてくれるでしょう。 

20 この時代、私はあなた方に第3の時代に託した困難な使命、すなわち人類のためになり、あなた方の魂を発展の道
へと導く役割を果たすことができるよう、徳をもって武装させているのだ。私は、これまで傍観者であった人たちや、単な
るエゴイストであった人たちを、アドバイザーやドクターに仕立て上げているのです。自分の霊的な賜物を信じて、驚くべ
き働きをすることが必要なのです。信仰があれば、自分の行いに驚いて、私にこう言うでしょう。"なぜ、私はふさわしく
ないのに、あなたはこのように偉大なことを与えてくださるのですか 

"と。あなた方が通過した苦痛の坩堝の後、私の神聖な指示は、あなた方が上に進化するために装備されていることを理解
しなさい。 

21 私が与えたものを絶対無私の心で伝えなさい。そうすれば、あなたは真実に多くの目を開き、あなたの行いで多く
の同胞を内面的に感動させることでしょう。人に仕える者は私に仕えると教えよ。道中には誘惑もあるが、それと戦うため
に必要な武器も与えてある。 

22 弟子たちよ、あなた方の中で、素朴な気持ちで、仲間の行く手を照らすビーコンのような存在になっている人は何
人いるだろうか。私の教えを実践している限り、試練に打ち勝つことができるのです。しかし、もしあなた方が団結しない
なら、あるいは、あなた方の想像力と意志に従ってこの教えを実践するなら、あなた方は戦いで負けるのであって、私の仕
事で負けるのではない、これは真理であり不滅であるからだ。あなたがたは覚悟しなさい。わたしが去った後、種をまくこ
とのできる畑、土地、村、そして国々 をあなたがたに残すであろう。そして、あなたはこの種を蒔き続け、わたしに耳を傾
けない人々 に教え、わが言葉の真髄を伝え、1950年以降に起こることについてのわが予言を知らしめなければならないの
だ。 

23 そうだ、人々 よ、これらの予言を心に刻み込んでおこう。その時代には、もはや人間の手によるこの言葉を聞くこ
とはないだろうから。今日、あなた方が見ているこれらの声の担い手のうち、ある者は地上から連れ去られ、残った者はこ
の顕在意識と霊界への理解器官を閉じることになるでしょう。これは、偽預言者、偽の声の主が現れ、偽の神々 が語る、落
とし穴と危険の時であろう。そして、惑わされないように強くならなければならない。弱さに屈しないように、わたしの言
葉から力を引き出すのだ。 

24 従順になり、従順を実践し、私が命じたことを実行する準備をしなさい。そうすれば、痛みがあなたの道から消え
、決して騙されることがないことを経験することができます。あなた方が滅びることも、私が警告した不幸があなた方に起
こることも、私の意志ではありません。世の中の人々 があなたを陥れようと罠を仕掛けるように、あなたもよくご存じのよ
うに、あの世には不正直で混乱した存在がいて、その闇であなたに影響を与えることがあるからです。 

25 共同体の指導者たちよ、わが命令を聞くこの民衆は、私があなたたちに与える非難と、わが声の担い手の責任をま
すます理解していることを自覚しなさい。もし明日あなたたちが命令に従わないならば、この同じ民衆が反乱を起こし、あ
なたたちを拒絶し、あなたたちの誤りを悟らせるだろう。 

26 この民とこれから来る大勢の人々 が、あなたが一人一人に属する場所を、精一杯の努力と威厳をもって占めるのを
見るように、そして、あなたがこのぶどう園で良い働き手であったことを、人々 があなたの仕事によって知るように、それ
が私の意志なのです。皆さん、私を理解していますか？あなたがたは、あなたがたの間にわが身が現れるこの最後の年に、
わが定めに従うことを望むか。 

27 私の戒めについてよく考え、その真の意味を知ることができるように、あなた方の統一を達成するために。何度も
あなた方は私に一体感を示そうとしたが、私はその中にあった虚構をあなた方に証明した。私は、あなた方が互いに助け合
い、互いに尊敬し合い、互いに真の愛を持ち、そうすれば、あなた方の働きの中に、統一された行動と献身の基礎を見出す
ことができると思ったのです。私の願いをはっきりと認識し、私の指示に従いなさい。そうしなければ、あなた方を待ち受
けている混乱を想像することはできないでしょう。不必要に怖がらせるのではなく、間違いを正すための反省の時間がまだ
残っているので、今、目を覚まさせてあげたいのです。明日、倒れたときに、"主よ、あなたはすべてを予見されていたの
に、なぜ、この災難を予見されなかったのですか "と言うことはできないでしょう。 

28 弟子たちよ、私が今日この指示を与えたのは、多くの者が泣くことを知っていながら、わが旅立ちの後にあなたが
たが泣くことを望まないからである。 

29 そのため、神を研究し理解するために、科学や神学を創造しなければならなかったのです。しかし、本当に言って
おくが、キリストは人の間に住まわれたとき、すべての人が愛の教義を理解できるように、きわめて単純に話されたのであ
る。彼は、自分が正しく理解されないことを承知で、その時人類が到達している霊的発展によって、全真理を知ることがで
きる時が来るのを待つしかないと考えていたのです。だからこそ、霊的に帰ってきて、人の心の中で混乱するようなことを
すべて理解させる光を送ることを世に約束されたのです。 
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30 あなたの魂を高めてください。発表された時間は、あなたが今経験している時間です。あなたに帰ると約束したあ
の主人は、あなたに語りかける人であり、あなたに送ると約束した光は、今この時、すべての人の中で霊的に活動している
光です。 

31 真理の光は非常に明瞭であり、あなた方は神学者でなくても、時代を超えて啓示されてきたことを理解することが
できるのです。もし、発展の道の初めのころは、すべてが謎であったとしても、一歩一歩、指導から指導へと、私はベール
を取り除き、闇を払い、不真実なものを排除してきたのだ。 

32 なぜなら、御父は、最も小さなものから無限のものまで、創造されたすべてのものの中に御自分を感じ、感じ、見
ることがおできになるからです。人々 は、それによって創造主に向かって発展する魂を妨げていることに気づこうともせず
に、「秘密」を作り出しているのです。 

33 あなたがたに言うのは、父を知るために父のもとに来なさいということではなく、父を知るために父のもとに来な
さいということです。父を知りなさい、そうすればあなたは父のもとに来ることができます。彼を知らない者は、彼を愛す
ることができず、彼を愛さない者は、彼のもとに行くことができないのです。 

34 私は「私は道である」と言うためにこの世に生まれ、「子を知る者は父を知る」と付け加えたのです。 

35 キリストの道とは何だったのか。愛、慈悲、優しさ、誠実さ。御子を通して父を知るために、御子はどのような方
だったのでしょうか。賢く、正しく、愛情深く、慈悲深く、力に満ち、積極的な慈愛に満ちている。 

36 マスターは、国々 が心の中で作り上げた神ではなく、真の神を示すためにこの世に現れたのです。同じように、こ
の時代には、神の霊の光がすべての魂に完全に降り注ぎ、父なる神の無限の愛を見て、あなた方が霊化を享受できるように
します。 

37 愛と謙遜の道を歩んで私に従う者は幸いである。 

38 愛し、信頼し、自分の使命を知り、それを果たす者は幸いである。 

39 私があなた方に「道」について語るとき、それは地上のことを指しているのではありません。それは、常に上へと
続く精神的な道です。それは、あなた方の魂が到達すべき発展と進歩なのです。ですから、地上のどこにいても、精神の道
を歩むことができるのです。 

40 わが子たちよ、もし迷ったなら戻り、立ち止まったなら前進せよ。 

41 あなたが運ぶ仕事は、あなたの能力と力に応じて私が与えたものであり、あなたはそれを理解し、愛するだけでよ
い。あなたの作品に必要な光が与えられるように、毎日祈りましょう。そして、あなたがたを呼ぶ者、尋ねる者の声を聞く
ために、また、試練に耐えるために、備え、気を配りなさい。あなた方の存在の一日一日が、あなた方一人一人が書いてい
る本の一ページなのです。毎日が試練であり、その試練には意味と理由がある。 

42 なぜなら、あなた方は選ばれた者であり、すべての時代のわが顕現の証人であり、この時代に困難な使命を果たし
、新しい世代の道を準備する者であるからだ。 

43 私は、あなた方が私やあなた方を疑わないように、あなた方の行く手に愛の証を散りばめたのだ。この時代に私の
言葉を聞いた者たちよ、私があなたたちと結んだこの結びつきの秘密を持ったまま墓場に行ってはならない、これがあなた
たちの主な仕事なのだから。わが名において人に語り、その業をもってわが啓示をあかしせよ。 

44 わたしはあなたがたに多くのことを語り、あなたがたはわたしに耳を傾け、自らを清め、ふさわしい者としたのだ
。皆さんは、このメッセージを世界に届けることができます。人々 はそれを待ち望み、それを受け取る準備をしているので
す。人々 が持つ精神化や平和への欲求を発見しなかったのでしょうか？彼らの無知と苦痛に心を動かされないのですか？ 

45 私の霊は彼らの上に注がれ、彼らの良心を通して語りかけ、彼らに告げるのだ。私のもとに来て、休んでください
。あなたに欠けている信仰を受け取り、道の盲目となることをやめなさい。 

46 私が世界に築いている「仕事」を知っていますか？- "違う 

"と言うのなら、"私たちが見ているのは混乱の中の人類であり、深い淵に落ち、大きな天罰を受けている姿だ 

"と言うのです。しかし、私は、人間が自分の過ちをすべて悟り、清められ、私のもとに帰ってくるように、自分の手で自
分に正義を下すことを許したのだと、あなたがたに告げます。わたしはすべての被造物の上に、わたしの光を降ろし、苦難
の日に彼らの側に立っている。 

47 わが霊はすべての魂に降り、わが天使は宇宙のいたるところで、すべてを整え、正しい軌道に乗せるために、わが
命令を果たしているのだ。そして、すべての人がその使命を果たしたとき、無知は消え、悪は存在しなくなり、この地球に
は善のみが君臨することになるのです。 

48 ああ、あなたが私を理解してくれさえすれば。もし、あなたが、あなたを完成させたいと願う私の願いがどれほど
大きいかを知ることができたなら。あなたはすでにどれほど遠くに昇り、どれほど私の近くにいることだろう。あなたの意
志が私のものであるなら、あなたはすでに私が待っている頂上に到達しているはずです。 

49 そして、人々 よ、わが願いは何であろうか。- あなたの統一とあなたの平和を 
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50 あなたを助けるために、私はもう一度あなたの間に入り、あなたに語りかけ、あなたの心を動かし、あなたの目覚
めを待ち望んでいるのです。 

51 すべての良い木は保護され、その根と枝は道行く人に避難所と栄養を与えるために広がり、雑草は根こそぎ取り除
かれて消えない火の中に投げ込まれる。 

52 私は比喩的に言っているのであって、あの木のことを話すときは、人の業を意味しているのだ。53.私が大きな使
命を託した者たちに言う、「収穫の準備をしなさい」。家族の父、教師、支配者、主人、召使い、大小さまざま。  

53 耕作されていない畑を私に見せないでほしいのです。たとえ小さな粒であっても、純粋に大きな声でミーに見せて
ください。 

54 私のもとに来なさい、たたきなさい、そうすれば開かれるでしょう。しかし、私のように偉大な気分になるために
、自分の仕事に満足し、喜んで来なさい。 

55 私の言葉は、魂の渇きを癒す天の水です。これを口にする者は、二度と渇くことはない。私は滝のように降り注ぎ
、あなたの精神と心を満たす無尽蔵の泉なのです。 

56 苦痛の中で、祈りと懺悔によって自らを清めたあなた方は、わが言葉を聞くという恵みを得る権利を得たのです。
この光を失うことのないよう、柔和で謙虚であり続けましょう。あなたの人生は砂漠のように不毛で、日陰もなければオア
シスもない。しかし私は、あなたが勇気と希望を取り戻せるよう、砂漠の真ん中にヤシの木と泉を見つけるように仕向けた
のだ。今、あなた方は力を取り戻し、心に平安があるのだから、「罪の都」に行って、その快楽と虚栄の中で滅びないでく
ださい。 

57 これは「霊の時間」と呼ばれるもので、この時間において私は、謎を解き明かす光を放つために「雲」に乗ってや
ってきたからです。私の神聖な愛によって、私は今、霊的なものに鈍感なために岩のようになっている人々 の心を啓発して
いるのだ。しかし、この岩から水を流し、花も芽吹かせてみせる。 

58 目を戻して、過去を見つめれば、私がいつもあなたの道に愛を蒔いてきたことがわかるでしょう。あなたが私を不
在と思い、孤独が長引くとき、私はあなたの心に私を感じさせ、あなたが壊れないように支える杖となるのです。あなたた
ちは小集団で集まってわが言葉を聞いているが、明日には海の砂のように増え、これらの群衆は霊的にはイスラエルの12

部族を形成した者たちとなるだろう。私は彼らを裁くために彼らを再会させる、と書かれている。この群衆の中から、その
時に私の新しい使徒となる者を選び出すのだ。しかし、私はすべての人の心を整えて、彼らが隣人に対する愛と憐れみを感
じ、良心の呵責と心の感情に従って、世の苦味を無効にする良い味で私の新しいメッセージを伝えるように運命づけられた
方にふさわしい仕事を人々 の間で行うことができるようにする。 

59 もし、あなたが自分の使命を十字架と考えるなら、それは本当に十字架であり、私はあなたの「十字架の担い手」
になります。あなたが同胞のためにすることはすべて、あなたの霊のために光に変えて、あなたにお返しします。キリスト
が愛と贖いの業を成し遂げて、栄光と威厳に満ちて天に昇られた時のことを思い出してください。 

60 人々 よ、祈れ。預言者たちが国々 に現れ、わが顕現とあなたがたの間におけるわが存在について語るのだ。彼らは
わが使者であるから、あなたがたは彼らを認めなければならない。しかし、偽預言者が現れ、見かけは光の言葉を語るが、
実際は闇を含んでいるにすぎないということを見分けることを学びなさい。わが使者たる者は、心を整え、国々 を目覚めさ
せ、わが道しるべとなり、あなた方がその地方に来たとき、肥沃な田園を見いだすであろう。 

61 現在起こっていることはすべて、過去にわが預言者たちによって、すでにあなたがたに告げられたことである。し
かし、今日、誰がその約束の成就を認めているのでしょうか。多くの者が眠り、目覚めた者はごくわずかである。しかし、
この世の罪の夜の闇の中で、一見眠っているように見えるが、私を待ち望んでいる者のもとに私は来たのである。 

62 第三の時代の書物は、現在、わが愛の声の指示のもとに、わが「金の羽」によって書き留められつつあるのである
。父の教えを熱心に見守る守護天使は、書く者の手を導き、次の世代に残すべきもの、すなわち愛の書、完全な知恵の書、
単純な者も学ぶ者も、小さな者も大きな者も、高慢な者も単純な者も読むことのできる書を、書に記すことができるように
するのである。わが言葉は戦う剣となり、この時代におけるわが来臨について、わが交信の方法について語る。無学な人の
心を啓発し、ロックの心に浸透し、疑念を払拭してくれるでしょう。私の教えは、心から心へ、人々 から人々 へと広がり続
け、無学な者、無知な者、罪人、異教徒、偶像崇拝者であっても理解し、信じ、愛され、私の愛の顕現を認めてくれること
でしょう。 

63 なぜなら、あなたはすでに、魂が上昇へと導く道を完璧な足取りで歩むために、すべての余分なものを放棄する地
点に到達しているからです。召されたにもかかわらず、わたしに耳を貸そうとしない者たちのために、見守り、祈りなさい
。彼らに慈悲を。 

64 三世に告ぐ、主の賜物を受けるには、功徳が必要である。私は多くの人に贈り物をしたが、あなた方の長所は何な
のか私に言うことはできなかった。しかし、すべてを見通す私は、あなたが過去に得た功績が、今日私があなたに託したも
のにふさわしいかどうか知っています。しかし、この啓示のために誰も誇ってはならない。正当な理由があって、霊はその
過去を肉に明かすことを許されていないのである。 
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65 愛する子供たちよ、これからも一緒に来なさい。しかし、もし私の指示の日が来て、一度も声の担い手が現れなか
ったとしても、恐れてはならない。祈りなさい、内なる準備をしなさい、あなたの精神を私に向けなさい、その時、私の光
、私の力、私の恵み、私の愛をあなたに注ぐであろう。もし、あなたが霊をもって私を求めるなら、私は霊から霊へとあな
たに語りかけるだろう。 

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 121 
1 あなたのもとに戻るという約束は果たされました。私は盗人のようにあなたの寝所につま先立ちで入り、あなたの

眠りを覚ましたのです。目を開けたとき、私を見て、私に立ち上がるのを手伝ってくれるよう頼んだ者は、その精神と肉体
に私の力を感じ、すぐに立ち上がりました。私はもう一度、わが律法の狭い道、すなわち、あなた方すべてが通らなければ
ならない道を示す。 

2 わが霊を受ける準備をした者は幸いである。彼らの内なる聖域から、地上の民の平和のための祈りがほとばしるだ
ろう。後に、彼らは仲間にこの方法で祈ることを教え、このつながりによって、私の声を聞くことに成功する。この声は、
インスピレーションによって語り、直感によってカウンセリングし、癒しの賜物によって「油注ぎ」（ヒーリング）に現れ
るだろう。今日、私の光は声の主を通して伝えられる。明日、私は内なる準備をする一人ひとりの魂と直接つながるだろう
。 

3 多くの人がわたしに言う、「主よ、いつになったら、わたしの仲間のように、わたしに贈り物をくださるのですか
。- 

しかし、私はあなたがたに言う。あなた方は皆、才能があり、たとえまだ知らなくても、遺産を携えているのです。あなた
方は、私の教えを浸透させた分だけ、これらの霊的な賜物が明るみに出るのを見るでしょう。そして、あなた方が私のしも
べとなったとき、私は一人一人にその任務と使命を示す。 

4 あなたはこの時代、私を迎えるために謙虚な集まりの場を用意し、私のプレゼンスであなたを喜ばせたのだ。私の
言葉は、あなたがその中で正しい位置を占めることができるように、あなたを人生に引き上げるために、善意と光に満ちて
やってきたのです。 

5 わが来訪を拒み、否定する者を恐れてはならない。繊細に行動し、忍耐強くなければならない。彼らを苦しめるの
は、わが正義であろう。あなたがたに言うが、私を最も否定し迫害した者たちは、将来、私に最も近いところで従うことに
なるのだ。私の教義を迫害し、その後、私の弟子となったサウルを思い出せ。その改宗者たちは明日から合流します。しか
し、もしあなたが本当に信仰を見つけたいのなら、彼らが、あなたは偽りの神や偽りの師と一緒にいると言っても、不愉快
にならないでください。また、キリストがあなたと共にあったと言うことを恐れてもいけません。これから起こることのた
めに、私はあなたを準備しているのです。その心は羊を愛し、守る羊飼いのようなものであるため、あなた方の一人を通し
て、ある地域が平和と救いを得ることができると告げるわが言葉を実現する。そのうえで、仲間を愛する気持ち、仲間のた
めに犠牲を払う気持ちは、実を結ばないことはないだろう。 

6 この言葉を忘れてはならない。今はまだ人間の間で無名で生きている者が、明日は人類の中で困難な使命を果たす
ことになるのだから。 

7 私はあなたの国に私の平和を送ります。あなたの精神でそれを受け取り、他の国々 に届くようにしてください。私
は彼らを祝福します。すべての人々 の心に平和が訪れるように。 

8 人類が目覚め、私の存在を思い出すのを待っている。人類は私の目の前ですべての業を行ったが、今、私の正義が
悪に終止符を打つ時が近づいている。わが教えを聞き、悪しき行いを慎みなさい。身も心も清めなさい。私が父として無限
の愛を持っているならば、裁き主としても容赦はしない。 

9 地上の民は、決して霊的な光を欠いているわけではありません。本当にあなたがたに言う。この民に預言者や使徒
がいたばかりでなく、われはすべての者に使徒を遣わして、かれらを目覚めさせたのである。彼らの教えの光と真実、そし
て私があなたに啓示したことの似姿によって、あなたは彼らの言葉を判断することができるのです。ある者はメシアの到来
以前に生き、ある者は私が人間として存在した後に活動したが、全員が人間に霊的なメッセージをもたらしたのである。 

10 私の教えと同様に、それらの教えも冒涜された経験があります。その本質は変わっていないとしても、切り刻まれ
たり、真実を求める人々 から隠されたりしてきたのです。 

11 それは、メッセンジャー、預言者、召使を通して人類に啓示された一つの真理であり、一つの道徳である。では、
なぜ人々 は真理や道徳、人生について異なる考えを持っているのでしょうか。 

12 いつの時代も人類によって歪められてきたこの真実は、復元され、その光は、わが神性の子らの発展の道を常に照
らしてきた同じ光であるにもかかわらず、人々 にあたかも新しいもののように見えるほどの力をもって輝くことでしょう。 

13 真実を語ったために死んだ人、自分の中の声を封じ込めまいとしたために拷問にさらされた人もたくさんいます。 

14 天は、あなたがたに聖霊や愛や道徳を語る者だけを送ったとは思わないでください。そうではなくて、あなたがた
に科学のよい実りを与える者、すなわち、人の生活に光をもたらし、人の重荷を軽くし、苦難を軽減する知識を与える者を
も送ったのです。彼らは皆、わが使者である。 

15 また、精神的な道徳や科学的な発見をもたらす教えではなく、創造物の美しさを感じ、賞賛することを教えるメッ
セージを携えている人もいます。彼らは私の使者であり、苦しんでいる人々 の心に元気と癒しを与える役目を担っているの
です。 
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16 彼らは皆、真実を知らない世界の不可解さ、美しいものや善良なものに鈍感な人間性に気づき、苦い杯を飲んだの
です。そして、この時代にはすべてが回復されること、すべての人が正しい道に戻り、すべてのわが教えが本来の意味を取
り戻すことをあなた方に告げたとき、この世界に精神的な輝きの時が近づいていることを信じることができるのです。 

17 心に安らぎを持たない地球巡礼者は、この「木」の陰で少しの間でも過ごせば、心が安らぐことでしょう。 

18 人の霊の上にも、転生した魂と転生した魂の羊飼いであるエリヤの霊の念が漂っている。彼は、あらゆる道筋で愛
する羊をたゆまず探し、彼らの任務を思い出させ、この時代に私に奉仕すべき者たちを選び出すのだ。 

19 あなた方は皆、エリヤを通して私のもとに連れて来られた。しかし、あなた方が私のプレゼンスの中に入り、マス
ターの輝きを感じたとき、あなた方が経験したすべての犠牲と試練が、いかに私の言葉を聞き返すために釣り合うものであ
ったかを見た。 

20 あなたがたに言うが、今日のこの民は、第一時代の民に似ている。 

21 イスラエルは長い間エジプトの捕虜であったが、モーセによって解放された。しかし、彼らの信仰と忍耐は勝ち、
シナイ山の麓にたどり着き、そこで私の声を聞き、律法を受けたのです。そこで偶像が倒れ、彼らの心から闇が去り、それ
は彼らの精神に光となり、その時から彼らは正義と愛の真の神だけを信じ、神を愛し、神に仕えるようになったのです。 

22 その民衆の生活は、やがて変化を遂げる。モーセが地平線上に指さしたのは、平和と至福の楽園としての「約束の
地」であった。 

23 岩から水が湧き出るように、彼らの心から愛を湧き出させ、誘惑に打ち勝つことを教え、不誠実なカルトを彼らの
心から根絶やしにするために、40年間は砂漠を横断する父から民へのレッスンでした。約束の地を手に入れる前に彼らを
清め、新しい世代が彼らの習慣と創造主への敬愛に基づいた新しい国を建設するためである。 

24 砂漠での生活、私がわが民に与えた奇跡、そして闘争が彼らの精神を鍛え、取り戻した自由の前で、彼らは捕囚を
忘れ、イスラエルの精神は新たに立ち上がりました。 

25 メシアの到来を民衆に告げたのは預言者たちであった。他国のくびきの下で劣等感にさいなまれる人々 の心に、希
望の炎を灯し続けたのは彼らであった。 

26 多くの人々 は、ベツレヘム近くの洞窟で、謙虚なナザレ人の女性の処女の胎内から生まれた子供と見分けがつかな
いガリラヤ出身のラビの到着を喜びをもって待っていた。しかし、ある者は救い主、贖い主が誕生したことを実感したが、
ある者は最初の瞬間から否定した。 

27 私は33年間、人間の中で生きてきた。その生涯は、人類のための模範となるようなもので、この世から何も学ぶ
必要がなかったからです。そして、私の旅立ちまであと三年となったとき、私は人々 の間で教育活動を始めた。わたしの言
葉は、通りにも、村にも、家にも、神殿の堂塔にも聞かれ、山の高みにも、砂漠にも、谷にも、海にも聞かれた。 

28 群衆の中には、私を嫌悪する者、私の教えによってことごとく裁かれたと感じる者、不当に得ていた自分の地位を
脅かされたと感じる者が混じっていたのです。彼らは、自分たちに永遠の命をもたらしてくれた方のために、裁きと宣告と
十字架の死を追い求めた人たちでした。 

29 それは、真理を否定する者たちが長い道のりを歩まなければならないこと、そして、遅かれ早かれ誰も自分ではで
きないような奇跡を共に起こした者たちのことを、師が知っていたからである。 

30 私が弟子たちにもうすぐ旅立つと告げたとき、彼らは限りない悲しみを抱いた。見よ、わたしは再び来る。そして
、わたしの来ることのしるしは、次のとおりである。戦いの噂があなた方の耳に入り、人々 の堕落が頂点に達するとき、わ
が来訪は近いだろう。しかし、私の前に、エリヤが道を整えるために来る。"この言葉の後、その言葉が実現するために時
代が流れていった。1866年9月1日、エリヤの霊は、わが存在を告げ、人々 の間にわが霊的顕現の先駆者となるべく、わた
くしから運命づけられて送られた一人の義人を通して、その存在を知らしめたのです。 

31 その人は、単に7つの封印を表す7つの会派を設立するようにという神の命令を受け、同時に、選民の心を鍛えて
、神の師の声を伝える者とするようにという指示を受けました。 

32 それ以来、この形で私の話を聞きに来た者は皆、初めから主と一体となり、主から啓示、奇跡、教え、律法を受け
たその民のしもべ、印、あるいは子として、その気配を感じていたのである。 

33 この教えを心に刻み、愛を持って理解するのだ。 

34 あらゆる利己的な考えを捨て、自分の使命を考えよう。この時期は、人類にとって重要かつ決定的な時期です。人
間の弱さを超えたわが教えだけが、真理があらゆる嘘と闇を打ち砕く時代であることを、あなたがたに明らかにすることが
できる。 

35 今日、まだ眠り、主や自らの魂さえも忘れてしまったこの人類は、わが呼びかけの声に驚いて目を覚ますことだろ
う。まず、わたしはイスラエルの民に、つまり血に基づくイスラエルの民にではなく、霊に基づくこの民に、第三の聖書の
光を遺したのである。 

36 私はあなたがたを求める。あなたがたの中には、私に忠実であった者がいるからである。まだ、その役目を終えた
とは言えません。私は、あなたが利己的な生活の中で物質化された地上の財に献身的であることを発見しました。それでも
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、私はあなた方を非難したいのではなく、あなた方が私の知恵に満たされ、あなた方が派遣された目的である霊化の達人に
なるために、ただ私に耳を傾けるよう呼びかけるだけなのだ。 

37 目を開き、霊を目覚めさせ、あなた方が本当に新しい時代に生きていること、そして私の予言が成就するのを見て
いることを自覚できるようにするのです。そうすれば、私は予告された時にあなたのもとに来たと、確信を持って言うこと
ができるだろう。わが言葉の本質を知ってはじめて、あなたの世界で日々 起こる出来事に正しい解釈を与えることができる
のです。しかし、この人類は、その盲目のうちに激しく論争し、その精神の前に輝く神の光を見ないので、自分たちが生き
ている時間を意識していません。もし知っていれば、兄弟殺しの手はすでにその仕事を中断し、内なる集まりと警戒があり
、祈りと敬意があり、人々 の間に許しと悔い改めがあったでしょうから。しかし、そのようなことは一切なく、日々 、地球
上の人々 の間で新たな愛の絆が引き裂かれているのです。精神性や道徳性は否定され、そこには憎しみやエゴイズム、権力
への飢えといった無慈悲な闘争があるだけで、人々 の内なる偉大さの欠如を露呈しているのです。この闘いの中で、死は日
、々命の収穫をもたらし、その容赦のない不朽の鎌は、雑草を一挙に刈り取るのである。しかし、罪を犯し、強姦し、汚し
たこの人類は、利己的ではあるが、生存のために激しく戦い、その手段が公正で人道的であるかどうか、あるいはその反対
であるかどうかを考えることなく、戦っている。では、お聞きします。この「神の裁き」の時に何をするのか？ 

38 たしかに、あなたが立ち上がって警告の声を上げるべき時はまだ来ていない。なぜなら、このみことばは、来るべ
き霊的闘争のためにあなた方を鍛え、あなた方を平和の民とし、心の門を開いて見知らぬ人や外国人を受け入れることがで
きるよう呼びかけ、団結させ、このメッセージを地球のあらゆる道に広めるメッセンジャーの任務をあなた方に託している
のですから。 

39 真の平和は、わが霊から人間の霊にのみもたらされるものであり、この平和こそ、私がこの黙示録で諸君にもたら
し、諸民衆と諸国にもたらすものである、と私は言う。世界が自ら平和を作り出すとでも思っているのでしょうか。- 

そこには愛や正義や慈悲の感情がないのだから、どんな種でそれを作り出せるのだろう。 

40 自分の責任を自分で判断し、愛する人々 よ、あなたが1日逃すと、同胞の心にこの良い知らせが届くのが1日遅れ
ること、あなたが失う1つの教えは、困っている人々 に提供するパンを1つ減らすことであることを覚えておいてください
。愛を持って働けば、やがて人々 の間に平和が訪れるでしょう。しかし、私が言うことを忘れてはならない。私の平和を、
国々 が締結しようとする平和と混同してはならない。それは偽りの平和であり、尊敬と兄弟愛という愛の種を持たず、互い
への恐れや自己利益、物質的な優位性に基づいているため、自壊することになるでしょう。真の平和とは、天から人の心に
降り注ぎ、そこから正義と愛の業としてはじけ、広がっていくものである。あなたがたに告げますが、諸国民の上に来てい
るこの平和は真実ではありません。もしあなたがたがこれを予言したいならば、欺かれないという確信のもとに予言するこ
とができます。私はあなたに言います。私の王国の平和が人々 の間に確立されるためには、まず教義、宗教共同体、イデオ
ロギーの戦争が戦わなければならないのです。ある者がわが名とわが真理を他の者の偽りの偶像に対抗させ、ある教義が他
の教義と戦う対決、これこそ新しい戦い、台座から突き落とされた偽りの神々 が倒れ、あなたが真実と信じてきたあらゆる
偽りが永遠に暴露される霊的戦いなのです。そうすれば、その混乱と暗闇の中から、真理が輝きをもって立ち現れるのを見
ることができるだろう。 

41 その光を持つロイヤルスターは、真実が何であるかを教えてくれる。その光は昼に輝き、それが消えると夜が始ま
る。そして、人間は科学の助けを借りて、同じ性質の元素を使い、夜の闇を照らすことのできる光を発見する。しかし、そ
れはあまりにも弱く、王星の光が再び現れるとすぐに消え、消滅してしまうのだ。あなた方は夜の光を作ることに成功した
が、誰がその科学によって太陽の光を隠し、昼に闇をもたらすことができようか。- 

私の力を示すために、このようなことができるのは私だけです。霊的な領域においても、私は、偽りと嘘が支配するところ
に真実の光を輝かせることができる唯一の存在であり、死から生を出現させることができ、憎しみ、悪意、恨みから隣人へ
の愛、悔恨、許しを生み出し、知性の乱れから理性を出現させることができる、つまり、闇より光を生じさせることができ
る存在なのだ。そうです、皆さん、わが真理の光は皆さんの世界を照らし、皆さんが生きてきたこの長い霊的な夜が道を開
きます。のように、すでに何かが現れ始めています。 

夜明け。それは、この時代に言葉によってあなたを目覚めさせた光です。見て祈り、仲間を目覚めさせ、戦いに立ち上がる
ように癒し、道を踏み外した者を探し求めなさい。光の弟子になって、明日、師匠になって、光に満ちた教えを伝えるのだ
。私の弟子となるには、時に犠牲を払うことも必要です。しかし、魂の平和は、地上の繁栄よりも価値があると、私は断言
します。一人一人の祈りが人生の空に輝く星のように、そして、みんなの思いがひとつになった祈りが夜明けの光のように
なるように、真の光の子であってください。 

42 エリヤが道を照らすと、羊は次第にハードルに戻っていく。私がそれぞれの心の中に、人々 のところに来るまでに
、イライジャはすでにすべての人とコンタクトを取っていたのです。 

43 弟子たちよ、覚悟を決めろ。私は、痛みが人間の最高度に達したとき、あなた方の思考と理性が、まるで暗いマン
トで覆われるようなことは望まない。私の弟子たちには、その試練の時に強い者として立ち上がる方法を知ってもらい、嵐
の中でも良心の声を聞くことができるようになってもらいたい。 
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44 わが子たちよ、あなたたちは無知や恐れを抱いて私に言うのです。「主よ、もしあなたが私たちをあなたのもとに
来させたいのなら、なぜあなたは私たちの行く手に誘惑や事件を起こされるのでしょうか」。しかし、マスターはあなたに
答えます。なぜなら、試練はあなたの魂に光をもたらすからです。あなたが見るための唯一の方法であり、知識を得るため
には見ることが必要なのです。光の子であるあなたがたは、わが真理の継承者なのですから、あなたの霊的生活には見るべ
きものがたくさんあることを理解してください。 

45 あなた方は恵みの時代の先駆者であり、その責任は非常に大きいのです。このような偉大な仕事の基礎は、私の神
性の聖域がその上に立ち上がることができるように、強固でなければなりません。私は、この民族の未来について多くを明
かしているのです。そうすれば、永遠に謎に隠された私を見つめることはないだろう。 

46 この教えの真髄に迫らなければ、新たな狂信の餌食になりかねないからだ。弟子たちよ、精神化には狂信も偏見も
偶像崇拝も迷信も入り込む余地がないことを理解せよ。スピリチュアリズムとは霊的な態度、スピリチュアライゼーション
とは魂の自由を意味し、それを達成した人は、物質から自分を解放し、肉の情熱から自分を解放し、犠牲と放棄を正しく理
解して生きたことになるからです。わたしの言葉を何度も聞いた人々 よ、すでにわが言葉が完成する時は近づいている。し
かし、わたしはあなたたちの中に、わたしの教えを理解することも、ましてや、わたしが与えた教えの準備や正しい解釈も
ないのを見る。 

47 あなたは私の愛を信じて甘く眠りなさい。しかし、私はあなたがたに言う。目を覚ますのが痛みでないように、見
守り、祈りなさい--

私が送る痛みではない、それは私から出たのではないものだから。その痛みは、人間が不従順であったことに起因している
。- 

自然、外的生活、内的生活、被造物全体、それらは、あなたが歩むべきゴールとしての無限を示す指差しのようなものです
。このようなことを考えるとき、自分の破滅を考えないのだろうか。- 

あなたは、生きている毎日が、魂の故郷に近づくためのステップであることに気づいていないのでしょうか。多くの人が死
を見るところは生であり、闇を見るところは光であり、無を見るところはすべてであり、終わりを見るところは永遠である
からだ。その無頓着さは、子供だましの遊びに夢中で、将来のことなど何も考えていない子供のような人がなんと多いこと
でしょう。 

48 あなたの心には現世での経験の光があり、魂には地上でのさまざまな生活の中で進化が残した光がある人たち。な
ぜあなたの魂は自分にとって無用なことで頭がいっぱいになり、あなたの痛みに値しない理由でしばしば涙を流すのでしょ
うか？ 

49 すべてのことに真理を求めよ。真理はすべての道にあり、日の光のように明るく澄んでいる。 

50 行って、これらの教えをあなたの仲間に話してください。私はすでに地方に良い知らせを受け取る準備をしている
。しかし、あなたはまだ対立すること、親族の意見を恐れているようですね。ある者は、神の裁きよりも、両親や兄弟姉妹
を恐れる。あなたは、自分が間違っているという彼らの意見を恐れるのか、彼らがあなたを裏切り者や欺瞞者と呼ぶことを
恐れるのか。- 

あなたがたに言うが、私はあなたがたの精神の中に、あなたがたの言葉によって、あなたがたの恐れる者たちを納得させる
ことができるような栄光の宝石を置いたのだ。 

51 あなたは世界の金持ち、学者、権力者、哲学者、科学者、宗派の聖職者、権力者のすべてがあまりにも偉大である
のを見て、私はあなたに言うのです。わが真理を語るのに、このような偉大さは必要ないのです。なぜなら、真の偉大さ、
つまり精神の偉大さには、金も、人間の科学も、肩書きも必要ないからだ。魂が愛を持って表現しないところに、真の偉大
さはないのです。今日、王座に座りながら、明日も不幸を背負っていく君主を知らないのか？以前、真理と宣言したことを
訂正する学者を知らないのですか？美しく、賞賛され、望まれた女性が、後にボロを着て歩いたのを見たことがないのか？
- だから、永遠の価値と一過性の人間の虚栄心を混同してはいけない。 

52 あなたの十字架を背負って、私に従いなさい。胸に刻んで、恐れないでください。一歩一歩、私の言葉を光の軌跡
のように心に残してください。自分を傷つけた人を許しなさい。しかし、もしあなたが倒れて、彼らがあなたの倒れたとこ
ろを嘲笑したとしても、気にしないでください。今、あなたに語りかけるキリストは、私の十字架を引き受ける者たちの支
えとなるのです。 

53 聞け、人々 よ、1950年はすでに近く、永遠の意志は実現されるのだ。試練が迫っていることを知らないのだから
、このとき分裂してはならない。ここで、私が今、わが言葉を受け取る民を用意したところでは、混乱があってはならない
。その時まで、この民は団結しなければならない。そして、その男女は、私の最後の宣言のために、その精神を準備しなけ
ればならない。その中で、あなた方に言うであろう私の最後の言葉を聞くことになる。天国で待ってます! 

54 このように準備するならば、弟子たちに霊から霊へと伝える人間の仲介者や声の担い手なしに、わが霊の光があな
た方に降り注ぐのをすぐに感じることでしょう。その時までに、あなたがたの献身は、わが新しい弟子の霊性、すなわち、
あなたがたの実践する内なる教団を証言する霊性を認識したとき、同胞が驚くほどにまで浄化されていなければならないの
です。 
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55 そうすれば人類は、何千年も前に予言された、わが帰還が起こるべき時が、現在であることに気づくでしょう。な
ぜなら、人々 は、神聖な光がすべての肉体と霊体に注がれていることを自分の目で見る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 122 
(1944年宣言) 

1 わが言葉を聞く間、しばらくの間、世の中の不条理を忘れなさい。そうすれば、あなたの精神は、立ち上がるこの
時代の光を見ることになるのです。 

2 多くの人々 にとってこの時間は苦痛と死に満ちていますが、あなたにとっては平和と希望に満ちています。しかし
、自分の実力を信用しすぎてはいけない、訪問も驚くかもしれない。あなた方がわが顕現に出席し、わが言葉を理解し、わ
が教えを実践することができるように、この平安を与えたのは私である。私はあなた方に私の教えを聞き、理解する時間を
与えたが、あなた方の探求心は地上の物質を超えておらず、したがって私の教えの意味を発見していないことがわかる。こ
のような理解の欠如は、わが正義の具体的な証拠をことごとく得ていながら、ひとときの考察もせず、これらの出来事の意
味を理解しない人類と似ている。 

3 世界のために祈ることができるように、あなたが生きている時代の現実に目を開いてほしいのです。他の時代に予
告されていた、善と悪の戦いが行われるその時こそ、現在の時代なのです。弟子たちよ、次の時代を見越して寝転がっては
いけない。あなた方は光の子であり、私はあなた方が人々 の間で信仰のたいまつとなるように、偉大な教えを啓示している
のです。 

4 あなた方は霊的啓示について眠っている同胞のところへ行き、親切な言葉で友愛的に目覚めさせ、人類が空にして
いる苦しみの杯の理由は、霊が忘れられているためだということを理解させなければなりません。 

5 もし人々 が、木の葉は神の意思なしには動かないと心から信じるなら、人生のすべてのステップにおいて、私の存
在を感じることでしょう。ある者は父として、ある者は師として、さらにある者は裁き手として私がやって来るのを感じる
だろう。 

6 あなたは、あなたを探すために、私にあなたの暗闇に降りることを強要しました。私はあなた方の迷いの中にいて
、すべての魂に私自身を感じさせようとしてきた。失われた羊を探すために深い淵に降りていく羊飼いのように、私は人が
落ちる最も暗い峡谷に降りていった。今、私の話を聞いているあなた方は、自分たちが生きている正義と償いの時について
、真に理解する必要があるのです。もし、あなたが頑なに無知を貫くなら、世界を包む闇はさらに深くなることを忘れない
でください。魂が一筋の光を受け取るまでに、どれだけの時間がかかるかわからない。 

7 現在、私が地上に送っている魂は、わが最初の啓示を受けた者に属しているので、律法の中で長子と呼ぶことがで
きる。私は、彼らが誰であるか、どこにいるか、何をしているかは教えません。もしあなたが彼らを認識するならば、あな
たは偶像崇拝や混乱に陥るかもしれないからです。 

8 私の教えを求めて日々 成長しているこの人々 に、私は、彼らがこのように私に近づくことができるように、一致団
結して生きるようにと言うのです。努力しなければ、どうして霊的な教えを伝える教師になることができないのでしょう。 

9 愛は、世界に蒔くために私があなたに託した種です。不毛の地を見よ、そこにはもう兄弟愛も友情も尊敬もないの
だ。芽生えた種は憎悪と野心であり、その果実は戦争、破壊、悲惨、死であることはすでにご存知の通りです。 

10 私があなたがたに言葉を与えた後、国家と民族がよりよい生活を求め、互いに争うことをやめるべきこの時代に、
主人があなたがたに何をしているのかと尋ねるのは当然だと思いませんか？あなたの仕事は何ですか？ 

11 私はあなた方に与えるために来たのだが、受け取ることだけに満足してはならない。私が与える平和は、あなただ
けでなく、多くの仲間のためのものであることを忘れないでください。大いなる戦いから目をそらすな。私があなた方を兵
士として装備していることを理解せよ。 

12 あなたは世界が平和を築くのを待っているのですか？今、魂には神の律法よりも人の律法が重きをなしているので
すから、どんな種でそれを実現できるのでしょうか。 

13 己を欺くなかれ、人の心には慈愛もなければ、霊化の努力もないのだ。したがって、彼らの平和、家庭、仕事、あ
るいはわが神性への崇拝の形を確認するための基礎が欠けているのです。 

14 やがて世界に平和が訪れ、そのときあなた方は私に感謝するでしょう、わが民よ。そして、私はあなた方にこう言
おう。目を開けよ。世界が成し遂げたこの平和は、長くは続かない。わが正義の剣でこれを滅ぼす。偽りのものをすべて滅
ぼすのと同じように。私があなた方に話すその平和は、相互の恐怖に基づくものであるため、見かけ上のものでしょう。真
の平和は不誠実な心からは生まれません。それは後から来るもので、天の国から人の心に降りてくるものなのです。 

15 もし、あなたが予言を世界に宣言したいのなら、そうすればいい。私はあなたをだましたりしないので、心配しな
いでください。諸国が間もなく確立する平和が誠実なものでないと、同胞に伝えたいのであれば、私に間違いはないだろう
。まもなく、この1944年に私がお知らせしていることの到来を、皆さんは体験されるでしょう。戦争、物質的な野望は終
わるが、後に宗教、教義、イデオロギー、哲学の「戦争」が発生するのである。この精神的な闘争の戦いは、真実の道を見
つけるのに役立つだろう。 

16 だから、人類が目を開き、偽りの神々 を暴き、奴隷の鎖を断ち切るために、そうしなければならないのだ。 
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17 この戦いが終わり、静寂が訪れ、謙虚に祈る者が自分の中に入って悔い改めるとき、あなたは彼らの心の中から花
の香りのように供物が立ち上がるのを見るでしょう、それは唯一神へのものでしょう。 

18 ハンセン病から解放されたこの世界をよみがえらせ、死から生を起こさせる。私は憎しみから和解の実を、愚行か
ら理性を生じさせます。 

19 それまでは、人数も知識も徳も増やし続けてください。武器を与えるのは、君たちがしっかりと立って前進できる
ようにするためだ。 

20 あなたが住んでいるこの地球上の一角は、あなたのミッションに好都合な場所なのです。それは、第一時代のイス
ラエルの民のあの「約束の地」に似ている。しかし、地の富を好きになってはならない。エルサレムの町が敵によって荒ら
され、ソロモンの神殿さえも破壊されたことを忘れてはならない。 

21 あなたの土地は、イスラエルの民に与えられたものと同じです。しかし、そこは霊の故郷でもなければ、第二のエ
ルサレムでもない。霊の都はこの世のものではない。 

22 アブラハムのように、もてなし続けることです。見知らぬ人があなたの食卓で食事をし、あなたの屋根の下で休め
るように、あなたがたは準備をしなさい。あなたの手に私の愛のバームを携えて、病人を癒し、彼に私の慰めを感じさせ、
健康を取り戻させることができるように。あなた方は、生ける神、目に見えない神が常に語りかける人々 であると同時に、
常に他の民族の偶像崇拝に影響されることを許してきた人々 でもあるのです。 

23 今、私が来たのは、あなた方を狂信と迷信から解放し、あなた方の父に対する霊的崇敬を思い出させるためです。
そうすれば、諸国がこの民に目を向け、大勢の人々 が近づいてきたとき、あなた方の中に道徳と美徳と霊性を見出して驚く
かもしれません。 

24 私が与えたこの教訓をあなたの精神に留めておき、あなたの準備に役立てるように。 

25 生まれ変わったら、またこの星に帰ってくるという考えに反発する人はいないし、生まれ変わりは魂への罰だとい
う意見もない。地上に住むことになったすべての魂は、輪廻転生の法則を経て、より高い成長を遂げ、私が彼らに託した任
務を遂行できるようになったのです。 

26 未熟な魂だけでなく、高度に発達した魂も、自分の仕事を終えるまで何度も転生してくるのです。 

27 エリヤは地上に来た預言者の中で最も偉大な人物ですが、偉大な働きをし、偉大な証明（神が存在すること）をし
たにもかかわらず、別の時代に、別の身体で、別の名前でこの世に戻らねばなりませんでした。 

28 この愛と正義の法則は、長い間人々 に知られていなかった。もし、もっと早く知っていたら、混乱したことだろう
。それにもかかわらず、父なる神は、すべての謎を解明するために、この時代に先立つ光となるいくつかの啓示としるしを
あなたがたに与えたのである。 

29 あなたの魂が地球上で様々 な存在であった過去は、あなたには禁じられているのです。私が輪廻転生の真実を明ら
かにしたのは、それが神の慈悲と正義をより現実的に理解させ、不正直な者、罪人、人生を無駄に過ごす者に、自分の犯し
た過ちを正すことができる新たな機会への希望を持たせるからに他ならないのです。 

30 この啓示によって、永遠の死や永遠の呪いという観念は永遠に破壊され、魂も人間の心もこの真理を把握したとた
ん、神の善意を歓喜し、賛美するのです。 

31 もし、今、それを知ってもなお、かつての自分の姿がはっきりしないとしたら、それは、まだ自分が進歩していな
い証拠である。 

32 ひとたび人が愛し合い、許し合う術を知り、謙虚さが心に宿り、精神が物質に勝つことを達成すれば、肉でも、世
界でも、情念でもなく、濃いベールを形成してあなたの後ろや前の道を見ることを阻むことはない。それどころか、私の教
えに従うことによって霊化された「肉」は、今日のそれが障害物、罠、霊の目の前の目隠しであるのとは対照的に、良心の
指示に従順なしもべのようになるのです。 

33 現在、あなた方は過去のものが見えたり、未来の啓示を受けたりする視力の才能の始まりを体験して驚嘆していま
すが、この霊的視力は地上生活中の肉眼の視力のように継続的に存在するはずだと私は確信を持って言います。 

34 あなたがこれらの高みに到達し、あなたの魂が、過去の経験のあらゆる果実を自らの内に刈り取りながら、自らの
存在を解放し、喜び、高めることができるように、私の道をもう少し長く歩くことが必要なのです。 

35 考えてみてください。もし、あなたの魂にすでに多くの光があったなら、あなたの心には多くの平和があるはずで
す。 

36 あなたが精神に関わることを探求しているからと言って、あなたを威嚇しようとする人たちの言葉に耳を貸しては
いけません。 

37 あなた方は、自分の魂に関わることよりも、物質的な生活の多くの部分を重要視してきたため、反転した実体のな
い世界を作り上げてしまったのです。しかし、あなたが自分の存在において本質的なものに生き生きとした関心を持つ時が
来たのです。そうなれば、あなたは自分の存在に生命と真の美を与えることになるでしょう。 
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38 しかし、私はあなたに言わなければなりません。この世の生活が徳と正義の高みに達したとしても、あなたの完全
な住処はここではないのです。この地球の谷間を通るのは一時的なもので、あなたの魂の上方進化を達成するための坩堝、
学校、教科書として役立つだけなのです。 

39 あなたの父の家には、もっと高い家があり、そこに住むようにと私が用意したのです。 

40 この言葉をよく考えて、信仰を持ち、自分の魂のために生活を整える人は幸いである、永遠にその実を刈り取るこ
とができるのだから。 

41 皆さん、この世で起こったことはすべて、前の時代に発表された、あるいは予言されたことだと、確信を持って言
うことができます。 

42 人がわが預言者たちの口を通して聞いたその言葉は、わが声であった。彼らは自分の意思で話したのではなく、神
の意思によって話したのです。 

43 私の予言、発表、約束の真の解釈は、あなたが私の言葉が適切なタイミングで実現するのを経験したときに、私が
あなたに与えるものです。 

44 あなたがたは、神の啓示に対して、いかに多くの異なる解釈をしてきたことでしょう。あなたは、私が私の言葉を
実現させたときだけ、真実を認識したのです。予言の中には、すでに実現したものもあれば、現在目の前で起こっているも
のもあり、また、まだその時を待っているものもあります。 

45 私は今も新しい預言者を訓練し、送っている。彼らを通して私は大きな奇跡をあなた方に示し、同時に彼らは過去
の時代にあなた方に示されたものの存在や近さをあなた方に告げ知らせる。 

46 古い予言は、新しい予言者によって確認される。この才能を感じる人は、祈り、見守り、そして真実のみを語るた
めの準備をしてください。そうすると、他の人が発表したことを確認する人が出てくるわけです。これは、過去の預言者た
ちが、ある時代には来たが、別の時代には来なかったが、その使命を果たしたときに起こったことである。 

47 インスピレーションで受け取ったものや、唇が話すことが理解できないことがあっても、心配しないでください。
昔の預言者たちも、自分の口が何を語っているのか、理解できないことがよくあった。 

48 私はあなたの証を受ける者に私の光を注ぎ、やがてあなたの予言の一つ一つを実現させる。災いなるかな、真実を
語るべきでない者たちよ、彼らもまた、その時になって発見されるのだ。その時、彼らは肉にも精神にも、恥を洗い流し、
負債を支払うためのものを見つけることができない。 

49 偽預言者を裁くのは誰でしょう？真理、それは良心を通してその心に届く光だからです。 

50 真理は常に純粋な心を求めて、自らを明らかにすることができる。あなたがたを清め、わが民の言葉、思い、業に
光となるように。 

51 私の持つ愛の鍵で、あなた方の心を開くのです。私は、あなたがたるんでいるのを発見しました。私は、あなたの
人生の道をのろのろとした足取りで歩いているあなたを驚かせました。私は、あなた方が私の神性のメッセンジャーである
ことを悟らせるために来たのだ。これは、父の言葉、第二の時代に人となられた方が、あなた方に伝えていることです。 

52 一度だけでなく、何度も、さまざまな方法で、私は弟子たちに私の再臨を告げ、約束しました。私は彼らに、私の
到来を告げる時を予言したのだ。自然界のサイン、人類に起こる出来事、世界規模の戦争、最高レベルの発達を遂げた罪。
しかし、世の中の人々 が、私が人間として再び現れると期待して惑わされないように、キリストは「雲に乗って」、つまり
御霊に乗って来られることを知らせたのです。 

53 その約束は果たされたのです。聖霊に包まれたマスターが、世界に向かって語っているのです。平和の主、光の王
国の主は、計り知れないほど大きな箱舟を造られ、そこに人は避難し、救われるのであり、それはノアが人類の種を救うた
めに箱舟を造った最初の時のように。 

54 わが教義におけるあなた方の進歩と忍耐のために、私は多くの秘儀の内容をすべて簡略化してあなた方に示そう。
7つの封印で封印された「生命の書」は、あなたにとってのインコグニートであり、6番目の封印が今解かれ、その内容が
あなたの時間を照らすものだからです。あなたにとってすべてが謎であったが、これ以上謎であって欲しくはない。七つの
封印は、私が人間に与えた七つの神の啓示であることは既に述べたとおりである。 

55 ロケ・ロハスが7つの共同体を設立し、そこに印鑑の名前をつけたことはご存知の通りですが、そのうちの6番目
の共同体は、実を結び枝を増やす木のようだと象徴的に言われています。また、1866年に新しい時代が始まったこともご
存じでしょう。しかし、あなたはまだ自分のアイデアをどのように秩序立てていけばよいのか分かっていません。これらの
教えの真相に迫ろうとする者もいたが、その解釈は、永遠なるもの、神的なものを人間的、物質的に限定して含んでしまう
ため、誤ったものとなってしまったのである。しかし、この異変が広がる前に、私はわが啓示の光で人類の闇を払拭するの
だ。 

56 今、あなたが踏みしめているこの大地に、私の神聖な光が降り注ぐように、私は準備したのだ。ここで、私が第一
時代に父として教えた「神の法」を思い出してください。ここで私は、イエスとしてあなたがたに与えられた私の言葉、す
なわち真の霊の歌をあなたがたに繰り返し、あらゆる謎を解き明かし、理解されていないあらゆる教訓を説明する真理の光
をあなたがたにもたらしたのです。 
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57 私はわが神殿を再建する、壁も塔もない神殿を、人類の心の中にあるのだから。バベルの塔は今も人類を分断して
いるが、その礎は人の心の中で破壊される。偶像崇拝や宗教的狂信も高い塔を建てたが、それらは弱く、崩壊せざるを得な
い。まことに、あなたがたに告げよう。わが律法は、神的なものも、人間的なものも、聖なるものであり、それ自体が世界
を裁くのである。人類は自分が偶像崇拝をしているとは思っていないが、本当に言っておくが、いまだに金の子牛を拝んで
いる。 

58 私はスピリットであり、神性であり、光である。目覚めよ、目を開けよ、我を見よ、我の声を聞け。あなたが今日
、人間の代理人を通してわが霊から受けているつながりは、最も完全なものではありません。ですから、あなたが父の声を
聞くようになる、霊と霊とのコミュニケーションの時代が始まるのです。 

59 その第二の時代において、私は盲人に会って目を与え、足の不自由な人を再び歩かせ、死者をよみがえらせた。今
、私は、何千人もの盲人、聾唖者、らい病者、霊魂の死者を目の当たりにして、世の中にさらに大きな荒廃を見いだしまし
た。わたしは正義をもってあなたがたのもとに来たが、同時に愛に満ちてあなたがたのもとに来た。 

60 人々 よ、あなた方は、私が昔、私の業と私の模範によってあなた方のために示した道を、私に従って歩むのか。確
かに犠牲の上に成り立っているが、その先には "約束の地 

"があるのだ。この時代にあっても、私は人間の富の偽りの魅力であなた方を盲目にすることはない。あなたの主人は、美
徳の輝きだけをあなたに見せてくれるでしょう。「私の王国はこの世のものではない」と、私はあなたたちに言いました。
本当に、あなたがたに言いますが、私は完全の中に君臨しているのです。 

61 144,000人のしるしある者たちによって形成される鎖の最後の環は、1950年にその霊に神のしるしを受けること
になる。彼らからメッセンジャー、預言者、弟子たちが生まれ、彼らの指導と祈りと模範によって人類に新しい命の種をも
たらすのです。 

62 今聞いているこのみことばは、やがて止まり、今聞いているときの至福の時間も終わる。もし、あなたがまだ今の
ように霊的に私の存在を楽しみたいのであれば、あなた方は没頭し、祈りながら私の愛を求めれば十分でしょう。 

63 これらの声の主を通して私の声を聞かなくなったからといって、私が不在だと考えてはなりません。わたしはあな
たの行くところならどこへでもついて行き、わたしのぶどう園でのあなたの仕事を見、あなたの一挙手一投足についてあな
たの良心に相談することを承知しておきなさい。 

64 この準備期間の後、偽の声の担い手が立ち上がり、主人はこの形で御言葉を与え続けていると宣言することを知っ
ているからです。私は、自分が起きていると思っていても実際には眠っていて、私に仕えていると信じながら実際には自分
に仕えている者たちが引き起こすであろうこの混乱から、あなた方を解放したいのです。 

65 この結合が終わる時は、この民にとって啓示の時となることを告げます。その時、あなた方ひとりひとりが、心の
中に種を持ち、精神の中に進歩を遂げていることを明らかにするからです。それによって、各人の傾斜が目に見えるように
なり、その理解、従順、霊化が実現するのです。 

66 私は、ある者がわが命令を冒涜し、そのためにその発展が止まり、誤りに陥り、その結果、彼らが始めた使命の進
行を停止させることを知っている。しかし、しばらくすると、わが言葉、わが教え、わが予言の記憶-

その中で私は、実現すべきすべてのことをあなたたちに警告した-

が霊から再び意識の中に蘇り、従順の道から離れた者たちを戻らせる。 

67 この瞬間、誰も言わない。"主よ、私はあなたに背を向けません、あなたに背きません"- 

あなた方の多くが守らないことを、マスターに約束してはならない。 

68 見て、祈って、あなたの心を物質主義から解放し、利己的な利益や情熱から浄化してください。この時代に無関心
でいることなく、勇気ある正しい判断で次の一歩を踏み出すために、私の教えを勉強してください。 

69 誓いを立てろとは言わない、使命を果たせということだ。 

70 明日、あなたがたは自分の行いや言葉によって私を否定することがないように、わが言葉を心の奥底にしまってお
きなさい、私があなたがたに数えきれないほど繰り返してきたことを、あなたがたはよく知っているのに、私が指摘しなか
ったと言って。 

71 ある者は心の底で言う。"先生、私たちを真のいのちに復活させるために来てくださったのに、あなたを否定する
ことができるでしょうか "と。 

72 あなた方の愛と信仰はまだ小さいので、自分自身を完全に信頼することはできない、と私は言っています。 

73 あなたがたは、わが教えを根気よく学び、あなたがたの徳が高まるようにしなければならない。そうすれば、試練
の時（すでに近づいている）が来ても、わが言葉があり、一時も絶望することはないであろう。 

74 見よ、弟子たちよ、私はどれほどの愛をこめて、あなたがたに覚悟を決めるよう勧める。もし、明日倒れたとして
も、言うことはないでしょう。主は私たちに、ご自分の旅立ちについて何の示唆も与えてはいなかったのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 123 
1 私の言葉は無尽蔵にあなたの上に注がれる。わたしはキリストであり、第二の時代に人の間に住み、再びあなたが

たのところに下ってきて、約束とみことばを実現し、ご自分のあかしをする。そのとき、父がモーセに指示された律法をわ
たしのわざで確認したが、彼は自分の意志でも人の意志でもなく、永遠の意志によって行動した。したがって、わたしがモ
ーセが話したことを破棄しなかったなら、わたしがイエスにおいてあなたがたに教えたことも今破棄しないことを、あなた
に告げます。 

2 ある時、弟子たちに囲まれたとき、弟子たちがこう尋ねた。「先生、あなたは旅立つと言いましたが、その後、戻
ってくると言いました。教えてください、それはいつになるのでしょうか？私は、彼らの素朴さと知識欲が、主の秘密の計
画を探究しているのを見ました。それにもかかわらず、私は彼らに愛情を込めてこう語った：「本当に、私が人のもとに戻
る日は遠くない」。そして、私の現存はその時、霊においてであることを理解させ、同時に、私の次の到来を知らせるサイ
ンを彼らに告げた。その兆候とは、地球全体に広がる戦争、混乱、大きな苦しみである。しかし、あなたがたに告げますが
、まさにそのような、混沌の中に、私がこの時来たのです。私はここにいます、あなた方人間の魂のための光と平和のメッ
セージを持って。これから私は（霊的）箱舟を作り、そこに自分を救おうとするすべての信じる人間が入り、人類は避難す
ることができるのです。この箱舟は、私に従う者の信仰と希望と慈愛によって堅固に築かれ、自然の力が解き放たれたとき
にノアに託されたものと霊的に類似しているであろう。 

3 あなたは何時の時代に生きているのですか？それを考えて、私は3つの時代に私の教えを与えたことを意識してく
ださい。第一は律法のもの、第二は愛のもの、そして現在のものである第三は知恵に対応するものである。 

4 私のものである一つの霊が、いつもあなた方と一緒にいます。しかし、もし私がそれを3つの異なる相で明らかに
したならば、私がすべての創造物において自らを現す形は無限であり、同時に完全であることを思い出してください。 

5 最初の時、あなたがたは裁き主、律法学者としての父を知るようになった。二度目に、私はイエスにおいて「私の
言葉」を人間とし、その言葉は神の真理をもって語られるようにした。キリストは「御言葉」であり、「御子を知る者は父
を知る」と人に告げた方である。今、あなたがたは、わが知恵を注ぎ込む第三の時にいるのだ。 

6 わが約束の成就として、私は霊で、あなた方の魂が私に引き上げられるときに形成する象徴的な「雲」に乗ってや
って来て、人の心の中に真の神殿を建設している。 

7 このような声楽家を通して私の声を聞くとき、私の霊がこの小さな不純な体に宿ったとは思わないでください。わ
が光の一筋が降り注ぐのは、あなたの知性器官であり、それは神聖なインスピレーションであり、知恵と愛であることは、
すでにお話したとおりです。 

8 このコミュニケーションのすばらしさを理解し、これらの無学な生き物の理解器官とその唇を通して、無知な人々
を啓発する言葉がもたらされることを実感してください。 

罪人の心に神にふさわしい家庭を築かせ、知恵の門を開く信仰の鍵を与えるためです。 

9 私は無限の忍耐をもって、あなたの魂の進化が、わが霊とあなたの霊との完全な結合の準備として、声を持つ者の
心の器官を通してのわがコミュニケーションを理解できるようになる時を待っていたのだ。 

10 このため、声の主は脳が疲れることもなく、喉が嗄れることもなく、わが言葉を発することができるのである。そ
の唇を動かして、わが呼びかけを人々 に届かせるのは、私なのだから。命の木の陰で休み、永遠の命の実を食べるようにと
誘うのです。 

11 私は自分の心を清め、心を清潔にする方法を必ずしも知らない被造物を通して自分自身を知らせ、他方で、あらゆ
る信条と内面の状態の人々 の前にわが顕現とわが言葉を示すことを考えるならば、罪、不正、不倫、物質主義、あざむき、
疑念の中でわが道を行かねばならないのである。しかし、この岩から水を湧出させることこそが功徳であり、それは人々 の
信頼と愛なのです。だから、私は群衆の中を一歩一歩歩き、自分の十字架を肩に担いでいると言うのだ。 

12 魂が新しい生命に目覚める時、それはまるで泣いて目覚める幼子のようですが、その泣き声は親の愛撫の子守唄で
すぐに静まります。 

13 もし、肉体にだけ命があり、魂に死があるとしたら、どうしますか？私にふさわしい行いは何か、不滅の希望は何
か、それを大切にすることができるのか。この時代、どれだけの「死者」を蘇らせたか、どれだけの「盲人」が私の光を見
たか！？ 

14 完全に目覚めよ、わが光の所有者となれ、しかし、わが愛のためだけでなく、あなたの努力と意志の力によってで
ある。永遠を語る教えを貫きなさい。それは、あなたの魂が必要とする光線です。天と地の間には、罪や人間の邪悪さでは
断ち切ることのできない絆があるのです。そのひとつが、あなた方と私の霊的な結びつきです。 

15 私の十字架は重くない。しかし、すべての霊的な仕事には犠牲が必要であることを常に意識していなければならな
い。私は、あなたが約束の地に無事に到着する瞬間まで、あなたの歩みをどこまでも追いかける、疲れを知らない巡礼者の
ようなものです。 

16 私は、金の輝きや典礼儀式の華やかさであなた方の目を曇らせてはいない。 



U 123 

62 

17 私の愛は、私があなたに提供する贈り物であり、私の言葉は最高の宝物です。私の王国はこの世のものではないか
らです。 

世界" 

18 私の言うことを聞く人々 は、まさにイスラエル人であり、しかも人種ではなく、精神においてである。私は彼らを
地上に送り続け、彼らが私の精神と人類の精神とをつなぐ鎖のような存在になるようにする。 

19 この霊的な民の中には、わたしによって印を押された144,000人がいて、イスラエルが砂漠を渡った第一時代の
レビ族のように、大群衆の道を照らす光となるようにするのです。懺悔と同時にあなたの償いはあなたを浄化し、あなたの
謙虚さはあなたを立派にしました。あなたの地上での旅は実を結ぶ雨のようなもので、あなたの仲間の心の中に私の種が発
芽するよう、私は保証します。 

20 人の心は邪悪なもので汚れているので、あなたの労苦は大きいでしょう。しかし、何も驚くことはない、私は戦い
のためにあなた方を準備しているのだから。 

21 そのとき、私はあなた方の心を愛と平和で満たし、それによってあなた方は満足し、幸福を感じたのです。 

22 私はあなた方に物質的なパンを提供しなかったが、あなた方は私の霊と交わりを持った。 

23 今日、皆さんは第一時代を思い出すとき、欠乏の時代に、民衆が滅びないように滋養食であるマナをもらったこと
を思い出すでしょう。今日、私の言葉はあなたを養い、訪問の日々 にあなたを支える。信仰がないために、退却したり、逃
げたりしたいと思ったことがどれほどあったか。しかし、私はあなた方の人生の砂漠の中に、私の存在を感じさせている。 

24 あなたがたに言うが、あなたがたのあらゆる試練に、わたしはいつもあなたがたとともにいる。 

25 信仰を持つ者は、たとえそれがからし種のように小さくても、それを持ち続け、成長させなさい。信仰を持つ魂は
幸いである!自分が私を宿していることを知らないために、私を見つける方法を知らずに、私を求める人がどれほど多いこ
とか。私によって啓発されたにもかかわらず、このような貴重な贈り物を楽しむために心を開いていないために、インスピ
レーションを得られない人がどれほど多いことでしょう。 

26 イスラエルよ、あなたは再びわが使者となった。戻ることを約束した私の言葉が、ここで実現したのだ。私は天使
たちと雲の上で、あなたがたに私の帰りを告げた。しかし、もし、あなた方が正しく理解する方法を知っているならば、私
があなた方に話した天使が誰であるか、そして、私が告げた雲が何であるか、すぐに分かるでしょう。 

27 エリヤは、"備えよ、主人の到来は近い。彼とともに、奇跡や霊的な栄光、宇宙の瞬間的な出来事を体験しよう 

"と言って、あなた方の心を整えたのです。しかし、人類のごく一部は、それらの予言の成就を予期し、「すでにしるしは
実現しているのだから、主の臨在は差し迫っているのではないか」と思っていたのである。 

28 そして、第三の時代にわが霊がその姿を現したとき、私はあなた方を一人ずつ呼んで、今がわが再臨の時であると
いう信念を確認し、私との霊的結合を達成するまで霊的に上を目指して努力するよう促したのでした。 

29 しかし、あなたがたがわたしに聞き従ったために、仲間から誤解され、中傷されたとしても、恐れてはならない。
話し声や意味のない言葉に耳を塞いでください。世の中で理解されることを期待してはいけない。知恵と平和と愛に対する
あなたの切望を満たすことができるのは、ただ一人、私だけです。しかし、そのためには、私に身を委ねなければならない
。そうすれば、私はあなたに平安と健康を与えるだろう。 

30 肉体よりも精神でもっと祈りなさい。救いを得るためには、一瞬の祈りや一日の愛だけでは不十分で、忍耐と辛抱
と寛大な行いとわが戒めに従う生活が必要なのだ。そのために、私はあなたに素晴らしい能力と共感力を与えている。 

31 私の仕事は、すべての人を招き入れる救いの箱舟のようなものです。わたしの戒めに従う者は、決して滅びない。
もしあなたがたが、わたしのことばに導かれるなら、あなたがたは救われるだろう。 

32 私が心に届けたこの種は、実を結び、人類に糧を与えてくれることでしょう。しかし、まだ咲いていない作品を咲
かせるためには、辛抱することが必要だと言います。愛と信仰を起源とするものは、すべて成長する傾向があるからです。
信仰と慈愛と善意は、何倍にもなって実を結びます。 

33 私は、強い者が弱い者を助け、健康な者が健康を与え、あなたが授かった実りを兄弟姉妹に分け与え、その充足の
中で、あなたの魂がいかに進歩し、慈善を実践することがいかに幸せかを感じてほしいのです。 

34 わが言葉が声の主を通して終わるとき、わが働き手であるあなたがたは、わが言葉をささげなければならない。し
かし、わが霊感を受けるために、あなた方はどれほど準備しなければならないか。遠くで垣間見たその時は、もう間近に迫
っている。だから、私の言葉を、それがどんなに単純で謙遜なものであっても、小さく考えてはならない。それぞれが神通
力を持ち、多くの人の心を慰め、癒す力を持っているのです。この力は、存在の意味を理解せず、人生における闘争から結
果を期待したすべての人々 に輝く光としてもたらされるでしょう。私が彼らを肉のためではなく、魂のために働かせるため
に送り出したので、彼らは受け取らなかったのです。その人たちには、私の単純で優しい言葉が平安を与え、休ませてくれ
るでしょう。 
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35 私の言葉を持たない国々 のために祈りなさい。戦争の苦しみを味わっている人々 のために祈りましょう。精神的な
平和の家を持たない人々 のために、たとえ無防備な女性や無慈悲に戦争に引きずり込まれる男性のために祈りましょう。祈
れ、重いのは君たちが生きている時間だ、君たちの団結だけが君たちを救うのだ。 

36 あなた方は終わりの時代に入り、人類は神の裁きがいかに重くのしかかるかを理解し、人々 は自分の行いを徹底的
に吟味するようになります。しかし、その裁きは人間を破滅させるものではなく、逆に人間を救うものである。そうすれば
、あなた方は、自分に託された使命を果たした存在として、罪の意識なく純粋に私のもとにやってくるでしょう。私の教え
によって示された愛の実践のみが、霊の平和である最高の善への権利をあなたに与えるのです。 

37 あなたを見守る愛すべき守護者マリアに、私はこう言いました：忍耐をもって待ちなさい。 

38 わが言葉を聞きに来た大勢の者よ、この世に支配する腐敗に惑わされてはならない。人間の理想が人間の誇大妄想
であり、虚栄と五感に訴える快楽であることを知るとき、あなた方の心の中に精神的高揚への憧れを呼び起こすべきである
。 

39 そのために、わたしはあなたがたを、わたしの畑で芽を出し、繁殖するとき、地上に支配する悪に対抗する種とし
て準備するために、この謙虚な場所を選び、そこから呼び出したのだ。 

40 私があなたに託す使命は、愛です。しかし、あなた方は、私に呼ばれたからといって、この世で最も純粋な存在だ
と考えてはならない。まだ、罪から解放されるにはほど遠いことを忘れないでください。しかし、そのために愛が薄れたと
思わないでください。多くの場合、私の最も熱心な弟子たちは、最も偉大な罪人の中から現れたのです。 

41 しかし、常に警戒して生きなさい。肉の弱点は、いつでもあなたの存在の中で明るみに出る可能性があり、肉を清
め、魂を解放するまで、それと闘わなければならないからです。 

42 あなたがたに言っておくが、あなたがたの変化に応じて、私はあなたがたの持つすべての霊的な賜物をもっともっ
と明らかにするのである。だから、わたしが日々 あなたがたに送る試練を拒んではならない。試練の後、あなた方はより堅
固に、私とあなた方自身への信頼を深めて、再び立ち上がることに気づくのです。もし、どんな大義のために戦う兵士でも
、まず戦いの準備をしなければ、どうなるのでしょう。ですから、もし彼らが誘惑を拒むために誘惑の落とし穴を知らない
としたら、私の兵士たちはどうなってしまうのでしょう。彼らは弱く、最初の難関で泣き叫び、一撃で退却してしまうだろ
う。 

43 見よ、弟子たちよ、私が今のような話をしなくなる一九五〇年は、もう間近である。それゆえ、終わりの日にわた
しの話に耳を傾ける群衆は非常に大きいので、多くの人々 がこのメッセージを知るようになると、わたしはあなたがたに告
げます。 

44 人は、キリストが人類の間に新たに-もはや人としてではなく、霊として-

おられたことをこの世で体験し、私はあらゆる時代に新しい形でわが身を現すことを理解するようになる。 

45 理解する。あの時、私があなた方の救いのために功徳を積むために来たとすれば、今はあなた方が積んだ功徳があ
なた方を救い、それによってあなた方が仲間を救うのです。弟子たちよ、これほど愛情をもって指導してくれた先生を持っ
たあなたたちは、人としての私の犠牲の死も、流した血も、無駄だったと思うのか。本当にあなたがたに言う。神の愛の象
徴である神の子羊の血は、すべての魂の良心の中に今もなお新鮮に残っているからです。今日、私を愛し、謙虚に私に従う
者は皆、この十字架を背負い、私は悲嘆にくれた道を支える者となり、死の間際に光と霊的な力を与える守護天使をその者
に送り届ける。 

46 もしあなたが、今回私があなたたちに私の言葉を聞かせたとき、私のプレゼンスが東ではなく西に感じられたと考
えるなら、混乱しないでください。 

47 もしあなたが、わが言葉が精妙でないと思うなら、それは謙遜の、簡素の教師が話しているのであって、この教え
の真髄に迫れば、あなたはすぐにその中に真の知恵を発見することができると理解しなさい。 

48 あなた方はまだ準備が少なく、戦いの高みに達していない。偉大な日の仕事は1950年の終わりまで始まらず、い
つ終わるかわからないからだ。戦いに敗れた者は、わが声を聞き、彼らに向かって言うだろう。あなたの魂は落ちていない
、あなたは霊的に上昇している、もしあなたが犠牲のために地上で栄誉を受けていなくても心配しないでください、私の王
国があなたを待っています、そこからあなたの子供や弟子たちがあなたの仕事をどのように続けているかを見ることができ
るからです。 

49 この民は、異教徒やパリサイ人が阻止しようと反対するが、まさに私の言葉から流れ出る真理と正義と愛の前に服
従するのである。耐え忍べ、愛する弟子たちよ、約束の地の門に大群が到着したとき、わが民を歓迎する印として門が開か
れる。彼らは勝利して永遠の敷居に到達する。 

50 わが兵士を待ち受ける戦いは、なんと美しく、なんと意義深く、なんと気高いことだろう。 

51 しかし、わたしは、あなたがたの中から、地のすべての民に福音をもたらす種を見出す方法を知っている。恐れる
ことはない。不可能なことは求めないし、死に導くこともない。私の名によって道を歩む者の一歩一歩に私は同行し、その
信仰が大きければ、その魂に乗り越えられない力を見出すだろう。しかし、ペテロのように恐れて私を否定する者、トマス
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のように信仰がなくて私を疑う者は、最も弱い者よりも惨めで、不器用で貧弱だと感じ、自分が賜物に満ちていることを忘
れてしまって唇を閉じ、手を隠さなければならず、私の話を聞いたことさえ否定してしまうだろう。 

52 この時、私の声を聞く恵みを与えられたからといって、誰よりも優越感に浸ってはいけません。しかし、あなたが
たが受け取ったこのみことばは、わたしがあなたがたの霊に遺した第三の書であり、これまでこの書の最初の二つの部分、
すなわち、モーセと預言者たちを通して明らかにした最初の部分と、イエスを通してあなたがたに与えた第二の部分だけが
世に知られていたことを、必ずや知るようになるであろう。しかし、あなたがたは第三の部分、すなわち、わが霊がこの時
代にあなたがたに遣わしたものを、持っていなかったのである。 

53 これらは3つのテスタメントであり、共に律法、愛、知恵、永遠の命を構成しています。 

54 私は、あなた方の多くが平和と高揚を待ち望み、精神化と愛の生活を望んでいるのを目にします。この願いは、や
がて人類全体の精神的解放を求める叫びとなるでしょう。 

55 それゆえ、あなたがたは、私があなたがたの世界に平和の王国を樹立することを告げるのを聞くたびに、「先生、
この予言はいつ実現するのですか」と熱心に尋ねるのである。いつになったら、すべての人が道徳と美徳に生きることがで
きるのでしょうか。いつになったら、親子間、夫婦間の相互尊重が実現するのでしょうか。子供の無邪気さ、処女の純粋さ
、人の正しさ、老人の高潔さ、裁判官の正義、支配者の寛大さ、一言で言えば「人の愛」が再び見られる日は来るのだろう
か。 

56 私はあなたを祝福します。あなたはすべての良いもの、美しいもの、真実のものに憧れ始めているのですから。し
かし、もしあなたがこの王国の到来までの時間を短くしたいのなら、あなたは見て、祈り、戦わなければならないと、私は
あなたに言います。この戦いのために、私はあなた方の心身を整えたい。私が他の時代に明らかにしたことに反対しないの
であれば、私は自然を支配する法則に反対しているのではないということも、あなた方に伝えなければならない。私は、あ
なたが周囲のすべてのものと調和を得ることができるように、私の愛をもたらす。 

57 我が法が認めないものは、肉体的な領域であれ、精神的な領域であれ、役に立たないもの、悪徳、乱用、過剰であ
ることを理解しなさい。だから私は、あなた方が誤りや情熱や狂信に陥らないように、いつも法の観想に没頭するように言
っているのだ。 

58 あなた方は、私が霊化の神殿を建設している石工であり、その神殿で私は自分自身をリフレッシュし、あなた方は
永遠の命のパンを受け取ることができるのです。 

59 この世でわが掟を全うすれば、あの世への到着を恐れる必要はない。あなたが到着したときに日の光を見たように
、あなたが地上で両親の存在を感じたように、あなたの帰りを待っているその「谷」で、あなたの主の存在を感じるでしょ
う。そして、あなたがたがわたしの胸に達するとき、わたしの声があなたがたに言うのを聞くだろう、「愛する子たちよ、
あなたがたの父はここである。私を見よ、私を認識せよ、私を愛せよ、そして被造物を観想せよ、私のものはあなたのもの
でもあることをあなたに知ってもらいたい。 

60 弟子たちよ、わが王国に入るためには、今日ある住処に住み、明日は別の住処に住むという道である霊的な梯子を
通り、完全な霊の住処に到達しなければなりません。第二の時代、「父の家には多くの住まいがある」と話したことを意識
してください。 

61 そして、苦しみから解放されたら、魂の仕事に専念しなさい。それは、善を行い、愛をもって仲間の道に種をまく
ことによって、生活の道徳的向上に努めることです。 

62 私を愛し、他の人々 の模範となるために自分の道を改める人々 は幸いである。私が彼らのために用意した道を揺る
ぎなく歩むからである。 

63 その昔、イスラエルが他国の捕虜となり、わたしがそれをあわれみ、救い主を送ったことを知っているあなたがた
は、今、心の底から、あなたがたの受ける束縛から救い出してほしいと叫んでいる者たちである。あなたは自分につきまと
うもの、脅かすもの、苦しめるものから解放してくれるよう、恐る恐る私に頼むのです。このすべてに対して、私はかつて
あなたがたに言ったのと同じことを言う。"私とともにいる者が、何を恐れることがあろうか 

"と。私から離れなければ、いつでも、どこでも安心です。もし恐れているのなら、あなたは正しい道を歩んでいないか、
もしそうなら、あなたは信仰が弱くなっているのです。 

64 そうすれば、すべての行いが、人間界でも霊的な世界でも、崇高な目標に向かっていくでしょう。 

65 誰の中にも敵を見ず、すべての人の中に兄弟姉妹を見ること、それがあなたの使命です。最後までそれを貫けば、
地上に正義と愛が勝り、その結果、念願の平和と安心が得られるのです。 

66 私が思いやりに欠けているとか、あなたの苦難を感じていないとでも思っているのでしょうか。私がある人を高く
評価し、ある人を低く評価するという考えはどこから来るのでしょうか？ 

67 人生は戦いである。しかし、決して仲間を敵と呼ばないように、そして、是非とも、私の正義をあなたの抑圧者に
降ろしてくれと頼まないでほしい。すべての人のために祈れば、あなたの祈りは光と平和となり、地球の表面に分単位で広
がっていくでしょう。 
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68 イスラエルの民が砂漠を横断する際に示した模範を、その霊的な意味において、私の新しい民がこの時代に実践し
、後に全人類が模範とするようにするためです。イスラエルの民は、弱音を吐いたこともあったが、最後は信仰と忍耐が勝
り、夢にまで見た土地を手に入れることができた。 

69 自由と愛と平和の生活を求めての長い放浪の旅は、逆境と波乱に満ちた人生との絶え間ない闘いでした。その人た
ちは、自分たちを取り囲む敵からの飢えや渇き、迫害を経験し、自分たちの命を守るためにあらゆるものと戦わなければな
りませんでした。彼らは、自分たちが理想とする土地に到達するのを阻む他民族と戦わなければならなかった。 

70 その闘い、逆境との闘いは、あなたが理想とする解放、上昇進化、魂の平和を達成するために今日直面しているも
のと同じです。しかし、あなた方はまだ、当時のイスラエルのように力を結集して、憧れのゴールに到達していません。多
くの人が、あなた方に託された仕事の中の課題、すなわちゴールに到達するまで熱意をもって絶え間なく闘うということの
理解を欠いているからです。 

71 今、永遠の「約束の地」に向かって努力しなさい。そこで、あなたが人生の長い道のりで苦労してきた安らぎを得
ることができるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 124 
1 民よ、イスラエルよ、私の言葉を受け継ぐ者よ、私はあなたがたを人類の慰めとするために準備しているのだ。霊

的に貧しい人、病気の人、疲れた人、肉体的・霊的に困っている人を探し出し、力と健康をもたらすこの霊的なパンを与え
なさい。 

2 この恵みの時に、私はあなたたちにわが霊を注ぎ、明日あなたたちが私の証人となり、私が主人として、父として
、裁判官として自らを現すという言葉を広め、わが子たちが、私を求めたい形で私を見出すことができるようにしよう、私
の中にはあらゆる形の愛の表出がある。 

3 道案内人であるエリヤは、迷える羊を捕らえて、わたしのもとに連れてくる。彼の争う霊は、あなた方が完璧に語
り、この時代に蔓延する混乱から魂を救い出すという彼の祝福された使命に協力するよう鼓舞しています。 

4 この知識、すなわちエリヤの偉大な使命、彼の属性とその完全性が明らかにされたのは、人々 であるあなたがただ
けです。彼は人類を導き、私のもとに導いてくれるでしょう。しかし、あなたがたも同様に、マリアを忘れてはいけないと
言うのです。神の慈悲と善意である彼女に帰依しなさい。すべての完璧さと美しさは彼女の精神の中に永遠にあり、私は彼
女が常に見守ってきた娘として人類を託したのです。あなたの苦難の中で、彼女の平和と愛を感じながら、自分を高めてく
ださい。地上から霊的な球体を見る能力を獲得した目は、彼女が完全な状態から恵みに満ちたあなたの世界に降り立つのを
見、わが言葉によって敏感になった心は彼女の存在を感じる。 

5 あなたには、これらの恵みのすべてがあります。一瞬たりとも疑わないように、具体的な証拠を持っているのです
ね。あなたの霊は、受けた恵みがあまりに大きいので、全世界がわが言葉を聞き、すべての魂が啓発されることを望んでい
ると感じているのです。しかし、私はあなたがたに言う。人類のために働くことができる。そのために、私はあなたに大き
な贈り物をした。わが知恵の太陽は、現在、すべての人を照らし、愛に満ちたわが正義は、すべての人の魂を注目させる。 

6 世界は、なぜ災害が多いのか、なぜ罪が増殖するのか、それを止める人間の手がないのかと問いかけています。そ
して、人類がバランスと正気を取り戻すには、より高い力、天の父だけが助けてくれると考えるのです。 

7 あなた方、私の弟子たちは、彼らに答えを与えなければならない。この教えは、これらすべての被造物に平和を取
り戻し、わが掟に従うことによって、彼らに新しい地平線、新しい生命を提供することができる。 

8 家族の懐に平和と理解の世界を創り、そこで生き、発展させる。あなたの作品に、私を語らせなさい。そして、同
胞を愛することがいかに平安であるか、神を愛することがいかに至福であるか、あなたの経験をすべて明らかにし、それを
聞く人に伝えなさい。 

9 イスラエル、あなたの使命は、仲間のために尽くすことです。あなた方の中で、他の国々 に平和のメッセージを伝
える準備ができている人はいますか？すでに、良い知らせを受ける運命にある人たちです。彼らの苦しみはあなたに届き、
あなたの熱心な祈りは多くの悲しみを和らげ、彼らに平安と希望をもたらしました。これらの国々 では、わが意志に従って
、霊化について語り、まだ知らないわが仕事の到来に心を備える先駆者たちが現れているのである。すべての国で、わたし
のことばは知られるであろう。人類が私に耳を傾けるなら、私の教えの一つで自らを養うことができるだろう。なぜなら、
その中で私は私の神聖な本質を広め、私の現存はすべての私の顕現において真に感じられるからだ。 

10 私はあなた方の心の空虚さを私の愛で満たし、あなた方の中に大きな霊的理想を呼び覚まし、あなた方を強くし、
あなた方の信仰は勝利したのだ。あなたがたの心に重くのしかかっていた試練は、今やあなたがたには小さく見え、あなた
がたは私を見つけたので、満足し、幸福である。 

11 人々 はあなたを判断し、あなたに希望を置き、たとえ疑っても、その霊はあなたがたがわが選ばれた者であること
を内心で認めるのです。あなた方の使命は大きいから、私があなた方を私の弟子として置いた場所で注意を示すために、い
つも祈り、見張りなさい。 

12 私は今、第三時代の弟子たちに、この言葉に含まれる霊的な本質を求めよ、その意味を発見した者は神の言葉を理
解できるようになると教えている。愛と真実は、その純粋さを表現できる人間の言葉を見つけることができません。だから
、人間の言葉を超えた言語でそれらを求めなければならない。あなた方は、真の愛が何であるかを理解し始めた弟子たちな
のです。ある言葉の発音が上手か下手かを判断するために立ち止まらないでください。そんな外面的な些細なことが、勉強
の妨げになってはいけない。これらは、訓練を受けていない単純な人間に特有の誤りである。私は愛と慈悲の王国から、愛
が異質なものである世界に来て、人類の中で目立たないように生きている無名の素朴な人々 を通して私の教えを始めたので
す。 

13 なぜなら、物質主義の虚栄心と人間の偽りの偉大さが、精神化、謙遜、兄弟愛を語る教えを受け入れないからです
。世界はまだ愛を理解する準備ができていない。だから、すべての人がこのような形で私の存在を受け入れることができな
かったのだ。 

14 キリストが人として生まれるために岩のくぼみを探したように、今日、私はこの地の片隅に、私の声を聞く準備が
できていること、そして、あの祝福の夜に神の子を迎えた洞窟と飼い葉桶に似ていることを発見しました。 
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15 この場では、私は沈黙のうちにあなたがたを準備した。今後、あなたがたは、わが言葉がすべての心に届くよう、
道を整えるために出発しなければならない日が来るだろう。その時、世界は苦しみによって浄化され、わが言葉はもはや外
国語のようにではなく、心と精神が容易に理解し感じられるものとして世界に現れるだろう。真理と愛を語る書物をあなた
に与え、あなたが全人類にそれをもたらすことができるようにします。 

16 この地球上に、この啓示を必要としないから行く必要はない、と言える人はいないでしょう。名目だけでなく、そ
の愛と慈悲と赦しのゆえに、真のキリスト教徒であると主張できる国があるだろうか。精神性の高さを証明できる国がある
のか？どこの国の人が好きなんだろう？実際にキリストの教えに従っている人たちはどこにいるのでしょうか。 

17 まことに、あなたがたは、書物に書かれたわが律法を、時には心の中に持っているが、それがあなたがたの生活の
中で実現されるのを私は見ていないのだ。そのために、わたしはあなたがたを試しました。赦すべき時が来ても、あなたが
たはその罪を赦す方法を知らず、かえって仇を討ったのです。困っている手がドアを叩いても、愛情をもって助けようとせ
ず、誰かを救うために自分を犠牲にする必要があるときは、むしろ自分の命と持ち物を守るために同胞を犠牲にした。だか
ら、人類は私の言葉を埃まみれの本の中だけに留めていると言うのだ。 

18 もし、私の言葉があなたにとって非常に謙虚に見えるなら、私はもう一度言います：これは表現の外形に過ぎませ
ん。この天の言葉は、あなたの精神にとって外国語ではなく、神に由来するものであるため、馴染みのあるものになるでし
ょう。 

19 今、自分が背負っている使命や責任を自覚していますか？ 

20 私の教えを疎ましく思う者もなく、その十字架を重荷に思う者もない。本当に言っておくが、あなた方がこの世で
送る人生は、もっと困難で重圧的だ。私の愛の十字架は、あらゆるくびきの中で最も優しいものです。 

21 あなたの霊は、3つの時代の霊的成長の間、私に従ってきましたが、まだ道の最終目的地に到達していないことを
考慮してください。あなた方は自発的に私に従ったのである。 

22 あなたの存在の奥底から告白が生まれ、あなたが私に「先生、あなたは私の主です」と言ったとき、それはあなた
の信仰の声が語ったものであった。その愛の十字架の重荷を感じている精神は、なんと喜びにあふれていることでしょう。
ただ、愛を持って引き受けない者は、人生の最後の瞬間に不満と不安を表し、その理不尽さの中で、時に主を冒涜し、私の
左のゴルゴダで磔にされた強盗のようになるのだ。この地上での生活は、真の生命に到達するための準備、段階に過ぎない
のです。 

23 私のドクトリンは、霊的にも自然とも調和した生き方を教えてくれる法です。あなたの心を照らし、安全で正しい
道を示してくれる光にもかかわらず、時折、法則から外れてしまうために涙を流し、良心が裁き、罰してしまうのです。自
然に挑戦し、その法則に反すると、すぐに祟られる。しかし、彼女が復讐をしたというなら、あなたは不当でしょう。私が
自然の中にいるように、すべてのものの中にいるのです。もし、あなたが奈落の底に落ちたいと思ったら、どうすれば落ち
る時の痛みを避けることができるでしょうか？ 

24 あなたが精神的に広大な砂漠を横断していることを感じてください。その向こうには、あなたの精神に約束された
平和と完璧と光の住まいがあります。遠く離れた罪深い都を、あなたの後姿で考えてみてください。今日、あなた方は鎖か
ら解放された。ついに、あなた方は情熱の奴隷から解放されたのだ。あなた方がひれ伏していた偶像は、あなた方のはるか
後ろに残っていて、無感覚のまま死んでいる。後に彼らは、あなたの後に来る他の人たちによって、台座から叩き落とされ
るでしょう。しかし、もし敵があなたを追いかけてきても、救いの海がその道を阻み、あなたは無事に人生の旅路を終える
ことができるのです。 

25 誰が引き返したいと思うだろう？だから前へ、地平線にはすでに希望の光が輝いている。あなたの背後には、失望
の闇がある。 

26 わが民よ、勇気をもって前進せよ。砂漠は乾燥して暑いのに、マナが降ってきて、その岩から水が湧いてくる。見
て、祈りなさい。砂漠の中でも誘惑はあなたを追いかけるでしょう。災いなるかな、見ず、祈らずの者に。災いなるかな、
新生への決意を弱める者は。 

27 兵士のように、広大な距離と荒野を越えていくのです。武器はもう知っている。戦いが始まる。そして、君たちを
止め、破壊しようとする者たちに対して、君たちの力を計るのだ。その戦いの中で、あなたはどのように生き残ることがで
きるでしょうか？信仰を失わず、闇と混乱の中を自分の光を消さずに通り抜け、侮辱、恨み、憎しみのない心で砂漠の果て
に到達し、敵を愛し赦すことである。そして、自分の精神が、立ち止まることも退くことも強要され、既知のあらゆる力と
能力を駆使し、自分の中にある未知の、あるいは眠っている霊的才能を探し出すことによって、戦いの中でとてつもなく強
くなったことを経験することになるのです。 

28 主の前に謙虚であれ、そうすれば、あなたは精神的に偉大になるであろう。世と肉の誘惑の前に弱音を吐いてはな
らない。イエスがあなたを「最下位」にし、自分たちはあなたを「第一位」にし、この世で偉大にすると、人々 は言うでし
ょう。 

29 私はまた、ダビデとソロモンが主を知ったときにしたように、世に冠と王座と杖を与えることができる。しかし、
彼らが私を裏切ったときに私の正義を感じさせ、力、インスピレーション、知恵の賜物を奪うことを許した。 
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30 今日、私はあなた方にこの世の王国を提供するのではなく、むしろ、あなた方がより自由に私に従うことができる
ように、この世の財産を取り払ったのである。私が提供する王国は、すべての人類を超越しています。この王国に入ること
に成功した者は、二度とこの王国を去ることはない。 

31 見よ、地の民と支配者たちよ。彼らの栄光と支配はなんと短いことでしょう。今日、彼らはその民に持ち上げられ
、明日、彼らはその王座から彼らを押し出す。誰も現世で自分の王座を求めないように。進もうと思うと、自分のコースを
止めてしまうから。あなたの運命は、私の王国の門に到達するまで、止まることなく前進することだ。 

32 なぜなら、わが霊と心にわが霊感が到達し続け、わが霊のことばで受け取ったすべてのことを理解させるからであ
る。 

33 最後の部分、第7章だけが欠落しており、まだ封印されている。この封印が解かれると、霊から霊への最後の教え
を受けることになるのです。 

34 私の正義は、賢明に人類を少しずつ大いなる啓示に近づけていくのです。師匠としての人生は絶え間なく教え、修
正し、試練はその霊的な声を良心を通して人間に届かせる。 

35 世界が最終的に霊から霊へと私と交わることに成功するために、私はあらかじめこのような形であなたに近づき、
人々 が発展の道を歩むための準備をしなければならなかったのです。このとき語られる私の言葉は、声の担い手たちによっ
て、あなたを落とし穴から、あなたの道における疑いや誤りから解放するために役立つ。その中で、あなたは私の指示の明
確さを発見するでしょう。 

36 私は、あなた方、人々 に、私が霊から霊へと人々 とつながるというわが約束を宣べ伝えることを請求する。この光
を子どもたちにも伝え、希望の光で自分の道を照らしてほしい。 

37 もしあなたが眠るなら、もしあなたが見守り祈ることを忘れるなら、もしわが約束が実現し、わが霊があなたを呼
ぶなら、あなたは再び混乱と疑念に悩まされることになる、それは私が戻ってきたとき、人々 が私を期待することを知らな
かったために常に持っていたものである。 

38 あなた方には、私がわが言葉を沈黙させた瞬間から、その研究と、わが霊と直接つながるために必要な成長を与え
る霊的訓練に専念してほしいのだ。この内なる、親密な、霊的な開発において、あなたはインスピレーション、啓示、霊的
な顔、強さという最も美しい果実を得ることができます。そして、最後の封印が解かれ、それが世界にその内容を明らかに
するとき、この民はわが約束が実現するのを見る寸前となるのだ。 

39 なぜなら、そうすれば、あなたは無気力と日常生活に沈み、あなたの精神を啓発するために来た私の神聖な声を聞
くことができなくなるからです。 

40 私は、人々 が私の霊の存在を期待するような、漠然とした予感だけであって欲しくはないのです。私の王国はこの
ようにして人々 にもたらされるのだという確信、完全な確信であってほしい。 

41 その第二の時代に、私はわが再臨を告げたが、それは漠然としたものではなく、明確な形であった。それにもかか
わらず、国々 は待ちくたびれ、ついにわが約束を忘れてしまった。 

42 私は、わが再臨を告げるあらゆるしるしを出現させたが、人々 が霊的に眠り、世俗に溺れ、宗教に停滞したため、
それらも人々 に気づかれないままであった。 

43 二度と過ちを犯してほしくない。私の言葉を聞きなさい。そこには、私が霊から霊へと人々 と交信する方法が書か
れている。 

44 あなた方の心からすべての物質主義を追放し、あなた方が想像できる最高の形でこの交わりを期待できるようにし
、現実を前にして失望も混乱も受けないようにしなさい。 

45 第一時代にメシアがイスラエルの人々 に約束されたとき、人々 はメシアが地上の強大な王であると期待した。しか
し、メシアを目の前にしたとき、彼らはその存在を認めなかった。 

46 私がこの世にいる間、私は人々 に私の帰還を告げ、それが霊的なものであることを理解させました。しかし、今日
、私があなた方に私の光線を送り、それが私の声を伝える人々 の心の中で言葉になって以来、私を信じる多くの人々 は、私
が戻ってくることを忘れてしまったため、あるいは、私がこの世に戻るときは、かつて私が来た時と同じ姿、つまり、人間
として戻ってくると考えて、私を否定しているのである。 

47 そして、時が来て、神の声があなたに聞こえるよう求めるとき、人々 や国々 は祈る姿を見つけるでしょう。彼らの
喜びは無限であり、彼らが受け取る啓示は比類ないものだからです。 

48 今を功徳の時代とせよ、人々 よ。すでに家父長たちはあなた方に教えと模範を示し、すでに預言者たちはあなた方
にわがメッセージを告げた。あなた方は、すでにキリストがあなた方の中にいて、あなた方の救いのためにすべてを与え、
その後、使徒やメッセンジャーがあなた方に光をもたらしたのです。 

49 今度はあなたが、今まで人任せにしていた十字架を背負う番です。今、あなたは自分の魂の最高の尊敬に達するよ
うに、自分の情熱を通して生きなければなりません。あなたの使命は、肥沃で爽やかな露のように、あなたの仲間の間に光
と平和を広めることです。背もたれに寄りかかって寝ないこと。東洋（ヨーロッパ）で起きている戦争が、西洋（アメリカ



U 124 

69 

）にも波及することを望んでいるのでしょうか？父や子や夫の血で土が汚され、女たちが日々 の糧を得るために労働の道具
を手にするのを見たいですか？道が苦渋の道となるまで待つのか？ 

50 覚えておいてください：人類が苦しみ、血を流して死んでいる間、あなたはお祭りを企画してはいけませんし、無
関心でいてもいけません。隣人の痛みを胸に抱き、愛と平和のメッセージとして常に祈りと思いを送り、苦しんでいる同胞
に慈悲を求めるべきです。 

51 皆さん、平和を望んでおられるようですが、そのために戦うことはありません。あなた方は私に許してほしいと願
っているが、まずお互いを許し合わなければならない。たとえ互いを知らなくても、互いに愛し合うことを教え、たとえ遠
く離れていて見えなくても、隣人の痛みを感じることを教えているのです。私はこの時、「雲に乗って」やってきて、あな
たが越えようとしている砂漠にサポートと愛を与えるために、あなたとともにいるのです。 

52 私は、あなたが任務を果たせるよう、この地球の隅々 にまですべてを用意した。乳と蜜の流れる新しい土地、輝く
空、肥沃で生産的な処女地、不思議と美しさに溢れた土地。すべては、あなたの人生の闘争と地上の義務に圧倒されず、あ
なたの霊が天の父を思い出し、あなたの隣人に役立ち、愛するための時間と力を残すために準備されたのです。しかし、あ
なた方は精神的に上達するための祈り方を知らないので、世の中の所有物を見守ることもせず、その結果、あなた方の土地
を歩くと他人のように感じ、遺産を見ると何の権利もない、ということになったのです。今、あなた方は、時に苦悩と不幸
を抱えながらも、霊的な運命を果たさなければなりません。それゆえ、わたしは、あなたがたが闘争に疲れることなく、ま
だ正義の時を経験できることを知るために、わたしのことばに力を授けるのだ。 

53 精神的な戦いが大きいとき、互いに温かく励まし合うこと、これが私の求める団結です。あなたは私を通して、あ
なたの行く手にあなたと戦う者たちが現れることを知っている。わたしのことばを用いる者は幸いである。わたしの旅立ち
が彼らの心を傷つけることはない。 

54 自分の土地で預言者となる者はいない。身内が疑心暗鬼に陥って、血を流し、涙を流しているのです。しかし、忍
耐して、イエスのように、涙を流す代わりに、他の地域や他の国に行き、信仰を見つけたところで真理を宣べ伝えた預言者
や使徒のようになりましょう。 

55 1950年以降、あなた方の中には、他の地方や他の国へ行き、そこでより多くの理解を得て、傷を癒す者がいるこ
とでしょう。 

56 わが言葉が絶えるとき、わが予言は次々 と実現する。そうすれば、不信心者は悔い改め、信仰を見出すだろう。 

57 わが言葉を正しく解釈し、わが命令を遂行し、刷新の仕事を続け、真実に団結すれば、あなた方に告げる、この地
に平和が訪れるであろう。その果実の豊かさとおいしさに舌鼓を打ち、外国人からは、正義の防波堤、平和の天国として見
られることでしょう。 

58 あらゆる無用な幻想、偽りの偶像をあなたの視界から追い払い、あなたの道を清め、国々 の平和のために祈りなさ
い。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 125 
1 見よ、私はあなたの世界にいて、あなたの良心を通してあなたに語りかける。私は皆さんにある仕事を託しました

。そして今日、その仕事をどうしたのか聞きに来ました。 

2 今回、こっそり来たわけではありません。最初の時代から、私の霊的な顕現が告げられた。だから、驚いてはいけ
ないのです。 

3 それなのに、なぜ、誰も目を覚まして、わが来訪を待たなかったのか。私が入るために、誰が彼の家を掃除したの
でしょうか。テーブルの上のパンを分けるために手を洗ったのは誰ですか？誰の心が私を迎え入れる愛で満たされていたの
か。誰もいない。しかし、私はここにいて、あなた方の間で約束を果たしているのだ。 

4 私が約束を守るよう示したら、私を手本としてその使命を果たすことが当然であると理解しなさい。愛する人々 よ
、私があなたたちを非難するのを聞くとき、あなたたちには平和がなかったことを思い出してほしい--

あなたたちには世界の平和のために祈る使命が与えられているのに--

だからこそ、あなたたちは私に尋ねたのだ、「主よ、私が見守って祈っているのに、なぜ国々 に平和が訪れないのですか」
と。しかし、私はあなたがたに言う。なぜなら、祈るだけでは不十分で、そのためには功徳的な働きも必要だからです。 

5 預言者たちは、すでに血を流して、あなたがたに真理を告げた。私は、あなた方の間で完全な情熱を生きるために
、すでに人間としてこの地上にいたのです。使徒や殉教者たちも、人類愛のために命を捧げたのです。今、あなたは自分の
十字架を背負い、平和の訪れを体験するために、自分の使命を果たすときが来たのです。 

6 人々 よ、心を開いて、あなたを襲った深い眠りから目覚めてください。もし、あなた方が越えている砂漠が果てし
なく続くと思うなら、その真っ只中で、あなた方の顔に太陽が最も熱く輝くとき、雲が現れ、その存在があなた方の心に、
私がとても近くにいることを感じさせると、私は言う。 

7 あなたは心の底から、自分はわが恩寵にも平和にも値しないと言っているのです。しかし、なぜあなたは価値がな
いのでしょうか？私は、あなたがよりよく私に仕えることができるように、すべての自然をあなたの自由になるように配置
し、あなたの人生がより楽しく、私への愛の賛美歌があなたの心から立ち上がるように、贈り物と祝福を浴びせました。 

8 今日、私はあなたに言わなければならなかった：仲間のことを考える時間があるように、自分の生活をシンプルに
すること。そうすることによってのみ、あなたの魂は自分を取り巻く物質主義から解放され、隣人の中で主を愛し仕えると
いう任務を遂行する機会を得ることができるのです。 

9 わが子たちよ、平和と兄弟愛のために戦え。しかし、勝利が近いとは思うな、まだ遠いのだ。敵が待ち構えていて
、たとえ霊的に力がなくても、強力で無敵だと思っているからだ。 

10 なぜ、私はあなたを裁くのか、人々 ？- 

なぜなら、わたしはあなたがたの心の中に秘密の罪や誤りが存在することを望まないからです。わたしはあなたがたからわ
たしのメッセージを受け取るべき人々 のところにあなたがたを連れて行き、彼らがあなたがたの誤りを指摘することを望ま
ないからです。そうすれば、あなたがたの主人に名誉がもたらされないからです。 

11 もし私があなたの不完全さを隠したら、あなたはどうなるのでしょう？もし、自分の犯した罪が痛みを伴わないも
のであったなら、あなたは自分の生き方を改善することができますか？ 

12 人の間にどれだけの苦しみがあるかを見てください。これは、彼らが蒔いた種が実を結んだものです。私は良心を
通して彼らに語りかけ、悔い改めさせ、改めさせるのです。しかし、彼らの心は私の声に耳を貸さなくなった。 

13 あなた方、民族の運命を導く者たちよ、まだ血と（破壊された）人の命に疲れていないのか。良心や理性の声が聞
こえないのでしょうか？あなたは高慢で傲慢だ。しかし、わたしの正義はあなたの傲慢を打ち砕くだろう。 

14 あなた方は傲慢だ。あなた方の科学で新たなバベルの塔を築き、そこから、あなた方の知識が神の啓示を上回ると
言って、わが権力に挑戦しているのだから。それによって、あなたがたは父の律法を足で踏みつけ、イエスのことばを偽り
、真理が知られることを恐れ、それによって世の栄光と権力を失うことを恐れているのです。 

15 私は、あなたの塔が高くなり、あなたの科学が成長するのを許しましたが、あなたに尋ねます。誰が隣人の命を処
分する権利を与えたのか？誰が彼らの血を流すことを許したのか。そして最後に、誰が法を犯すことなく、自分の兄弟姉妹
の運命に介入することができるでしょうか。 

16 人類よ、光の娘よ、目を開いて、あなた方がすでに精神の時代に生きていることに気づいてください。 

17 なぜ、あなたは私のものを忘れ、私のもので自分の力を計ろうとしたのですか。あなたがたに言っておくが、ある
学者が自分の科学であなたがたに似た存在を作り、それに霊魂を与え、良心を持たせる日に、私はその手にわが笏を置くで
あろう。でも、当分の間は収穫が違うでしょう。 

18 科学は死体と瓦礫の上に王国を築くが、それは非常に短いものであり、その後に正義と平和と愛の王国が確立され
るのだ。私は戦いに倒れた者、道を見失った者、別の道を示された者を探しに行くのだ。私は人を問わず、真の生命に引き
上げるために彼らを求め、汚れのない額にも、汚れのない額にも、私の愛の口づけを押しつけるだろう。 
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19 父なる神は、祈りの中で頭を下げる者を持たないあなたに語りかける。しかし、まことに、あなたがたに告げます
が、もし、私の上に偉大な人があれば、私はその人の前にひれ伏すでしょう、私の霊には謙遜が宿っているからです。あな
たがたは、わが小さな被造物であるにもかかわらず、あなたがたに語りかけ、あなたがたの話を聞き、あなたがたを慰める
ために、あなたがたの代わりに、わが下に降りてきて、わが上に上がろうと努力するのを、あなたがたは見てみよ。 

20 私の秘密の部屋はあなたのために開かれた。あなたが真実を愛し、あなたが作り出した虚構と空虚な人生から逃れ
る時が近づいている。物質主義の時代の華やかさは、やがて衰退を経験し、最終段階を迎えます。今はまだ、私が言ってい
ることをほとんど理解していないようだが、やがてすべての人が理解できるようになるだろう。 

21 あなた方自身が物質を通してのみ神を理解し、感覚を通してのみ知覚するものを信じているのに、どうしてあなた
方の生活が物質に支配されてはならないのでしょうか。 

22 私を知っていると称する者が、この地上で私を悪く表現したために、多くの者が私に背を向けてしまったのだ。無
神論者を自称する者は、私を心から追放したので、私は責任を問わない。しかし、真理を歪めて、多くの人が受け入れられ
ないような神を提示した者たちは、その責任を問わない。 

23 正しいもの、健全なもの、良いものはすべて、私が常に宣言してきた真理を含んでいるのです。 

24 あなた方が再び真理を愛する時、つまり、何が正しくて良いことかを認識する時が来たのです。あなた方は私から
生まれたのだから、高いもの、永遠なもの、純粋なものを求めるところに到達しなければならないのです。 

25 私は誰も投獄していませんし、誰も自分の選んだ道から離れることを強制していません。探索を望む者、楽しみを
望む者、私は彼らを許した。しかし、彼ら全てに私は私の律法、唯一の律法を彼らの前に示し、彼らが道から迷うことのな
いようにしたのである。 

26 今日、人類が誤ってたどっている道の先にあるもの、そして、人間がゴールに到達したときに見出すものは、倦怠
、疲労、失望、苦痛であろう。人間の精神は、このような収穫に身を任せることができるだろうか。そして、これが永遠の
父に捧げる果実となるのだろうか。いや、人々 よ、人間の精神は自分の仕事の結果に直面して目覚め、その時、彼は自分自
身の審判者となる。そして、この審判の後、彼は力に満ちて立ち上がり、自分の経験を生かし、真実だけを愛し求める仕事
に専念して、人生を更新し再構築するのである。そのとき、彼はわが声が彼に言うのを聞く道を見つけるだろう。「忍耐強
く賢いイスラエルよ、ようこそ。 

27 私はあなたを探し出し、あなたに言う：魂を起こし、私を見よ。私は変わらない。時間は私の上を通らない。私は
、ユダヤの多くの場所で、多くの方法で、永遠の真理の王国をあなたに語ったマスターである。一方、あなたは変わりまし
た。世の中の利己主義と悪意があなた方の心を蝕んでおり、あなた方は時々 、私の存在にふさわしくないと感じています。
私はあなた方を愛しているから来たのです。あなた方が道を改め、精神的な進歩のために戦ってほしいのです。 

28 私が与えた時間を無駄にしないでください。見ていてください、祈っていてください、どう働けばいいか教えてあ
げます。愛すれば喜びが生まれ、平和を創造すれば、この世の生は永遠の故郷の反映であると感じられるでしょう。 

29 私が来たのは、物質的な富を与えるためではなく、離俗と謙遜の精神生活を送るよう求めるためであることを忘れ
ないでください。そして、もう一度言います。"私に従いたい者は、自分の十字架を背負って、私に従いなさい"。この十字
架は、あなたが忍耐と勇気をもって背負う方法を知っていれば、決して重いものではありません。それは、私があなた方に
与えた使命の重要性を理解し、十字架があなた方の救いであることを理解したからである。 

30 私は、地球上のすべての創造物を、人間のリフレッシュのために形作ったのだから、常に自分の利益のために使い
なさい。しかし、自分の中には、自然が与えてくれるものを利用する限界を指し示してくれる声があることを忘れずに、そ
の声に従わなければならないのです。あなたが自分の体のために家を作り、自分の存在をより快適なものにするために保護
、栄養、満足を求めるように、あなたは魂が幸福で上向きに発展するために必要なものを与えなければならないのです。も
し、本来の居場所である高い場所に引き寄せられるのなら、舞い上がらせてあげればいい。彼女は私を養い、強くすること
を求めているのだから、彼女を捕らえてはならない。そうやって自分を解放してあげるたびに、彼女は喜んで体の殻に還っ
ていくんです。 

31 そうすれば、霊の法則と地上の生活を支配する法則を実現するための準備をすることができます。 

32 鳥は蒔くことも刈ることもせず、紡ぐこともしないが、多くの愛で養われ、着せられている」と言ったのに、なぜ
、寵児であるあなたたちは、わが力を疑うのか。日々 の糧を得るための闘いの中で、あなたを心配し、決して滅びさせまい
とする父の存在を忘れてはならない。また、わが戒律に従えば、人生の苦難は少なくなり、人生を切り開くのにそれほど努
力する必要もなくなり、試練の時に奇跡を体験することができる、と言っているのだ。 

33 第一時代、イスラエルの民は大きな苦難を乗り越えた。モーセは、パンがないために多くの民が絶望しているのを
見て、彼らにこう告げた。主が民に食物を送ってくださるよう、祈っています。モーセは忍耐と確信をもって祈り、神の御
心を待ちました。そして、その人の信仰に応え、報いるために、マナが降ってきて、人々 の必要を満たしたのです。こうし
て、私は彼らの祈りを聞き、彼と共にあることを明らかにしたのです。 

34 今、わたしはわが民に告げた、再び訪れがあり、民の間に大きな痛みが生じ、民を養うためのパンが足りなくなり
、今はまだ肥沃な大地もしばらくは不毛となり、あなた方はいたるところで痛みと飢えと腐敗を目撃することになるだろう
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と。哀れな男女の行列が、一軒一軒を回って愛の贈り物を懇願するのです。その杯は非常に苦いものですが、もしあなたが
祈る方法を知っていたなら、あなたの食卓にはパンがあり、あなた自身と仲間のために慰めを得ることができるでしょう。 

35 祈りと愛の活動によって、あなたを守ってくれる善の霊を引き寄せることができるのです。もし、私を身近に感じ
たいのなら、霊的に自分を更新しなければならない。そうすれば、私はあなたの食卓で栄誉ある地位を占めるだろう。必要
なものを欠かすことなく、仲間にも同じ恵みを分け与えることができるようになります。 

36 あなたには、試練の時に隣人を守るだけの愛がないのですか？私があなたがたのところに来たように、あなたがた
も仲間のところに行き、私があなたがたにしたことを彼らにしてあげなさい。もう一度言いますが、真の誠意を持ってわが
教義を広めようとする少数の働き手を通して、わが業は知られるようになり、後にすべての国でわが先駆者となる人々 の心
に定着するのです。 

37 科学が根付いてないんですね。あなた方は謙虚な心をお持ちのようなので、私があなた方を選んだのです。人の持
つ知識では、人類を苦しめる悪を治すことはできないからだ。人間が誇るその光、その科学は、心を変えるものでもなけれ
ば、魂を救うものでもない。 

38 現在、声楽家を通じて豊かに流れているわが言葉は、1950年以降、もはやこのような形で聞くことはない。真の
装備で霊的に上昇する者だけが、わが霊感を受け、わが名によって語るとき、信仰を見出すことができるのだ。奇跡を起こ
せるようになるためには、霊的な刷新と霊化がミッションに必要なのです。私があなたを道具として使って病人を癒すとき
は、いつもあなたの装備のことを考慮しています。あなた方は、この真理を同胞に納得させるために、いつも過剰な努力を
する必要はありません。多くの人が最初の瞬間から信仰を感じ、他の人は、自分を癒したのはわが言葉の神力であると謙虚
に告白するでしょう。 

39 あなたの祈りは、あなたが育てているこの小さな若木の足元に、澄んだ水のように降り注ぐように、あなたの心の
奥底に集中し、あなたの思いの結合で一つの精神を形成しなければなりません。そして、その低木は大樹となり、試練の時
に豊かな実りを与えてくれるでしょう。 

40 華やかさや壮大な儀式で私を迎えることができないからと言って、心配しないでください。あなたの謙虚さと素朴
さは、私の顕現のためにあなたが提供できる最高の環境です。私は魂が欲しいのです。彼らのために、私は別の時にこの世
に降り立ち、彼らのために私の血を捧げたのです。 

41 その時、私が人間として来る場所と時間を示したのは、私だったのです。そして、第三の時代に人間のもとにやっ
てくる場所と時間を決めたのです。すべては完璧な正義と知恵で準備されていたのです。新しい土地は、私の新しい到来を
目撃することになった。西洋は、わがプレゼンスの輝きで照らされることになったのです。聞いてください。昔、あなたの
国（メキシコ）の北に、偉大な部族が住んでいました。その部族から、私の光に感化された預言者が現れました。彼は、そ
の民を美しい土地に導き、そこに都市を建設することになった。この嬉しい約束を胸に、その恵みにふさわしい自分である
ことを証明するために、これらの部族は旅立ちました。原始林を抜け、砂漠を越え、山に登る。それは、第一時代のイスラ
エル人のように、乳と蜜の流れる約束の地、カナンのイメージである。 

42 木の葉は私の意志なしに動くことはなく、何一つ私の神聖な計らいと計画に外れるものはないことを悟りなさい。 

43 その部族は、成就した約束への信仰に感化されて、都市を建設し、その中で原始的な礼拝をその神に捧げ、家を建
て、その国にソロモンの栄華に似た華麗さを与えたのである。その土地は、約束によれば、繁栄と幸福に満ちた土地であっ
た。男は強く、女は優雅でやさしく、どちらも美しかった。しかし、この民が主キリストの名と働きを知る時が来た。海の
向こうからやって来て、すでに夢で見た見知らぬ男たちの口から、良い知らせがもたらされたのである。これらの地にわが
教えの光をもたらした人々 の使命は、非常に大きなものでした。しかし、本当にあなたに告げますが、私の教えが勧める愛
と慈悲と人間性の法則を実現する方法を知っている者はほとんどいませんでした。なぜなら、大多数の人々 は、欲に支配さ
れ、兄弟愛のあらゆる原則を忘れ、目に映るものすべてを手に入れるために罪なき血の川を流すことを許したからです。 

44 征服者たちはその民の偶像を倒し、彼らが明らかにした神を、あまりに不公平で残酷な方法で冒涜するように仕向
けたのである。偶像崇拝者たちは、このような非人間的な行為を通して、愛の神であるキリスト、誰の命も取らず、むしろ
ご自分を傷つけた者を救うためにご自分の命を与える方を認めることができたでしょうか。- 

それらの部族は、ちょうど第一時代のイスラエルがファラオやカエサルのくびきの下に落ちたように、より強い者の支配下
に置かれ、奴隷となったのである。その民に降りかかった苦しみ、苦悩、涙の時代。そして、その嘆きが天に響いたとき、
彼らは宇宙の慈母であるマリアの愛を、無限の善のマントのように自らの上に引き寄せたのである。 

45 その感受性のゆえに、これらの人々 はマリアを崇拝するよう運命づけられていました。なぜなら、彼らがこの神聖
な真理を認識し、愛したとき、魂を私に導く天国の霊的なはしごを見出したからです。 

46 そして、その人たちは誰なのか？- 

あなたがたは、苦難と長い発展の旅を経て、わが再臨とともに第三の時代の到来を経験したのである。 

47 それは、あなたが今聞いているわたしの生きた言葉であり、それによって、あなたがたがわたしの名を取り囲んで
いたかもしれないあらゆる狂信と偶像崇拝を破壊することができるようになるためである。私は、あなたがたが霊から霊へ
と私を求めることができるような、神への礼拝を教える。私が教える神への礼拝を実践するとき、この民は非常に偉大で強
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い精神力を持つようになる。そうすれば、虚偽を廃し、諸国が待ち望む精神化と光のメッセージを他の土地に運ぶことがで
きるようになる。 

48 この民は、わが正義がイデオロギー、信条、教義の大いなる戦いを導く、その戦いに備えることになるのだ。その
声は、私の弟子たちが精神的兄弟愛の使命を果たしているものであるだろう。 

49 その間、人々 が完全な霊性を獲得しない限り、物質的な教会が必要となり、目の前に彫刻や絵を置いて、私の存在
を知覚させなければならないことを理解しなさい。 

50 人間の精神化、物質化の程度は、その宗教的崇拝の性質で測ることができます。唯物論者は地上のものに私を求め
、自分の欲望通りに私を見ることができなければ、何らかの方法で私を表し、自分の前に私がいるような感覚を持つように
します。 

51 私を霊として理解する者は、自分の中にも、自分の外にも、自分を取り巻くすべてのものにも、私を感じるのです
。 

52 私は折に触れ、より高度な啓示をあなたがたに与えてきたが、人は自分の周りにますます多くの偶像崇拝を作り出
したために、それを理解することができなかったのである。その第二の時に、私は弟子たちに言った。「エルサレムの神殿
がいかに偉大で、荘厳で、壮麗であるかを見るか。それでもなお、この石は他の石の上に一つも残らないだろう"私の言葉
は実現した。私は、私の教えによって、その中に起こっていたすべての偶像崇拝と冒涜を消し去ったからだ。私はそれを「
三日」で建て直すと約束したが、それは今、この「第三の時」に成就し、私は人の心の中に新しい神殿、新しい聖域を建設
中であり、それは人の魂という最も純粋な土台の上に建てられているのである。 

53 偶像崇拝の祭壇が崩れるや否や、わが言葉がすでにあなたを待ち受け、あなたを暗闇に陥らせないように、新しい
光があなたの道を照らすのを見るとき、父としてのわが慈悲を認識するのだ。 

54 あなたがたの宗教の華麗さ、力強さ、豪華さはすべて消え去り、そうなれば、愛と真理に飢えた大群が食する霊的
な食卓がすでに用意されていると言っても、驚いたり憤ったりしないで下さい。 

55 多くの人は--

この言葉を聞くと、「マインだ」と否定するだろう。しかし、その時、私は彼らに、なぜ憤慨しているのか、実際に何を守
っているのか、と問うことになる。彼らの人生？それが私の守備範囲です。私の法律？それも見守っています。 

56 恐れることはない、わが大義を守って死ぬ者はない、悪だけが死ぬのだ、善と真理と正義は永遠に続くのだから。 

57 皆さん、心の底でどんな声が聞こえ、どんな道に導かれ、そしてなぜそれを求めるのでしょうか。あなたが私に従
う理由も知っています。なぜなら、あなたが聞く声は、あなたが時代を超えて、さまざまな形で進化しながら求めてきたあ
なたの神様の声だと知っているからです。 

58 あなた方は皆、自分の存在の底まで浸透するこの声が、あなた方の父の声であることを知っています。父はあなた
方を子供のように、完全な愛で小さな子供のように扱ってくださるからです。 

59 私はあなたたちに、愛に満ちた父として、謙虚な主人として、あなたたちの苦しみに決して無関心ではなく、あな
たたちの不完全さにいつも寛容で慈悲深い、あなたたちを私の目には常に幼な子として映している。 

60 あれほどの愛で形成され、永遠の命を宿した被造物が、霊的な命を気にかけることもなく、その存在が持つ完全性
を知ろうとする気持ちもなく、頑なに地上での死を求めているのを見ると、私はあなたを裁かなければなりません。 

61 わが言葉を研究し、その中にわが掟があり、それゆえ、決して撤回されることのない王の言葉であることを理解す
るように。また、あなたがたの霊には、法であるわが言葉が宿っており、あなたがたの肉体は霊に従属することを思えば、
道を退くべきでもないのである。だから、肉の声ではなく、私が存在する良心の声にもっと耳を傾けなさい。 

62 私の神聖な言葉が魂に降り注ぎ、あなたは霊的な力に満ち溢れているのを感じるのです。しかし、もしこの言葉が
偽りであれば、あなたの魂はこの言葉を聞いて満足することはなく、また、あなたが今しているように、この言葉を待ち望
んで再び集まってくることはないでしょう。 

63 私は人のために新しい時を告げた夜明けであり、彼らの精神が私に通じる道が照らされているのを見るときである
。あなたは、自分が完璧へのはしごのどの段にいるか知っていますか？自分が霊的に高い位置にいるのか、それとも悪の領
域に沈んでいるのか、分かっているのだろうか。あなたがたに言うが、この問いに満足に答えられる者はいない。 

64 あなたの魂は、地球に転生して生きている間、物質的な存在を生きることに閉じこもらなければならないと考えて
はいけません。いや、みなさんは、地上にいるときからすでに、永遠の住処となる王国がある光の領域に霊的に住むことが
できることを知っているはずです。 

65 魂は、この世で生き、父なる神がその善のために送る教えや試練を受けるために奉仕する身体という弱い支えによ
ってのみ、この世で自らを維持しているのです。この世の贖罪の時がいかに長く悲しくとも、それを牢獄と見なしてはなら
ない。誰も死を宣告されていない。それどころか、あなた方は皆、生きる運命にあると言っているのだ。すべての生き物は
、その生命の始まりに創造主から接吻を受け、それは悪に対する解毒剤であり、待ち伏せに対する鎧であったのです。 
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66 私はあなたの存在の理由です。だから、あなたの起源は善にあることを認識してください。もし、あなたの地上で
の過去が不正や罪深いものであったならば、あなたの良心を今、輝かせ、新しい生命に立ち上がり、地上の快楽の乱用によ
って悪と苦痛に陥った道を捨て去らせてください。私がイエスを通してあなた方に与えた模範の中に、あなた方の魂のため
の光り輝く道を求めなさい。私の地上での歩み、私の作品、私の言葉は、永遠の命の完全な教義と類似であり、私はそれを
相続財産として人間の霊に遺したのです。 

67 あなたは私の癒しのバームと私の赦しで油注がれる。幼な子よ、私を知りなさい、あなたが私について持っている
知識はまだごくわずかなのです。教えの中で話すことが、私が明らかにしなければならないことのすべてではない。たゆま
ず私のもとに来れば、あなたの目の前で命の書が開かれる。 

68 あなた方はすでに、モーセの時代に第一遺言、わが律法、わが現存を受け取っているのだ。あなた方はまた、キリ
ストがその神聖な言葉を通して人間に遺した、第二時代の第二の聖書を受け取っているのです。今、あなた方はわが霊から
直接第三の証書を受け取り、三つの啓示の結合により、第三の時代の偉大な弟子となることができる。 

69 人々 よ、あなた方は私に耳を傾けている間、歓喜に浸り、霊的な顔で私のプレゼンスを見るのだ。その顔で私を見
るのは、あなたの感覚ではなく、あなたの想像力の見せかけでもない。あなたが私に耳を傾けるのは信仰であり、この瞬間
のあなたの霊化と高揚である。あなたがたはここで、わたしの平和を感じる。しかし、あなたがたのすぐそばには、苦痛を
与える者たちがいるのだ。彼らは権力欲が強く、勝利のためには仲間を殺すこともためらわない。戦いに備えよ。偽りの土
台の上にある高い地位を求めてはならないことを、彼らがすぐに学ぶように。神の正義は、空虚なものをすべて破壊するの
だ。 

70 病人よ、私のもとに来なさい、私はあなたを癒す。飢えている者に、私が待っていることを知らせよ。人殺しは、
その血管から憎しみが流れ出るが、私のもとに来なさい。皆、私の話を聞きにきて、魂を整えなさい。1950年以降、光の
支配の輝きが始まるからだ。今日、君たちはやっと種になったが、明日には植物になり、最後には愛の実をつけるだろう。 

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 126 
(1944年宣言) 

1 心の底に突き刺さるような声は、誰からなのか。それはどこにつながっているのか、なぜそれに憧れるのか。- 

あなたがそれを求めるのは、そこに、人を執拗に求めてこられた方の存在を見いだすからです。そして、あなたの霊は、神
を身近に感じるとその神を礼拝する必要があるので、もはや神から自分を切り離そうとはしないのです。 

2 人はいろいろな意味で、私を求めてやってくる。それは、地上に存在するさまざまな宗教的共同体であり、その中
で、私を最も近くに感じるのは、より高い霊性を持つ者、活動の中で愛を蒔く者である。 

3 私の声は、あなたを撫でるから、父の声なのです。私の言葉は、あなたを指導するものだから、マスターの言葉な
のです。私はあなた方を幼児や子供の弟子と見なし、それゆえあなた方に私の世話をするのです。 

4 私があなた方と交信するこの形、つまり今あなた方に与えているこの言葉は、多くの人々 から反対され否定される
であろうことは分かっています。しかし、その後、それが理解され、信じられるようになることも知っています。そうすれ
ば、わが光は人の心の中で輝きをもって輝き始めるだろう。この時間は、人類にとって新しい日のようなものになるでしょ
う。しかし、神の光が以前より強く輝いているからではなく、不変のものだからです。その理由は、あなたの霊の目が開き
、真理を突き通すからでしょう。 

5 今日、私は、自由意志の贈り物を乱用したために、精神的に弱っている人類に出会いました。私は、正義と愛と慈
悲と善の道をデザインしました。人間は、見かけの光の別を作り出し、それが自分を破滅に導いている。 

6 私が再び来るとき、私の言葉は、あなたが進みたくなかった道そのものを示すだろう。この教えによって、あなた
が混乱したり無気力になったりするというのは、誰にとっても不当で理不尽なことであろう。 

7 私の光は無限から魂の中を照らし、あなたが作った道-私から遠ざかるか、私を求めるか-

をより明確に認識させる。私に向かって、完璧に向かって移動してください。山の頂上に登った者だけが、自分の下にどれ
だけのものが残っているか、どれだけの進歩を遂げたか、どれだけのものから自分を解放できたかを知ることができる。人
類よ、あなたがあまりに低く沈んだので、私があなたを探し、あなたの罪から救わないとでも思ったか。ここに私の臨在が
あれば、私はあなたの傷を癒し、涙を乾かし、あなたの苦難を慰め、あなたの孤独を伴います。私はあなたの精神と対話し
、あなたに私の神聖な口づけを感じさせます。 

8 私の愛は、泥沼に落ちた人たちを引き抜き、救うでしょう。彼らもまた、愛の使命を果たすために神の胎内から生
まれたのですから。 

9 あなたは間違いに陥るたびに、生きるために創られたことに気づかず、死を求めていることに気づいてください。
あなたがたは苦しみの杯を追い求めるが、私はあなたがたの存在に高い喜びと真の至福を蒔いたのだ。 

10 見よ、人々 よ、わが正義は、わが律法に背いたために、わが支配者の棒があなたがたの上に落ちて、あなたがたを
消滅させると考えた場合、あなたがたの想像といかに異なるかを。私は、最も自分を汚した者たちを呼び集め、美しい仕事
と高貴な任務を与えて、他の者たちと一緒に立派になり、その過ちから救っている。この祝福された仕事は、行いによって
知られるものであり、あなた方が他の人々 の模範となる人々 の一人となるためには、精神的な準備をする必要があります。 

11 私は、律法、教理、種である私の言葉を、あなたの「肉」ではなく、あなたの「霊」に置いています。精神は執事
であり、責任者である。この御言葉をそこに置いておけば、虚無に陥ることもなく、腐敗することもない。 

12 私はこの時代に輝き始める夜明けであり、あなたはこの夜明けに目覚める最初の一人である。それは新しい光では
なく、常にあなたの良心を照らしてきた同じ光なのです。今日、あなたがたに「霊化によってわたしのもとに立て」と言う
声は、かつてあなたがたに「善に徹すれば救われる」と言い、「互いに愛し合いなさい」と言った声と同じものである。私
が今お話するこの霊の道は、遠い昔、ヤコブに完成への梯子を明らかにしたときと同じものです。すべての魂の前に、天の
梯子が立っていて、あなたを誘う道となっているのです。あなたの出発点は、この人間の世界ですが、その下にはまだ深淵
があります。頂上に向かっては、無限に続く丘のような階段があり、精神化の頂上へと続いている。 

13 最初の一歩は、ほとんど誰が踏み出すのでしょうか？深淵の闇の中で誰が？最高レベルには誰がなるのか？- 

これらは、私の正義だけが知っている秘密です。 

14 私はあなたを平地、谷間に送り、そこであなたの放浪を始め、地平線上にあなたが登らなければならない山を示す
。 

15 この教えがいかに魂に有益であるかをご覧ください。肉体の物質は日を追うごとに少しずつ地球の懐に近づいてい
きますが、一方、魂はますます永遠に近づいていきます。 

16 肉体は、魂が地上に宿る限り、そのベースとなるものです。なぜ、体を鎖で縛ったり、牢屋に入れたりするのでし
ょうか。なぜ、人生の舵取りをさせるのか？盲人が目の見える人を導くのは正しいことなのか？ 

17 あなたがたに生命を知らせるのは、そのすべての段階において、私である。肉体と精神の維持の両方に役立つ。霊
の法則と人間の法則を満たす者は、自分の全生涯を創造主に奉献しているのです。 



U 126 

76 

18 私は、あなたが精神的な家に来ようとするとき、あなたの先駆者になります。私はいつもあなたの前に行く。あな
たの魂は決して怠惰に陥ることなく、常に精神的進歩の道、すなわち完全への新たな一歩を踏み出そうと努力しなければな
らないのです。 

19 私は主を信じています」と言うだけで満足してはいけません。 

- 

信念を貫く私は父を愛している」と言葉で言うだけでなく、本当に私を愛しているかどうか、自分を試してみてください。 

20 わたしはあなたに語りかけ、わたしのことばは油注ぎである。私はこのように、あなた方を教師として召したので
す。 

21 人間の心は新しい進歩によって啓発されたにもかかわらず、なぜ人間はますます私を見誤り続けるのだろう。- 

科学の木だけを育てることに気を使ったために、魂の完成をおろそかにしてしまったのです。 

22 かつて私は、"誘惑に陥らないよう、よく見て祈りなさい 

"と言った。しかし、御霊が主と語り合うための言語である祈りさえも忘れられている。この時代の人々 には未知の言語で
ある。 

23 彼らは一度祈る必要を感じると、私に表現する言葉を見つけられなくなるのです。でも、言葉や思いがなくても、
みんなが求めていることがよくわかるんです。しかし、わが霊が彼らに答えるとき、彼らは自分たちの準備ができていない
ので、私を理解しないのだ。すると、本来なら聞き慣れたはずの主人の声も、彼らにとっては未知のものとなる。 

24 私が人類に教えた祈りが純粋な心で実践されたなら、人々 は代々 、私の声を聞くたびに、より高い霊性を獲得した
ことでしょう。そうすれば、神との霊的なつながりは、この時、彼らが物質主義で作り上げた世界よりも、もっと愛に満ち
た、公正で現実的な世界を作るために役立つはずです。 

25 なぜ、スピリチュアリズム（霊化の教義）は、あなたの物質的な人生の展開に反対するものだと信じてきたのでし
ょうか。人類のために応用されたあなたの科学を、私がいつ非難しましたか？もし、このようなことをあえて言う人がいた
ら、その人は父に対して公正でないでしょう。 

26 精神化によって、人は自分の頭で考える以上の考えを受け取り、物質を支配する力を持つことができるようになる
のです。 

27 もし、魂の精神的な高揚が、自然があなたに見せる物質的な創造物の研究、あるいはその他の人間の目標において
実践されるなら、あなたの発見が知性による研究だけに起因するのではなく、すべてを創造した神があなたに与えるであろ
う精神的啓示にも参加するなら、あなたはその実りを得ることができるだろうと想像することができるだろう。 

28 見て、祈りなさい。そうすれば、わたしの声を聞き分けることができるようになり、わたしの霊感が現れて、それ
を理解することができるようになるでしょう。 

29 私はあなたを難破船から救います。私は暗闇を照らすビーコンです。私を求め、私を信頼しなさい。そうすれば、
あなたの人生を平和と美徳と霊的高揚の世界へと変容させることができるだろう。 

30 あなたが人々 に木陰を与える木を一本植えるたびに、私の霊を満たす喜びを私と分かち合ってください。1866年
にロケ・ロハスが設立した7つの集会所の代表として、1944年の現在に至るまで7つの集会所が開かれている。しかし、そ
の最初の者たちが分裂し、互いに調和して生きる方法を知らなかったとすれば、他方であなた方は、従順に、そして友愛的
に使命を遂行しなければなりません。あなたが出てきた第六会場を手本に、わが戒律に忠実であり続けなさい。七つの守護
の陰を一つにして、皆に同じ果実を与えよ。あなた方の心が私に従うという誓いを立てる前に、私はあなた方を試し、あな
た方を清め、あなた方の決意が破れないように強め、あなた方の良心は、この誓いは新約の箱の前に書かれたものであると
告げるのだ。 

31 あなたが私と交わす契約は、地上の義務ではなく、あなたの父から、つまりすべての被造物を造られた方から、あ
なたが受け入れるべく用意された霊的使命なのです。あなたのスピリチュアルな使命を果たす方法をお教えします。しかし
、私は、あなたが、あなたの精神の真実性と心の誠実さによって知られるように、人間的な問題に関してあなたがしたすべ
ての約束と約束を果たすことを強く勧めます。あなたのYESは常に「YES」であり、あなたのNOは常に「NO」である
ように。そうすれば、自分の決意をしっかりと守ってくれると信頼されるでしょう。結婚、親子、友情などの神聖な契約は
決して破ってはならない。 

32 人間の義務や約束を否定することがこれほど大きな苦しみを伴うのなら、主に対して自らを誓った霊的使命に背を
向けたらどうなるのでしょう。わが大義が放棄と犠牲を要求するのは事実ですが、同時に、それを追求する者を決して失望
させない理想であることを、私はあなた方に伝えます。ゴールにたどり着いた者は不老不死を手に入れることができる。今
、私はあなた方に言う。あなた方が地上で分離したグループを形成しないように、わが言葉を徹底的に勉強しなさい。あな
たが単独ではなく、すべての人とともに霊的に生きることができるような、理解と装備の程度を達成すること。私の教えは
、不和の種を蒔くことを望んでいないのです。 

33 真実、理性、光が、権力、暴力、恐怖に打ち勝つ時が近づいているのです。しかし、人はいつになったら、キリス
トのように「私の国はこの世のものではない」と言えるようになるのだろうか。そして、地上の財ははかないものだと悟る
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のだろうか--

創造されたものを何ひとつ欠かすことなく、すべてを正しい尺度で使うのだ。真の力は霊的なものであり、地上の力、その
虚栄、その栄光、その科学の輝きは、その支配がいかに長く続いたとしても、永遠の前に屈服することを理解せよ。 

34 人類は偽りの偉大さを追求することによって、多くの失望を味わいました。そして、本当にあなたに言います、人
類はさらに大きな苦しみを味わうでしょう。人は、自分の裁判官である良心が目覚め、自分の行いを省みるとき、どうなる
のだろう。その痛みは残酷で、自責の念は大きく、そしてその反動として、自分の罪を償うための霊的な方法を求めるよう
になる。この時期には宗教的な贅沢が顕著になり、狂信の最高峰に達するだろう。この後、宗教団体や宗派の間で争いや「
戦い」が起こるだろう。しかし、戦いの音に驚いてからでは、戦うための武器がどこにあるのかわからなくなるので、警戒
を怠らないようにしなければならないのです。私が象徴的に "木 

"と呼んでいる集いの場を、枝を広げて実を結ぶように、現在どのように増やしているかをご覧ください。 

35 私は今、聖霊の神殿を建設しているところです。しかし、これが建設されると、集会所、教会、巡礼地がなくなる
か、宗教的シンボル、儀式、伝統とともにその存在意義を失うことになるのです。そうすれば、あなたはわが偉大さとわが
存在を感じ、宇宙を教会として、隣人への愛を礼拝として認識するだろう。母なる自然の懐から新しい知識が生まれ、あな
た方の科学は繁栄の道を歩むことになる。なぜなら、神の声である良心によって正しい道に導かれるからだ。 

36 脳はもはや世界の主人ではなく、世界を導き、啓発する精神の協力者になるのです。 

37 人の心から愛と慈しみが失われたこの時代に、御父はあなたがたに言われる。 

38 私は、いつの時代もあなたを試したが、今回はなおさらである。皆さんは、自分の痛みの原因は何かと自問自答し
ています。あなたは精神を高めて私に語りかける。"私の苦しみは同胞の苦しみより大きい 

"と。いや、わが子たちよ、すべての結果を伴う戦争は、あなたがたの国には及んでいない。自分より苦しむ人がいる。も
しあなたが痛みを感じるなら、それはあなたが大きな責任を背負っているからであり、他人の痛みを感じているからなので
す。もし、あなたが彼らのために苦しむなら、あなたの仕事は良い実を結ぶので、祝福されなさい。民衆の中で働けば、わ
が言葉がいつでもあなたを励ましてくれる。 

39 このときあなたは、審判がとても身近に感じられ、誰もが自分の仕事の責任を果たす準備ができていると感じてい
ます。内なる収集に入り、自分の心を探り、良心の声が自分の過ちを示してくれることを期待するのです。しかし、私はあ
なたがたに言う。私は、あなたが自分の仕事に心を砕き、時には自分の義務以上のことをし、私の指示を果たすために犠牲
を払ってきたことを見てきた。そのために私はあなた方を祝福する。しかし、本当はあなた方に犠牲を払えとは言っていな
いのだ。あなたの能力を超えるからこそ、私があなたのために行う仕事がある。あなたはただ祈り、信じるべきです。 

40 今日、私が人に自分を知らせるとき、彼ら自身や彼らの習慣が変化していることに気づき、私を理解し、私に従う
ためには、彼らがもっと努力しなければならないことを知りました。罪が増え、環境が汚染された。悪い影響が広がって混
乱を招き、心も体も暗くなり、その中で「イスラエルの民」は解放を実現し、人類を救おうと奮闘しているのです。私の仕
事のために忍耐強く謙虚に働き、苦しい生活環境を乗り越えれば、あなたの功績はより大きくなります。 

41 もし、あなたが私の教えを語るのにふさわしいと感じたら、そうしてください。もし、まだ明確になっておらず、
あなたの言葉に説得力がない場合は、もっと時間をかけてください。私の教えを自分のものにするまで、私に耳を傾け続け
なさい。 

42 人間の理解器官を通して与えられたわが言葉を聞いたにもかかわらず、わが身を信じず、納得もしない者が、いか
に多いことか。もし、あなた方が準備しなければ、さらにどれだけの人があなた方を疑うでしょう。世界は武器や理論を携
えてやってくるから、それに備えなければ弱くなる。彼らはあなたを容赦なく尋問し、あなたがどのようにわが来臨の啓示
を受けたか、どのような方法でわが教えを受けたかを問いただし、あなたは彼らの質問にすべて答えることになる。あなた
方は慈悲深く寛容であり、最も簡単な方法でわが言葉の真理を説明し、その意味を理解させるよう努め、彼らが悟りを見出
すことができるよう手助けをしなければならない。 

43 平和の王国はまだ人に下っていない。しかし、私はあらゆる悪のための解毒剤を持ってきた。そして、過去の私の
言葉の実現として、平和が輝く夜明けのように上昇してあなたの魂を照らし、この苦痛の時間の痕跡が残らないことをあな
たに約束する。 

44 神の慈愛に満ちた新しい世代が、聖なる使命を帯びて地球に住む時が、もうそこまで来ているのです。その時、わ
が言葉が実現する。"最後の者が最初になり、最初の者が最後になる 

"と告げているのだ。各自が一生のうちに自分の使命を果たそう。平和な時代に戻ることを私が許すかどうかは分からない
からだ。 

45 我が慰めを感じよ、人類よ。わたしのうちに生きれば、試練の厳しさを恐れることはない。 

46 あなたのとりなし手であるマリア様があなたを祝福してくださいます。私もあなたを祝福します。 

47 キリスト教では、イエスの物質的な行いを重要視するあまり、イエスの霊的な働きを忘れてしまうことが多い。例
えば、人間的な貧しさと謙遜を混同し、肉体的な痛みと霊における真の情熱を混同しているのです。そして彼女は、主の肉
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体の血が世の罪を洗い流したものだと考え、魂の永遠の命である真の血は、主の言葉の本質であることを忘れているのです
。 

48 マスターはあなたに言う。もしその体が永遠にあなたがたの間に住む理由があれば、父はその体を処刑人から保護
したでしょうし、死んだ後、それがあなたがたの救いに少しでも役立ったならば、あなたがたにそれを残したでしょう。し
かし、その十字架上の任務が終わった後、あなたの目はもう彼を見ることができなかった。それは、あなたが彼から奪うべ
きものを、神聖なマスターから求めるためである。彼の言葉、彼の作品、彼の謙遜、そして完璧な愛のすべての例です。 

49 その人間の姿が地上から消えた後、イエスから語られた「言葉」の神髄だけが良心に残った。これこそが、生命と
愛というメッセージの本質、スピリチュアルな意味であり、あなたが切望すべきものなのです。 

50 あなたの父を霊で直接愛することを学ぶために、物質的な形式による崇拝を慎みなさい。 

51 ある人がイエスに "あなたは王ですか？"と尋ねると、師は "そのために私は来たのだ 

"と答えた。しかし、皆は彼の服装の貧しさから、彼が王になれるかどうか疑っていた。誰も、その人の謙遜の背後に、語
った人の威厳を疑わず、その言葉の深みに、平和と愛と幸福と正義の王国が約束されていることを疑わなかったのです。 

52 人間の視線は、常に外側に執着している。それが深く浸透しないので、人々 の不当な、誤った解釈が生まれるので
す。 

53 イエスが尋問され、侮辱され、さらには完全に拒絶されたことを知っているだろうか。と聞かれたとき、自分の弟
子たちでさえ、彼が誰なのか言えなかったことを知っているだろうか。同じように、この時代の世界は、あなたに語りかけ
たのは誰なのかと考え、あなたと交わったのはキリストであると否定する人が多いでしょう。すると、わが弟子たちの中に
は、誰が自分たちに語りかけたのか、それは父なのか、御言葉なのか、それとも聖霊なのかと、混乱する者も出てくるだろ
う。これに対して私は、真理が一つであるように、神の本質も一つであり、それを法、教義、啓示と呼ぼうと、私は時代を
超えてあなた方に与えてきたのだと言う。 

54 この真理を愛し、この光に従った者は、その父を愛し、父に従ったことになる。 

55 霊的な心を持った弟子は、常に私の作品の本質を追求し、私の神聖なメッセージの中に真理を見いだすべきです。
そうすれば、ある人は謎に包まれ、ある人は神学的教義で複雑にしているすべてのことの深い意味を、いかに簡単に発見で
きるかを体験することができるだろう。 

56 スピリチュアライゼーションとは、シンプルであることを意味します。それなのに、なぜ光のようにシンプルでク
リアで透明なものを複雑にしてしまうのか。 

57 この時代、あなたたちはわが言葉を求めて、その中で正義と愛への渇きを癒すために行ってきた。あなた方は善良
な弟子として私の話を聞き、教典のページが通り過ぎるのを注意深く見ているのだ。あなた方は選ばれた人たちです。私が
この教えを伝えても驚かないでください。でも、好かれているのはあなたたちだけではありません。平等と愛という私の仕
事の中で、私はすべての魂に貴重な属性を与えた。以前から呼ばれているあなた方は、自分が優れていると考えてはいけな
い。ただ、自分の任務を果たし、仲間に理解され、彼らがついてくるように、自分の内面を準備することだ。 

58 あなたは、私があなたに与える恩恵に感謝するために、いつも私を求めています。そして、あなた方が見ることの
できないわが霊は、この現存の姿であなた方にはっきりと語りかけている方である。私が使っている声の担い手が嘘をつく
のは許さない。私は彼らの良心に自分自身を感じさせ、彼らの心が平和であることによって、彼らの仕事が喜ばしいもので
あることを知るだろう。 

59 進化を求めるあなたの願いを叶えます。私はあなた方全員を道の始まりに置き、一日の仕事を始められるようにす
る。 

60 私の3度目の来訪の理由は、人類に対する私の愛であることを悟ることです。私は約束を果たすために、御霊によ
って来たのだ。 

61 "子を知る者は父を知る 

"と言ったろ？今、この時代に、私の霊の光で、人類にとって謎であったことを明らかにする。わたしがあなたがたを啓発
しているのは，エホバの戒め，イエスの言葉，そしてこの時代にわが聖霊があなたがたに下している啓示を一冊の本にまと
めるためであり，あなたがたは，三回におけるわが真理を証するためにわたしが来たことを確認するのである」。 

62 かつてのわが言葉は正しく解釈されなかったが、種は魂の中にあり、そこで私によって育まれる。 

63 イスラエルは、高い精神レベルからその神に語りかけることができるのです。私のもとに来なさい、そして、もし
疑いがあるなら尋ねなさい。あなた方が私と常に交わり続けることが私の意志であったのに、あなた方は霊化を望むあまり
、熱中したり狂信的になったりした。しかし、あなたがたがわが言葉を理解することはわが意志であり、それはあなたがた
のすべての行いに単純さと純粋さを勧告している。 

64 今日、あなた方が私の話を聞きに来る数は少ないが、このような催しで私の周りに集まってくる霊的な軍団は計り
知れないものがある。私の言葉は、すべてを清める清めの水のようなものです。私は、あなた方が自分の責任を感じ、後で
私に、"私は何をやっているのか分からなかった、私は悟りに欠けていた、私の両親は私に何の助言もしなかった、私の家
は不和の場所だった "と言わないようにするために、あなた方を指導するのです。- 
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子供が親を見誤ること、親が子供に良い手本を示さないこと、兄弟姉妹が争うことを見てきましたので、あなたにお願いし
ます。いつになったら、あなたがたの間で団結するのですか。私はいつも、あなた方に助言し、あなた方の世界での霊的進
歩を鼓舞するために、あなた方の徳の高い存在を地上に送ってきた。 

65 夫婦であれば、結婚で結ばれた夫と妻は、家庭を神殿にして、そこで子供を大切に育てることを意識してください
。彼らに哀しい遺産を残してはならない。人はそれぞれ、人生の中で自分の行いに正当な報いを受けるのです。 

66 あなたが友人を喜ばせようとするのと同じように、私を喜ばせようとするのです。乞え、求めよ、されば与えん。
私は、わが霊の喜びのためにあなた方を創造した。そして、あなた方の成長の助けとなるものを与えることは、私に満足感
を与えてくれるのだ。 

67 誘惑は憎しみを植え付け、生まれつき弱い人間は、仲間の心に壊滅的なダメージを与える。しかし、私が作ったも
のを壊す権利があなたにあるのか、と問いたい。なぜ信仰を殺すのか、なぜ裁くのか。人類は今、私に喜ばれる業を行って
いないが、わが霊の光は輝き、あなたたちが悪と戦うための準備をしているのだ。有害なもの、進化に遅れをとるようなも
のはすべて捨ててください。 

68 私と共に自らを強くしなさい。飢えることのないように、わたしのことばで自分を養いなさい。今日、あなたたち
は私の食卓でご馳走を食べ、私のパンを楽しみ、そして永遠に、主人が弟子たちを食卓に座らせ、彼らに話しかけ、彼らを
養ったことを思い出すことだろう。あなたが純粋な心で私を呼ぶときはいつでも、私はあなたとともにいると、私はあなた
に告げた。私はあなたの願いを聞き、そのために降りてきたのです。私が用意した信仰の目で、私を見よ。私はあなたの前
にいて、あなたを私のプレゼンスにふさわしい存在にしたのだ。わが言葉の真理によって、私を知れ。これこそ、あなた方
が身を投げた胎内です。しかし、もし世間があなたを私から遠ざけたら、あなたは戻る努力をしなければなりません。この
愛に満ちた心は、いつでもあなたを受け入れるために開かれています。 

69 第二の時代に人類との統合のしるしとしてあなた方のもとにやってきて、その後父のもとに戻ったように、今日も
一時的にやってきたが、私の普遍的な光線は1950年に差し控えることになる。ですから、その年を過ぎたら、もうこの顕
在意識はなくなりますよと申し上げたのです。そうすれば、あなたは霊から霊へと私とつながり、私の恩寵があなたの心に
降り注ぐことでしょう。あなた方が私をとても身近に感じる日が来るでしょう、わが民の素朴な心たちよ。仲間に仕えるこ
とで、私に仕えなさい。医者になって、愛の労苦が笑顔で報われるなら、満足できるはずだ。来世であなたの作品を書き残
します。 

70 愛すべき母マリア様を霊的に求めよ彼女を身近に感じるために、あなたの前にイメージを置いてはいけません。彼
女は、あなたがいつでもその姿を見ることができたエホバの母性愛なのです。彼女はあなたの "神の庇護者 

"です。母よ、これはあなたの子です！」と再び言えるように、彼女を愛してあげてください。 

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 127 
宣布 

1 私が話したいのは、あなたの精神だからです。 

2 私はあなたに帰ると約束したので、この精神的な試練に立ち会わずにはいられなかったのです。 

3 私の言葉に耳を傾け、私の言葉のノミがあなたの魂を形づくることができるように、安らぎを感じてください。 

4 あなたがたは、安らぎを与えてくれる場所を求めて、ずいぶんさまよいましたが、見つけることができませんでし
た。あなたがたは、最初にこの謙虚な集会所に来て、わが言葉を聞いたとき、この貧しく単純な集会所で、待ち望んでいた
安らぎが得られるとは想像もしなかったことでしょう。 

5 私は、愛によってあなたを私のために勝ち取りたいのです。だから、この教えをあなたがたに与えるのである。こ
の教えによって、あなたがたは、私があなたがたを迎えたときと同じ配慮と愛をもって、同胞である旅人や旅路にある人々
に教えることができるのである。 

6 人はパンだけで生きているのではない。人の内には肉体から来るのではない飢えと渇きがあり、それを満たすため
には、霊的な水とパンを求めなければならないのだ。しかし、私の教えを理解するために、あなたがたを苦しめることは必
要なことなのです。 

7 ある人は私に尋ねます。"主よ、人間の愛はあなたの前で許されず、忌むべきものでしょうか。""あなたは霊的な
愛だけを認めているのでしょうか。" 

8 いや、みんな。最も純粋な愛の感情は精神に属するものだが、私は人間の体にも、それが愛することができるよう
に心臓を置き、感情を与えて、その感情を通して自分を取り巻くすべてのものを愛するようにした。 

9 私は霊的存在に人間の生命を託したのは、彼らが地上で生活し、一旦は私への愛を証明するためです。そのために
人間を2つに分け、一方に強い特性を、もう一方に弱い特性を持たせたのです。その部品とは、男と女である。そして、そ
のために結婚をしたのである。人間の愛は、霊の愛に促されるとき、わたしに祝福される。 

10 肉体にしか根を張らない愛は、道を照らす良心がないため、無感覚な存在に特有のものです。さらに、良い組合か
らは必ず良い実がなり、その中に光の精霊が化身することを告げます。 

11 今、人々 よ、あなたがたの種を清め、霊的にも肉体的にも強い家庭を築くときです。わが子たちよ、わが意志を正
しく解釈するために、私を理解せよ。1950年がすでに近づいている。その日、覚悟を決めてほしい。覚悟を決めた者だけ
が、自分の立場を貫くことができるのだから。この人たちこそ、将来、私の真の証人になる人たちです。 

12 自分自身を霊化することができた者だけが、わが業を知らせることができることを忘れないでください。新しい結
合の形態に対して自分自身を準備していない者たちが、どうしてわが思いを受け取り、わがメッセージを再現するのに必要
なインスピレーションを得ることができるでしょうか？ 

13 皆さんの証言が人類のためになるように、この進歩を遂げてほしい。見よ、ある者はあるように考え、ある者は別
のように考えるならば、人を混乱させるだけであろう。 

14 この御言葉の本質は、私がダミアナ・オビエドを通じてあなた方に語りかけた顕現の当初から、決して変わってい
ません。私の教えの意味はずっと同じです。 

15 しかし、その言葉の本質はどこにあるのでしょうか。彼らはどうなったのでしょうか？私の言葉があなた方の間に
豊かに広まったこの時代に最初に書かれたこれらの神聖なメッセージの文章は隠されています。この教えが明らかになるこ
とが必要なのです。そうすれば、明日、あなた方は、この顕現がどのように始まったかを目撃することができるようになる
でしょう。こうして、あなた方は、わが最初の教えの日付とその内容、そして最後の教えを知ることになるのです。 

16 今日、あなた方はまだ、わが言葉が沈黙した後の人類の混乱を疑っておらず、そのような出来事が諸国民の間に放
つ旋風を想像することもできないでしょう。その都度、自分の責任が大きくなるように気をつけなければなりません。新た
な時間を過ごすごとに、より多くの悟りを得ることができるのですから。あなたの相続財産はすでに非常に大きいので、こ
の地上を去る前に、同胞である困っている人々 に分け与えることが必須です。 

17 あなたがたの心を敏感にし、わがことばを理解できるようにしなさい、あなたがたはまだ理解していないのだから
。明日、私が直感で私の言葉を伝えるとしたら、あなた方はどうやって私の言葉を受け取り、把握することができるだろう
か。 

18 真理と精神で団結し、最大の試練のときにも、自分たちを分離してはならない。一つの神、一つの意志、一つの言
葉があなた方と共にありました。したがって、現在与えられている指示と異なる指示を将来にわたって出すことはできない
。 

19 誰か、わが意志に背く勇気を持つ者はいないか。ある者は真理を守り、ある者は偽りの言葉を用いて教会を真の道
から迷わせるからだ。 
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20 弱くなるな、みんな。どんなときでも、私が君たちを「強い」と呼んだことを思い出せ。もし私があなた方の信仰
を欺かず、わが言葉の意味が変わりやすいものではないことをあなた方に証明したのなら、どうしてあなた方は悪い手本を
示して仲間を欺くことができるだろうか。次の世代に何を残すかを準備する時期が来たのです。 

21 多くの人が心の中で私に言います。「先生、私たちがあなたに不誠実であることを予見しておられるのですか。ど
うやったらこんなことができるんだろう？"そして、第二の時代にわたしの使徒たちに言ったのと同じように、あなたがた
に答える。「誘惑に陥らないように、見守り、祈りなさい」。あなたがたは皆、その中に、わたしを裏切り、売る者がいた
ことを知っているが、この時代にそれを行っている者が、わたしの弟子を名乗っていながら、知らないのだ。 

22 わが霊はあなたがたを呼び、わが声はあなたがたの心に教師として臨み、永遠にあなたがたの天の父の霊はあなた
がたの周りにいて、あなたがたを愛撫しようと求めているのだ。 

23 なぜなら、それに到達した者は、被造物のすべての美と、父の御業の栄光を見る術を知るからである。 

24 わが言葉は、あなたがたの心にノミのように働きかけ、あなたがたの魂を、光の中のわが霊のようになるまで形成
する。 

25 あなた方は混乱した心の前にいるのではなく、御霊の完全さと真理を証明してくださる方の前にいることを忘れな
いでください。私はあなたを命の木に近づけました。その枝には良い果実がぶら下がっています。今日はわが家で宴会だ、
多くの者がわが食卓にいる。しかし、今いる人の中で、明日、私に背を向けるのは誰でしょう。私だけが知っている。 

26 霊的相続を望む者は皆、わが食卓に来なさい、私とともに座り、このパンを食べなさい。そうすれば、立ち上がっ
たとき、自分がわが平和の所有者であると感じ、その霊は、私が現在形成しつつあり、わが子たちを結びつけている愛の鎖
のもう一つの輪となるであろう」。 

27 来て、来て、わたしの戸をたたいてください。近寄れ、追放された者たちよ、食べ、着よ。その後で、わが足跡を
歩め。苦い杯を飲まないように、われが定めた掟を学び、それに従いなさい。理解する。完全な道から外れる者は、私の王
国から離れ、死を見出す危険がある。 

28 私はあなたに、誰もが必要とする以上のものを与えます。なぜ？私があなたに託した多くのことを、あなたがたが
同胞に伝えることができるように。しかし、自分の目で見える苦しみだけでなく、自分の目の届かない苦しみにも心を動か
されるように、自分自身を霊化しなさい、それらはあなたの愛の活動の領域の外にはないのだから。また、あなたの感性は
、この世の生き物の苦しみに共感することに限定されるべきではありません。いや、愛に満ちた助けを求めて目に見えない
形で近づいてくる魂も感じ取るべきでしょう。このような場合、スピリチュアライゼーションによってのみ、彼らのニーズ
を明らかにすることができます。 

29 わが胸から流れ出た命の流れが、ひとりからひとりへと流れ、彼らの渇きを癒し、彼らの不純物を洗い流していく
のを見るとき、わが霊はどんな喜びに満たされるだろうか。 

30 人生は短い、1年は巨大な時間の中で失われた瞬間なのだから。父の意思に喜んで従えば、あなたに託された人生
の貴重な時間を一刻も無駄にすることはないのです。 

31 私の喜びはもう終わったのだから、私の言いたいことを理解するために、深く考えなければならないと、あなたが
たに告げた。あなたの利己的で物質的な生活に対する私の我慢は限界に達しています。それでも、私は新しい博愛を与える
が、それは霊的な性質のものである。 

32 本が開いている、開いたのは私だ。そのページには、常に神々 しいまでのコンテンツが表示されます。 

33 あなたの祈りが私に届いたこの瞬間、私のまなざしはあなたを包み込みます。あなたの霊魂に、わが光は父として
、主人として、そして審判者として降り注いでいる。そうだ、人々 よ、今日は私があなた方の供え物を受け取るために来た
日なのだ。あなた方が今日私に差し出す仕事の成果は何かと尋ねるために来たのだ。 

34 心が静まり、心が一瞬止まり、良心が判断に付き添います。 

35 私はもはやあなた方を幼子とは見なさない。あなた方は、第一の時代からすでに私によって霊的完成の道に置かれ
た偉大な魂なのだ。だから、わたしはあなたがたを長子と呼び、わたしの霊の腹心と相続人としたのだ。だから、私は今、
あなた方に、自分の魂と、道具として預けられたこの身体とで何をしたのか、説明を求めているのです。私はこの第三の時
代に、第六の封印の光を知らせるという困難な使命をもってあなた方を送り出し、あなた方の周りに、私の民となるべき大
勢が集まるようにしたのである。私は、あなた方を教え、装備するために、人間の心を通して自分自身を知らしめ、1950

年をこの顕現の終わりとしたのです。その日が近づいていることを自覚し、良心の呵責に耐え、自分に与えられた時間を使
い果たしたかどうかを知るために、時間をかけて自らを吟味しなければならない。 

36 私は、あなたがたに光の霊的世界との交わりを与え、それがあなたがたの働く一日を明るくするようにし、あなた
がたの前にエリヤを送り、彼があなたがたのために道を開き、試練の中であなたがたを励ますようにしたのである。私は平
和の天使をあなたに送りました。戦争や自然の脅威からあなたを守る彼の影響力を感じることができるように。 

37 わたしは父としてあなたがたに語りかけるが、裁判官としてわたしを求めてはならない。私はあなた方を愛し、長
い間待っていた。しかし、私の宇宙に対する裁きは容赦ないものであり、あなた方は私と一体となって、どこにでも師の言
葉を運ぶことを忘れてはならない。 
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38 もしあなたが平和と幸福を望み、健康と幸福を得たいと願うなら、隣人を愛し、あなたを害する者を赦し、困って
いる人にあなたのパン-私があなたに豊かに与えたあの無尽蔵の聖霊のパン-

を分けてこそ、これらの恵みの賜物を得られることを悟りなさい。 

39 この戦争の時代に平和の精霊となりなさい。あなた方の祈りは、兄弟愛のマントとなって全世界に広がることでし
ょう。 

40 私は人の血で赤く染まった大地と、犯罪を止めない人々 に思いを馳せます。そうでなければ、わが正義は国から国
へと行われ、あなた方も慈愛の欠如について私に答えなければならなくなるからだ。 

41 私は、あなた方を私の前で非難する者として見たくはない。あなた方を、私の父なる愛がいつでも助けてくれる私
の子供として、いつも見たいと思う。わたしがあなたがたを創ったのは、わたしの霊の栄光のためであり、また、わたしの
うちにあなたがたをリフレッシュさせるためである。 

42 私はあなたの罪を見てくよくよしないし、あなたの罪を見ようとも思わない。私は、あなた方の中に、修正する決
意と、私の仕事の中の霊的な熱意を見たいのです。 

43 私があなたを愛するように、霊的に私を愛することを学び、私の赦しによってあなたの汚れを拭き取ってください
。もし、この涙の谷の生活があなたにとって流浪の地であるならば、私と共に泣き、痛みを和らげ、新しい勇気を持ちなさ
い、あなたの魂はその過程で浄化されるからです。忍耐と降伏をもって自分の十字架を背負い、信仰と希望の炎を心に輝か
せてください。 

44 あなたの周りを見てください、平和を失った人類を見よ。しかし、戦争の結果があなたに感じられたら、彼女を許
してあげてください。 

45 わたしが送った試練に耐えた者を祝福し、わたしのぶどう園で働いた者を祝福する。病人を癒した手と、道徳的に
新しくなった男女を祝福します。私は、痛みの中で私を祝福してくれた病人たちと、彼らが受けた恩恵を私の愛の配慮のお
かげだとするすべての人々 を祝福する。しかし、わたしは、わたしを愛し、認める者だけを祝福するのではなく、すべての
わたしの子らを同じ愛で祝福するのである。 

46 あなたがたの宗教的カルトにおいて、あらゆる狂信的なもの、また役に立たないものを排除することがわが意志で
ある。なぜなら、わが神性のための真の聖域をあなたがたの精神の中に見出したいからだ。 

47 しかし、あなたの内なる準備と慈愛をもってしても、病人の一部を癒すことができないなら、そのことは私に任せ
なさい、私がそれに答える。私はあなたに言います。もし、私の弟子の誰かが完全な霊性を獲得するならば、その人は、視
覚によって、声によって、意志によって、あるいは単に触れることによって病人を癒し、死者を蘇らせたイエスのようにな
るであろう。 

48 弟子たちよ、ちょうど私がこの民の実りを受け取るために降りてきたように、私は全宇宙から、あらゆる自然の力
から、あらゆる王国から、あらゆる世界と住居から、人間に知られているあらゆる存在から、最も完全なものから最も完全
から遠いものまで、収穫と貢ぎ物を集めるだろう。私はすべての人に私の光を注ぎ、私の存在を感じさせる。 

49 人類は第三の時代に霊的に生きている。しかし、「第三の時代」の意味を知らない者は、あなたがたに偉大な啓示
を与えるわが言葉に学び、没頭すべきである。しかし、あなたがたはまだ理解するために学ばなければならないことの多く
は、あなたがたの知能がそれを理解するのに十分ではないため、現世で知ることはない。霊的生活に入ったら、新しい啓示
を与えよう。 

50 今この瞬間、私は地球の国々 に語りかけている。すべての者はわが光を持っている。この光によって、彼らは、あ
たかも自分が生命の所有者であるかのように、あえて生命を処分したことを反省するのである。まことに、あなたがたに告
げます。あなたがたの破壊と苦痛は、多くの者に深い悔恨を引き起こし、私を求め、私を呼び求める何百万もの者を光に目
覚めさせました。彼らから、嘆きの叫びが私に向かって上がってきます。 

1945年1月1日に受けた予言 

51 七つの国よ、ここにわたしはあなたがたの中にいる。七つの頭、この世で私の前に立ち上がる者たちよ。 

52 ENGLAND：私はあなたを啓発しているのです。しかし、わたしはあなたに力を与え、あなたの心に触れ、あ
なたに告げる。あなたの野心的な目標は倒され、あなたの富は奪われ、それは誰にも与えられない。 

53 ドイツ：私は今、あなたのプライドに取り憑いて、あなたに言っている：覚悟しなさい、あなたの種は滅びないか
ら。あなたは私に新しい土地を求めたが、人々 は私の高邁な勧告を妨げた。あなたの首を下げて、あなたに言います。私の
力を借り、私を信頼すれば、私はあなたを救う。しかし、もしあなたが私を信頼せず、自分のプライドに負けるなら、あな
たは倒れて、世の中の奴隷となるであろう。しかし、これはわが意志ではない。私が主人を倒し、奴隷と捕虜を解放する時
なのだ。私の光を受け、立ち上がりなさい。 

54 ロシア：私の精神はすべてを見ている。世界はあなたのものではありません。あなた方の上に君臨するのは、私で
ある。あなたがたは、わが名を消すことはできない。あなたがたに語りかけるキリストは、すべての人を支配するのだから
。 
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55 物質主義から解放され、新しい人生の準備をしなさい。そうしなければ、私はあなたの傲慢さを打ち砕くでしょう
。私の光を与えよう。 

56 イタリア：あなたはもう昔のように主人ではありません。今日、嘲笑、隷属、戦争があなたをダメにしました。堕
落した結果、あなた方は今、大浄化を受けているのです。しかし、私はあなたに言う。自分を新しくし、狂信と偶像崇拝を
取り除き、私を主の主として認めよ。私はあなたに新しいインスピレーションと光を注ぎます。私の癒しのバームを受け、
互いに赦し合いなさい。 

57 フランス：あなたは私の前にあなたの痛みをもたらす。あなたの嘆きは、わが高き御座に届く。あなたを受け止め
ます。昔は自分を主に向けて持ち上げていたのに、今は自分が引きずっている鎖だけを私に見せていますね。あなたは、見
ることも祈ることもしていない。あなたは肉の快楽に身を任せ、竜はあなたを餌食にしたのです。しかし、わたしはあなた
を救う。あなたの妻の嘆きと、あなたの子供の泣き声とが、わたしのもとに上ってくるからである。あなたは自分を救おう
とし、わたしはあなたに手を差し伸べる。 

58 アメリカ：今この瞬間も、私はあなたを受け取っています。あなたの心は、石ではなく、金属、つまり金です。あ
なたの金属製の脳が硬くなったのが見える。私はあなたの中に愛を見いだすことも、精神性を見いだすこともできない。私
には誇大妄想と野心と強欲しか見えません。 

59 続けて、でも、お願いです。いつになったら、わたしの種はあなたがたの間に深く根を張るのだろう。あなた方は
いつ、「金の子牛」と「バベルの塔」を取り壊し、代わりに真の主の神殿を建てるのですか？私はあなた方の良心に触れ、
最初の者から最後の者まで、あなた方を赦す。試練が頂点に達する至高の時に、あなた方の心が混乱せず、明晰に考え、私
があなた方の前に現れたことを思い出せるように、私はあなた方を啓発するのだ。 

60 私はあなたに光と力と権威を与える。わが大いなる助言に干渉してはならない。もし、わが命令に背き、わが引く
一線を越えれば、苦痛、破壊、火、疫病、死があなたがたの上に降りかかるであろうから。 

61 日本：私はあなたを受け取り、あなたに語りかける。私はあなたの聖域に入り、すべてのものを見渡しました。あ
なたは最後になることを望まず、いつも一番になりたいと思ってきた。苦難の杯を飲み、心を清めることが必要なのです。
自分の言語と他の言語が混在していることが必要です。世界があなたに近づくために必要なことです。世界が自ら準備し、
純粋であることを発見したとき、私が与える種をあなたにもたらすだろう、私は準備する者を見ないからだ。 

62 私は、あなたの中に私の神性の種を見ません。しかし、私はその道を切り開く。やがて宇宙には思想のカオス、科
学、意見、理論の混乱が訪れ、その混乱の後に光が届くのです。 

63 私はあなた方を準備し、あなた方を許し、あなた方が正しい道を歩むようにします。時が定まり、国々 に平和が訪
れるとき、不服従であってはならない。わが高邁な勧告を妨げず、わが意志に逆らってはならないのだ。国々 が平和になっ
た時、彼らを裏切ってはならない。その時、私はあなた方に私の裁きを下すのだ。 

64 7カ国！？7頭身！？父なる神があなたを宿したのです。あなたの前に、あなたの支配下にあるのは、世界です。
あなたは私にその責任を負っているのです! 

65 七つの封印の書」の光をそれぞれの国にとどめ、人々 がわが意志のままに身を処す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 128 
1 私はあなたがたにわが言葉をもたらす。それはわが王国へと導く梯子である。私が教えることに気づけば、あなた

は新しい人生に目覚めるでしょう。自分を完成させたいと思う人は皆、道が舗装されているのを見つけることができる。あ
なた方は皆、わたしの愛する子供たちだから、わたしの声があなた方を呼んでいるのだ。 

2 私のもとに来て、私の王国を所有しなさい。子供たちよ、若者たちよ、来たれ、あなたがたの願いを聞くことは、
わたしを喜ばせる。あなた方独身女性よ、私はあなた方に同行することを望む貞節な配偶者であり、愛する男性よ、私に属
しなさい。私は、あなた方が試練に打ち負かされるのを見るが、私はあなた方を試練から救い出す。私がこのためにあなた
を探し出しても驚かないでください。あなたは、私の思いやりに愛がどのように反映されているかを見たことがないのです
か？母なる大地が人類への愛ゆえに涙を流すのを見たことがないのですか？あなた方が飲む杯は非常に苦いが、あなた方を
清める。あなた方が流すこの涙は、マグダラがイエスの足に油を注いだときに流したエッセンスのようなものだからだ。今
、あの時と同じように、私はあなた方の罪を赦す。 

3 あなた方は世の中で邪悪なものに遭遇し、自らを汚さずにそれを乗り越えなければなりません。しかし、わたしの
力は、あなたが倒れないように支えている。それがなければ、あなたは弱くなってしまうからだ。賢くなり、見守り、祈れ
ば、無敵になる。 

4 私は、人類が精神的に貧しいと見ています。なぜなら、人類が得た力は物質的なものだからです。精神的なものに
比べれば、物質的な仕事は小さなもので、これらによって魂が不滅になることはない。善のための闘いで得た功徳だけが、
永遠の命を与え、強くしてくれるのです。 

5 高慢な人は、自分には力があると信じている。しかし、訪問者は、自分が主権者ではないこと、自分の「偉大さ」
が欺瞞であることを、ことごとく彼に思い知らせる。私が与えた力を善の実践のために使いなさい。 

6 私の言葉を疑ってはならない。私はあなたに信仰の種をもたらし、あなたがそれを育て、同じように私の奇跡を理
解することを学ぶことができるようにします。私はあなたの精神に良心の光を置きました。それは、私があなたに与えた法
則を知り、それによってあなたの魂と肉体を導くためです。私の指示の中で、あなたは健康、平和、喜びを見つけることが
できます。だから、このパンを食べる者は二度と飢えることがないと言ったのだ。 

7 私は、あなたが私を認識し、後に私が現在与えている知識を継承することができるように、あなたに自分自身を示
す。 

8 あなたは今を生きていて、私があなたの未来に何を運命づけようとしているのか知らないのです。私は地上に住む
精霊の大軍を準備しており、繊細な使命を携えている。あなた方の多くは、わが使徒が受肉する生き物の親になることを知
っておかねばならない。あなた方の義務は、それらをどのように受け止め、導くかを知るために、あなた方自身の内面を準
備することである。 

9 地球は私が用意したもので、私が創造したように清らかである。もし、そこに悪いものがあるとすれば、それは人
間がやったことだ。過去に起こったことに責任はないと言う人がいるかもしれませんが、人類は、あなたの罪によってどれ
だけの悪を作り出したことでしょう。しかし、私はあなたに答えます。あなたの魂はすでに他の時に地上に住み、不在で、
大地を冒涜してきたのです。自分が何者か知っていますか？今まで否定してきた人類に償うために、どれだけ努力しなけれ
ばならないか。 

10 疲れたときは、祈りの杖に寄りかかれ、それによって力を取り戻すことができる。私の言葉を聞くとき、あなたは
より高い領域へと上昇し、そこから私のプレゼンスを感じることができるだろう。わが掟を全うするためには、祈りによっ
て魂を高めるだけでは不十分であり、愛と慈悲の業を行わなければならないことを理解せよ。 

11 このラリーが終わる時は、もう間近に迫っている。しかし、私の霊があなたから離れることはないことを常に意識
してください。 

12 私がこの形で自分を知らなくなったとき、それは準備期間が終わったというサインになる。わたしは、わたしに仕
えた者の心を封じ、大きな労働の期間に休息を与え、わたしのぶどう園で従順なしもべであった者に報いを与えるであろう
。彼らには、わたしの霊の平和を残しておく。しかし、彼らはより高い啓示の道具としてあり続けるだろう。 

13 ことば」がイエスのうちにあった後、もはや肉となることがなかったように、この人を通してのわが霊の顕現も繰
り返されることはないだろう。私の光だけが無限から放射され続け、あなた方を真の道に霊的に導いてくれるでしょう。 

14 この光に注意を払えば、正しい道から外れることはないでしょう。わが掟を守りなさい。そうすれば、あなたがた
の霊的な賜物に対する信仰と信頼は非常に大きくなる。マリアとイエスとエリヤの力が何であるかを理解しなさい、私はあ
なた方にその分け前を与えたのだから。 

15 わが定めに従うことは、犠牲となることなく、むしろあなたの霊魂の喜びとなるであろうから、元気であれ。父の
側にいる幼な子のように、父を信頼し、父に希望を抱くようになりなさい。 
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16 私は、この人々 が人類のために祈り、人類を愛し、師の愛に感化されているのを見たことがあります。あなたの痛
みも大きいですが、これこそがあなた方を団結させ、真の家族にするものなのです。約束の地にたどり着くまで、人生の旅
路を通してあなたを慰めてあげよう。 

17 あなたが望む平和は必ず訪れ、それは今までの痛みと同じくらい大きなものとなるでしょう。その前に、これらの
予言が成就する時が近いことを告げる告知をあなた方に送ります。 

18 新しい時代の入り口を越えたあなた方を歓迎します。あなたがたは、なだめるような鐘の音を聞き、その呼びかけ
の声に集まってきた。それは、あなたがたに耳を傾けるようにと誘う父の声であると認識したからである。この願いと従順
さによって、私の声があなたの心に届いたとき、あなたはそれを認識することができたのです。 

19 自分に与えられた（地上の）人生の長さを知らないのだから、今この瞬間から出発することが必要である。人生の
道がどんなに遠くても、ゴールに到達するための誘因は常に満ちているのである。いつの時代も、目の前の謎が解けていく
。この第三の時に、わが言葉が霊的な実となってあなたを養うとき、私はあなたの霊のために保たれているものをあなたに
明らかにしよう。わが言葉は霊的にへりくだった者、心の単純な者に注がれる。それは、心を通り、心から心へ、そこから
霊へと流れるときに、途中で出会う不純物で汚れない澄んだ水の流れのようなものだからだ。 

20 この間、私は世の中の塵芥に入りませんでした。あなたの存在の奥深くに存在する内なる神殿には、私の霊だけが
存在し、私はそこに私の足跡を残しているのです。主の食卓についたあなた方は、このパン、このぶどう酒、これらの果実
の味を知り、決して惑わされることのないように。 

21 私はあなたの魂が病んでいるのを見つけたが、その前に私自身を置き、こう告げた。私の言葉に従って身を処せば
、求める土地に到達できる」。 

22 霊的生活について何も知らなかったころは、絶望を感じて、死ぬことで安らぎを得ようと考えたとき、神を冒涜し
たのです。無為無策はエゴイズムであり、エゴイズムは肉に属し、精神に属さない。生命の最後の息が絶えたとき、肉体だ
けが安らぎを得るのです。人々 よ、自分自身を霊化し、優しさと安らぎをもってあなた方に微笑みかける主人の顔を見るこ
とができるようにしなさい。 

23 種が増殖して広がるように、私の教えは人類を救うために広まるだろう。私の言葉を聞く者だけでなく、この言葉
を聞く特権を与えられなかった者も救われる。 

24 この民に、わたしは霊的な賜物を注いだ。それは明日、畑を肥沃にし、愛と和合と平和を発芽させる。わたしの種
は、わたしの使者によって広い土地、地方、都市に運ばれるからだ。 

25 私は、あなたが唯物論、エゴイズム、罪の囚人であったので、あなたの牢獄に探し出したのです。しかし、私はこ
のグッド・ニュースを人々 の心に届けるために、あなた方を解放したのです。あなたは決して私から離れることはできない
。あなた方は命の大樹の柔らかな葉であり、枝であり、新芽である。あなたの魂を通して、木の樹液が流れます。この契約
は、あなたと私を結びつけるものであり、決して破壊されることのないものです。ツリーは家族であり、その中で父親と母
親と子供たちは永遠に結ばれているのです。その中で、主の子たちは皆、自分たちが兄弟姉妹であることを認識しなければ
なりません。主義や出自だけでなく、愛による兄弟。 

26 この木の象徴は、あなたが私を釘付けにした十字架でした。 

27 ここに主人がいて、御言葉であなたの道を甘くしてくれる。一度この道で安らぎを感じた者は、ほとんどこの道か
ら離れず、つむじ風に打たれた過去の人生の過ちに逆戻りすることはない。私の言葉は、常に新しい教えと啓示に満ちてお
り、あなたが立ち止まることなく、退くことがないように、あなたを活気づける。 

28 何度も何度も、わたしはあなたがたに、わたしのことばでわたしの教えを与えている時間を大切にしなさいという
。わたしの旅立ちの時が来れば、もはやこの「ナイチンゲール」の鳴き声を聞くことはないのだから。 

29 最初の人」は「最後の人」の良き教師であってほしい。その中には、苦難を乗り越えた偉大な霊がいることを認識
しなさい。 

- 

は、大きな愛をもって私の霊的な仕事を受け入れ、私の教えをその心に、私の励ましをその精神に宿して、人々 の間で闘い
を始めることでしょう。 

30 あなたがたが強くなり、あなたの信仰が真実となるように、わたしがあなたがたを教え、備え、試練を与えよう。
私はあなた方をわが意志の道具として用い、あなた方の仲介によって多くの業を成し遂げよう。あなたがたの唇を通して、
わたしは大勢の人々 に語りかけ、その中から、この時代にわたしに従ってくる者を選ぶ。 

31 慈愛に満たされ、人類の悲劇を感じ、その試練と贖罪を理解し、祈り、見守ることができるようになりなさい。私
の弟子として仲間のために同じことをすることができるように、主人はあなたの危機の時に見捨てないことを忘れないでく
ださい。 

32 私のメッセージが仲間の心に届くために、あなたは必要不可欠な存在だと思いますか？いや、しかし、あなた方は
、私があなた方に託した使命を果たさなければならない。そのために、私は必要なものをすべて与えているのだ。今日、何
の取り柄もない人が、明日は何をしてくれるのか知っていますか？ 
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33 人類に大いなる浄化の波が押し寄せ、あなた方が呼吸する空気の中にも、私の正義を感じることができるのです。
しかし、この苦悩の杯はまさに人類を道徳的、精神的に変革するものである。 

34 あなた方の刷新に努め、もはやわが指導の前では幼な子であってはならない。そうすれば、あなた方は少しずつ弟
子となり、理解したことだけでなく、実践したことで、弟子となることができる。 

35 この木の陰で休んで、元気を取り戻したら、この木の番人になって、この木の世話をしなさい。この手入れと保存
のための愛情は、大地を肥沃にし、リフレッシュさせる水のようなものでしょう。そして、あなたは枝を伸ばして、日陰を
広げ、多くの困窮者がその下に避難するようにされます。多くの人々 が健康と霊的な安らぎを求めてやって来る。その時、
あなた方は準備をしなければならない。 

36 世界の平和と国を治める者の啓発のために、あなた方の霊から祈りを起こさせなさい。あなた方は心が荒み、気難
しくなってはならない。私の仕事が行き詰まらないように。迷える心を救うため、現在、各地でMy "木 

"を植え、広めています。この「木」には、人間の（宗教的な）狂信や偶像崇拝を排除する役目があるのです。 

37 もう一度言いますが、私はあなたに言いたいのです。私は道である、もう危険な道を歩まないでくれ。 

38 これらの共同体はすべて一体となって、エリヤが主に差し向けるハードルを形成する。しかし、これらの共同体の
監視を任されているあなた方は、わが言葉を聞くために耳を開いていなさい。この言葉は、あなた方が曲がった道をまっす
ぐにする光となる。 

39 あなた方には、私の言葉の本質において私が非常に近くにおり、また、私の「霊界」がその援助、保護、助言を通
じてあなた方と共にあることを、私はまことに告げます。私の慈悲は、あなたが道を踏み外さないように、あなたを強くし
ます。しかし、私は、あなた方が前進するために必要な霊的な賜物を備えておく。 

40 自分の十字架を重荷としてではなく、祝福として背負う。 

41 わが慈愛が父として、わが指示が主人として、あなたとともにありますように。私の温もりと安らぎを感じてくだ
さい。私の指導の終わりには、あなたの信仰心はより大きくなり、戦いに立ち向かう勇気を持つようになると私は保証しま
す。 

42 私の言葉は、あなた方の心の盾となり、あなた方の唇に剣となる。しかし、戦いの場でも平和の場でも、正しい使
い方を知っておくことだ。 

43 ここにあなたの救世主がいます。あなたは、あらゆる方法で苦労して私を求めたのではありませんか？あなたがた
は、自分を救うために、賛美歌と詩歌とをもって、わたしに呼びかけたのではなかったか。さて、私はここにいます。しか
し、今はあなたの予想もしない形で来ています。しかし、決して新しくはないこのフォルムが、あなたを疎外することはな
いはずです。むしろ、私の教えの本質を求める努力をすれば、私があなたに語りかけるこの調子、私の言葉があなたに浴び
せるこの愛、そして私の教えの一つ一つに輝くこの知恵が、あなたの霊が理解できる言葉であると納得することでしょう。 

44 長い間、あなた方は地上のことだけで精一杯で、地上の財産の番人になっていた。魂は古巣に帰る運命にあり、そ
の旅を助ける食料と杖を準備しなければならないことを考慮に入れずに。 

45 人はこの世で不死を求め、物質的な働きによってそれを実現しようとする。地上の栄光は-

たとえそれが一時的なものであっても-

目にしみるからであり、その生命の存在を疑うがゆえに、霊の栄光を忘れてしまうからである。人の目の前に懐疑のベール
をかけているのは、信仰の欠如と精神化の欠如である。 

46 もしこの人類がわが言葉を信じ、わが身を心に抱いていたなら、かつてわが耳を傾けた大群衆に語ったわが文言を
常に提示することになるだろう。"まことにあなたがたに言うが、たとえ一杯の水を渡すだけでも、報われないことはない"

。 

47 しかし、人は考える。何かを与えても何も見返りがなければ、自分だけのために持っているものを保存するのだ、
と。 

48 今、私はあなたに言う、私の正義には完全なバランスがあり、あなたは自分の所有物を何一つ与えることを恐れな
い。宝物を集めて溜め込んで、誰にも分けてあげない人たちを見かけませんか？その人たちは、自分の死んだ魂を内に秘め
ている。 

49 一方、自分の存在の最後の息まで、また、最後の時に自分自身が孤独で、見捨てられ、貧しくなるのを見るまで、
自分の所有するすべてを隣人に与えるという仕事に身を捧げた人々 、これらの人々 は常に信仰の光に導かれてきました。そ
れは、私の愛が待っている「約束の地」が近く、彼らのすべての働きに報いるために待っていると遠くの方に示してくれま
した。 

50 あなたがたに言うが、今日の強者たちは終わり、隣人に対する愛と慈悲のゆえに、偉大で強く、力強く、賢い者た
ちに道を譲るであろう。 

51 弟子たちよ、わが言葉を、あなたたちに対するわが愛のもう一つの証としなさい。あなたの身体と魂に、私の癒し
のバームを感じてください。しかし、もしあなたの良心が、その痛みがあなたの罪の結果であると言うなら、それをあなた
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の存在から追い払いなさい。私の教えの中に、あなたの肉の弱さに打ち勝つ力を見出すことができるからです。あなた方は
私のもとに来なさい、そうすれば私はあなた方の精神的解放を達成する力を与えるであろう。 

52 子供たちを私のもとに来させなさい。若者を私に近づけよ。男性も女性も、ある者は働き盛りの、ある者は老いた
、私のもとに来なさい、私はあなたの存在を喜びたい、私を父と呼ぶあなたの声を聞きたいのです。 

53 罪人よ、主人に泣きつけ、その涙があなたを浄化するように。しかし、あなたの泣き声はマグダラの悔い改めのよ
うに、あなたの愛はあの悔い改めた罪人の祈りのように私に届くようにしなさい。 

54 高慢さを克服し、兄弟姉妹に対して謙虚になりなさい。謙遜は勝利、虚栄は敗北、たとえ世間でこのような価値観
が違っていたとしても。 

55 この世に自分のものは何もないのに、何を誇れるというのでしょう。私はあなた方をこの世の相続人にしたのでは
ない。地主が労働者に畑を耕し、手入れをする責任を分担させ、収穫して各人に分け前を与えるのと同じように、私はあな
た方にそれを委ねたのです。 

56 大地から必要なものを得て、大地があなたに与えてくれるすべての恩恵を喜び、歓びなさい。しかし、地上の生活
をあたかも霊の完全な住処であるかのように考え、この世で所有しているものを自分の最大の宝物と考えるようなことは決
してしないでください。 

57 地球は汚れていない、祝福された純粋なものです。彼女の心を汚したのは、男たちだ。もし地球が罪を犯したのな
ら、私はすでに地球を破壊し、別の世界にあなた方を住まわせただろう。ですから、私はあなた方に、平和、繁栄、愛、豊
かさ、真の進歩を新たにもたらすために、人類こそ、その再生のために働かなければならないと伝えます。 

58 あなたがたも忍耐をもって同胞を教えることができるように、わたしがどれほど忍耐をもってあなたがたを教える
かを見なさい、あなたがたは貧しい人が戸をたたくとき、決してその人を拒まず、嫌がらずに迎え入れなさい。もしあなた
の心に愛がなければ、あなたの手は彼に何を提供することができるでしょうか？もし、疲れを感じる人がいたら、それは真
のスピリチュアリティを持っていないからだ、と言っています。一方、常に与える用意がある人は、自分の感情を肉のエゴ
イズムより高めることに成功した人である。 

59 時には、私の慈悲をあなた方に差し控え、あなた方が慈悲を差し控える人々 のことを考えるよう促すためである。
しかし、私は決してあなたを勘当したりはしない。かつて私があなたに与えたものは、あなたのものだからだ。 

60 あなたは、人から多くの失望を受けたと思いますか？これは、あなたが相手に何かを期待したとき、そして、あな
たが相手に何も提供するものがないときに起こったことです。しかし、この物質的な利害や自分のわがままを徐々 に捨てて
いる今、世間に何もないときでも、あなたを見守るのは私であることを知った今、あなたはもう恩知らずや失望やごまかし
を口にすることはできないのである。あなたは、すべての人間の惨めさに対して目と心を閉じ、真の慈悲と愛で仲間のため
に奉仕するためにのみ目を開くべきです。 

61 あなたを最も苦しめる人は、あなたを最も精神的に進歩させることができる人なのです。精神的な進歩へのあこが
れを促し、生活の単調さと日常性をなくす。あなたは、人間の心を通しての私の顕現が最も重要であると思わないか。あな
た方は、私があなた方に与えたすべての霊的な贈り物の価値を知らないのか？ 

62 すべての人の恩を受けるのは私であり、あなたを愛し、あなたにすべてを与えるのも私である。それでも、私があ
なたに失望していると聞いたことがありますか？決して、わが子たちよ。あなたが私を愛し、私の王国の死者に到達するこ
とを知っていながら、私を失望させるために、私よりもあなたをよく知ることができるのは誰でしょう。もし、今、あなた
が考えているようなことを私が考えるとしたら、それは、私が男として別の時に流した血をあなたに要求しているようなも
のです。しかし、その血こそが、あなたが昇天するための道を切り開いたのだと教えてあげます。 

63 自分の仕事を理解し、義務として遂行することが必要なのです。思い出してください：あなたが隣人の痛みを深く
感じ、それを自分のものとし、祈りによって私の前に持ってくるときはいつでも、あなたは神と同胞の間の真のとりなし手
、仲介者となるのです。なぜなら、あなたは、この世で生き続ける者の再生への渇望を呼び覚ます方法を知っており、まも
なく霊界に旅立つ者には、彼を光へと導く道を指し示すことができるからです。私があなたがたに霊的な賜物を与えたのは
、それを仲間のため、また自分自身のために使うためであって、世を恐れて隠すためでも、見せびらかしたり、自慢したり
するためでもないのです。無知な者、貧しい者、罪のない者が、隣人のために奉仕したいという気持ちの中で、あなたの贈
り物を所有したいと感じるように、慈悲を行使しなさい。そして、あなたは彼らに教え、すべての被造物が神の霊の賜物を
携えていることを明らかにしなければなりません。 

64 わが業が明らかにしていない教えで不快感を与えようとする者はいないように。なぜなら、それらはわが教義が迫
害される原因となり、あなた方はそれについてわが正義に答えなければならないからである。決して変えることなく、わが
真理を語れ。決して恐れて黙ってはいけない。本当に言っておくが、もしあなたが黙っていたら、石が話すだろう。あなた
の惑星の構造は岩石でできており、その中から正義の時を告げるブーンという音がはじけるだろうと考えてみてください。
この証言を待つことなく、自ら語ってください。しかし、この声はあなたの心の中から出てくるもので、その中であなたの
霊は語るのです。 
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65 人々 よ、私はあなた方の存在を甘くするため、永遠の命のパンを与えるために来たのだ。私をあなたの親友とし、
私の平和をあなたの中に置く。 

66 二度目の時に与えたように、今回も私の言葉を与えることができ、喜ばしく思います。その神髄がいかにあなたの
精神をとらえ、あなたの傷の癒しとなったかを見よ。そうすれば、明日、あなたもまた、わが言葉を聞かせて、あなたの仲
間を癒すことができるだろう。 

67 霊的に準備すれば、奇跡が起こり、健康になり、仲間も恵みと恩恵を受けることができるのです。 

68 人類に大きな苦難が訪れ、あなた方は預言者であり防波堤となるのです。祈り、働き、そして自然の力は跡形もな
くあなたの上を通り過ぎるでしょう。あなたの執り成しを上げれば、愛と保護のマントがあなたの大切な人を守ってくれる
と約束します。私はあなた方に懺悔や犠牲を求めることはない。私に喜ばれるには、あなたの霊を高揚させれば十分であり
、私はあなたを平安で溢れさせる。互いに愛し合いなさい、そうすれば私はあなた方を祝福しよう。 

69 私の教えを広めるために遠くへ行けとは言っていない、その時はまだ来ていない。しかし、あなた方が愛する人た
ちと共に他の場所に移り住み、私があなた方に託した貴重な種をたゆまず蒔き続けるときが来るでしょう。 

70 わが民は、さまざまな人種や信条の人々 から求められるだろう。わが弟子たちは、互いに愛し合うことを教えるこ
とによって、彼らがわがもとに来る最短の道を示すことが必要である。 

私の平和があなたとともにありますように 



U 129 

89 

インストラクション 129 
1 私の王国から人の家に来て、その信仰の灯を求める。私はすべての人の心を叩いて、一人ひとりの中に私の呼びか

けに急ぐ善意を見分けようとした。あるところではランプの炎に照らされた聖域が、あるところでは暗闇だけが広がってい
ました。ある者は私が入ることのできる純粋な場所であり、ある者は汚れているため、私を受け入れるためにはまず自らを
清めなければならない。しかし、私は皆を同じ愛で祝福する。 

2 あなたの門をたたく者は、王であるにもかかわらず、王衣をまとっては来ない。彼は放浪者の格好で宿を探しにや
ってくる。あなたが目を覚まし、警戒し、私を待っているのを見るたびに、私の言葉は無尽蔵の流れのようにあなたの中に
注がれ、あなたの心を実りあるものにする。あなたの中で鼓動するこの心は、神の種を蒔くのに適した土壌なのです。あな
たの精神は神性の神殿であり、私の家です。あなたの良心は、わが正義の声の通訳者であり、わが笏を支えるものである。
これらの力は、あなたが独立した存在ではなく、全能の存在から来たものであり、その存在は完全であるため、あなたは自
分の意志を従わせなければならないことを物語っているのです。 

3 父なる神はその子らに近づき、その功徳を最高の収穫として集めるのだ。ほとんどの場合、あなたの泣き声は、わ
が律法に従わないことの実りである。愛や悔恨から涙を流すことは、ごくまれです。 

4 今回、あなたの心が硬くなっていることがわかりました。しかし、第一の時代にわが律法を石に刻んだのなら、こ
の時代にもあなたの心の岩に刻んでおかねばならないのはなぜか。そこで私は、わが言葉の力を示し、単なるページではな
く、私だけが明かすことのできるわが隠された知恵の秘密が書かれた本を書く。 

5 わたしは父として、また主人としてあなたがたに語りかける。しかし、わたしが裁判官としてあなたがたに語りか
けるとき、わたしの正義を恐れよ、しかしそれから逃げるな。その声も友であり、あなたがたに責任を問うとき、あなたが
たを愛しているからそうするのである。こうして、わたしはあなたがたの目の前で自分自身を示し、あなたがたにわたしを
知ってもらうのだ。私が謎のベールに包まれて永遠に生きているというのに、どうしてこんなことができるのでしょう。あ
なたの霊の前に少しずつ私を現し、最終的に私の栄光のすべてを見ることができるようにすることが私の望みであったこと
を理解してください。もし、あなたの霊的成長の初期に、私があなたの霊に私の偉大さをすべて示したとしたら、あなたは
何を見、何を感じ、何を理解しただろうか？何もない！もしあなたが私を身近に感じていたなら、無限の空虚さを感じただ
ろうし、深い真理を理解しようと努力しても、あなたの心は不可能で、あなたの精神はあまりにも弱いとわかっただろう。
今日もまた、あなたがたが自分の神をよりよく知ることができるように、わたしの神秘のベールを少しばかり引きはがそう
。 

6 私を見ることができないほど盲目の者がいるだろうか。私を感じることができないほど、鈍感な人がいるでしょう
か。長い間、私は、このような形で私の声を聞くことができるように、あなた方を準備してきた。私の顔を見ながら、同時
に、あなたがもっと私を知る必要がある時に備えて、あなたを準備します。だから、もしあなたが光に憧れ、真実に飢え渇
くなら、あなたの五感と魂の力を尽くして私に耳を傾けるがいい、そうすればあなたは私を見るだろう。この御言葉を当た
り前のものとして慣れ親しんでしまわないように、また、礼拝の儀式のようなルーチンに陥らないように。私の教えを何か
物質的なイデオロギーとして受け取ってはならない。また、同胞の善意や肉体的・精神的苦痛から利益を得るためにそれを
利用してはならない。 

7 そして、この光を他の人の心に輝かせるために出発するのも、そう遠くない未来です。私はあなたに感性を与え、
知識を与え、あなたの霊的使命を果たすようにします。皆さんは、困っている人に光に満ちたアドバイスをし、泣く人の涙
を乾かすことができるのです。私は、一日も使われないことのない貴重な癒しのバームを、豊かにあなたに与えた。痛みは
、あなたが霊的な才能を開花させるために、あなたを清めたのです。あなたがたは、あらためて罪によって自らを汚しては
ならない。あなたの唇と心も浄化されました。一方は慈愛と善意の泉となり、もう一方は純粋で崇高なものを表現すること
ができるようになったのです。 

8 ここに私の教えがある。澄んだ、透明な、あなた方の渇きを癒す水のようなものだ。私はあなたの心を泉に変え、
この水を集め、その透明性によって底まで見ることができるようにする。 

9 弟子たちよ、わたしに聞きなさい、わたしからすべての知恵が出るのだ。寝ている間に驚かせるような言葉や作品
を持って、あなたのもとへやってくるのです。しかし、本当にあなたがたに言うが、わたしは民や心に来る前に、使者や道
案内人を送り、彼らがわたしの到来を認識し、わたしを受け入れるようにするのだ。今、あなた方は、私の到着のうち、ど
れが本当に私を迎える準備ができていたのか、自問自答してください。 

10 師の到来を告げた第一時代の預言者たちは、都市で嘲られ、迫害され、石打された。この間、ロケ・ロハスという
霊感のある正しい人の口を通して語ったエリヤは、「荒野で」説教したが、その声を聞いた者はほとんどいなかった。 

11 その最初の頃のモーセの苦闘を見ると、決定的な場面での信仰の欠如、準備不足も見えてくる。覚えておいてくだ
さい。モーセが解放の夜、民に「誰も寝てはならない、サンダルを履き、手に杖を持って、夜の間、立って祈りなさい」と
指示したとき、眠ることを放棄した者が多く、目が覚めたときには、民はすでに出発していたのである。モーセがシナイ山
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で祈るために人々 を一人にしたとき，彼が戻ってみると，大勢の人々 が偶像崇拝に明け暮れていた。彼らは，エホバの約束
に関する指導者と預言者の告げ口をすっかり忘れてしまっていた。 

12 私は、あなたが何の準備もせず、罪を犯し、世と肉の懐で眠っているのを発見し、驚かせたくはなかったのです。
だから、あらかじめ私の使者を遣わして、最も卑小な小屋から最も立派な住居に至るまで、私の声をあなたがたに届かせる
ようにしたのだ。私は七人の偉大な預言者を同じ民の中に生ませ、世の救い主の到来を告げさせた。この七人はその民の兄
弟であり、その血と言語を持つ者である。それは、彼らが貧しい者と虐げられた者に希望の灯火となり、高慢な者、悪人、
不義な者に正義を予言するものとなるためである。 

13 約束の者が民のもとに来たとき、彼に従う者はごくわずかで、義に飢え渇く者たちだけだった。しかし、多くの栄
誉を与えられ、虚栄心と権力への努力に満ち、わが正義の人差し指が自分に向けられていると感じていた者たちは、神の子
のために十字架を差し出したのであった。 

14 あなた方は、科学者の目を真実に向けさせ、罪人の心を悔い改めに向かわせ、世界に考えさせるために、人類がす
でに聖霊の時代に生きている、自然界の偉大なしるしによって告げられたその時代に生きているという良い知らせを伝える
のです。しかし、この人類は、（自然現象の）声を本当の意味で解釈しようとせず、すべてを物質的な原因に帰することが
できなくなると、迷信的な恐怖に屈してしまったのである。それゆえ、この時代、わが言葉は岩のような心に臨み、それと
ともに、わがために新たな情熱が始まったのである。 

15 この時、わが霊があなたがたに注いだ光は、イエスが人類のために十字架で流した血である。この啓示の予兆とし
て、あなた方は第一時代に子羊を生贄として捧げ、その血で家の戸口に印をつけたのです。血は命、犠牲は愛。愛は精神の
光である。これは常にあなたの特徴、マークとなっています。 

16 この声に従った人々 よ、主の愛があなた方に大きな使命を与えていることを決して忘れてはならない。この神聖な
印は、私の愛のキスであり、保護する力であり、武器であり、盾である。 

17 あなたが今通っている人生は、イスラエルが第一時代に通ったものよりも大きな砂漠である。しかし、その中を歩
むときに愛と信仰を欠くことがなければ、欠乏も飢えも渇きもないのです。人生の旅路には、マナや水、オアシスや喜びが
あるはずです。熱砂に逃げず、敵に退かず、長旅に疲れない者は、やがて約束の地に来たと実感する。しかし、途中で快適
さや快楽、偉大になるための手段を求める者は、足が止まり、都の門への到着を遅らせることになる。道は上への発展、砂
漠は信仰のための試練、精神の鍛錬。 

18 この道をあなたの好みの道にしてはならない。私の法と私の仕事をあなたの生活、あなたの習慣、あなたの情熱に
合わせようとしてはならない。あなたがたは、わが掟に自分を合わせなければならない。 

19 時々 、私がなぜあなたをそんなに愛しているのか、なぜあなたの欠点をすべて許すのか、理解できないことがあり
ます。そして、あなたの隣人を見せます。主人があなたにしてくれたように、あなたも彼らにしてあげなさい。 

20 この時代のわが教えのよさを、誰が疑うことができようか。かつて私が言ったように、男性には「互いに愛し合い
なさい」、子供には「両親を敬いなさい」、男性には「妻を敬いなさい」、両親には「子供たちに良い手本を示しなさい」
。これは闇ではありません。私の種は、平和、愛、調和をもたらします。こうして、太古の昔から親から子へと受け継がれ
てきた償い、つまり、あなたが蒔き、何度も何度も刈り取ってきた種である悲痛な償いを止めてしまうのです。あらゆる罪
が洗い流されることが必要である。本当にあなたがたに言おう、いかなる罪もわが正義から逃れることはできない。1年、
100年、1年と過ぎ去っても、裁きの時は来る。 

21 純潔を愛し、良心が示す法則に従って生きよ。この指導の時間を利用して、学んだことを実践してください。人が
泣いている間、眠ってはいけない。戦争のニュースに慣れてはいけない。これらの報道は、嗚咽、嘆き、恐怖に満ちている
ことを忘れないでください。あなたがたに届くこれらの報告は、あなたがたの兄弟姉妹の苦痛の叫びであることを理解しな
さい。あなたがたは、わがみことばにもとづいて、それらの人々 の痛みを感じ、同情心に駆られて、彼らのために祈り、彼
らが平和を見出し、戦争があなたがたの国をも驚かさないようにするために功徳を積み、そして、非常に苦しい杯を飲みな
がら、「今、私はそれらの人々 が経験したことを理解した！」と絶叫すればよいのである。 

22 もし、私が正義と真実と愛の言葉で教えなければ、私が集めたこの民はどうなってしまうのだろう。あなたがたは
、この時のわがことばを、わが子たちを通してあなたがたの耳に届けるから、信じないのか。 

23 もし、あなたが第一時代の預言者を道で殺し、後に私の使徒たちを殉教させたのなら、彼らの口から出る言葉が信
じられなくなったとき、あなたがこれらの声なき声を出すのもまた死であると、私はあなたに告げます。あなたは、物質的
な感覚の奴隷になって、この言葉の神髄を感じていないのですか？"木は実でわかる "と言ったのを覚えていますか？ 

24 そのとき、人はあなたがたを神なき民、礼拝所のない民と呼ぶだろう。なぜなら、あなたがたは私を礼拝するため
の立派な教会堂もなく、厳粛な礼拝の儀式も行わず、像に私を求めないからである。しかし、私は証として一冊の本を残す
。それは、試練の中であなたの守りとなり、あなたの歩むべき道となる。今日、声の主を通して聞いたこれらの言葉は、明
日、聖書から流れ出るので、あなた方はもう一度、この言葉でリフレッシュすることができ、その時、あなた方に加わる大
勢の人たちにも聞かせることができるのです。 
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25 他の時代に書かれたものを軽んじてはいけない、狂信的になってしまうからだ。情熱に支配されることなく、他の
時代に、愛と信仰と血をもって、わが真理をあかしした人々 の名前と模範が記されたその本のページを書いた兄弟たちを尊
敬することを学びなさい。 

26 あなたは私を愛し、私を認識していますか？あなたは天の母であるマリア様を愛していますか？そのページの中に
は、あなたの救い主の血とマリアの涙で書かれたものがあるのです。 

27 新しい世代に第三の聖書を尊重させたいなら、それ以前の聖書を尊重しなさい。 

28 大訪問は世界を震撼させ、その時、人々 は新しい黙示録に注目し、岩のように堅く、人々 の心に刻まれるものに出
会うだろう。 

29 私の言葉を正しく理解しなさい。私の不在と旅立ちについて、あなた方に多くを語ってきた。しかし、私が話した
のは比喩的なものであることを理解してください。私はもうこの形であなた方に語りかけることはない。しかし、私があな
た方の霊の命となり、永遠にその中に宿るとき、あなた方の一人から私が離れることができると想像できるだろうか。あな
たの存在の中で、父の声が聞こえなくなることはないでしょうか。決して、自分たちの準備の仕方を知っていればの話です
が。 

30 あなた方はこの目標に向かって進んでいる。この目的のために、私はこの顕現によってあなた方に装備を与えるた
めに来たのだ。もしあなたが準備できているならば、私の声を純粋にはっきりと聞くことができるでしょう。もしあなたが
準備できていないならば、あなたは混乱し、証言以外のものを伝えることができないでしょう。わが言葉の別れの後、何を
手渡すのか、何を語るのか。 

31 私は、あなた方が自然でシンプルな生活から離れることなく、また通常とは異なる状態に陥ることなく、常に装備
を整え、心の中に霊性を保ち、いつ呼ばれても、自分の使命を果たすことができるようにしてほしいと思います。 

32 私は、1950年に144,000人の印を押された者を地上に集めると、あなた方に告げた。しかし、この世のどの時点
で、まだ霊的な存在である者たちを誕生させ、私の使命を果たさせるかは、誰も知らないのである。 

33 あなたの運命はわたしの中にある。わたしは復活であり、命である。その後、あなた方は再びスピリチュアル・ホ
ームに集まり、そこから自分の仕事を完成させるのです。 

34 自分のタスクの行使をスピリチュアルにする。1950年はもう目の前に迫っているのです。熱狂的にではなく、熱
心に使命を果たしてほしい。光であり、魂の救済である時間を使う。 

35 人類は長い道のりを歩んできましたが、いまだに精神的な分裂が続いています。それぞれの人々 に、異なる真実が
知らされたのでしょうか。いいえ、真実は一つです。 

36 人々 の精神的な分離は、ある者はある枝を、ある者は別の枝を取ったことに起因する。木は一本ですが、枝はたく
さんあります。しかし、人々 は私の教えをこのように受け止めようとはせず、争いが彼らを分裂させ、不和を深めています
。誰もが真実を持っていると信じ、誰もが正しいと思っている。しかし、私はあなたに言います：あなたが1つの枝の果実
を味わい、残りの枝の果実を否定する限り、あなたはすべての果実が絶対的な真実を表す神の木から来ることを理解するこ
とはできません。 

37 私がこれらの真理について話すとき、師は様々 な宗教の外見上の崇拝の形を意味するのではなく、それぞれの宗教
が基礎とする基本原理を意味すると思ってください。 

38 現在、強い雷雨が発生しています。その突風が木を揺らし、さまざまな果実を落下させ、今まで知らなかった人た
ちがそれを味わうことになるのです。そこで彼らは言うだろう。"狂信に駆られて、仲間から差し出された果実を、それが
未知であるという理由だけで拒絶してきた我々 は、なんと見当違いで盲目だったのだろう "とね。 

39 私の光の一部は、すべての人々 のグループ、すべてのコミュニティの中にある。だから、誰も完全な真理を持って
いることを誇ってはならない。もしあなたが永遠の本質にさらに入り込みたいと願うなら、もしあなたが来たところよりも
さらに遠くへ到達したいと願うなら、もしあなたが私やあなた自身についてもっと知りたいと願うなら、あなたはまず一方
の知識を他方の知識と統合しなければならず、同様に他のすべての知識と統合しなければならないことを理解することだ。
そのとき、この調和から明確で非常に明るい光が輝き出します。それは、あなたがこれまで世の中で見つけられずに求めて
きたものです。 

40 「互いに愛し合いなさい」、これは信条や宗教の区別なく、人間に対する私の原則であり、最高の戒めである。 

41 この最高の戒めを果たすことによって互いに近づき、あなた方ひとりひとりの中に私が存在していることを見いだ
すだろう。 

42 注意深く観察すれば、思想、信条、宗教の戦いがすでに始まっていることに気づくだろう。人間的な葛藤の結果が
、この新しい戦いへと一歩一歩導いているのです。 

43 ああ、もし人々 が、わが光が近づくたびに受容してくれるなら、どれほどの苦痛と混乱を免れることだろう。しか
し、彼らはまだ、平和を受け取るための準備の仕方を理解していないのです。彼らはただ、戦争に備え、あるいは少なくと
も防衛のために自らを準備しようとするのみである。 
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44 これだけ発表して警告しておきながら、いざ戦いのときになって、まだ無知な者のように狼狽えることができるの
か。 

45 平和と調和、和解と兄弟愛を願って、あなた方自身を送り出すのです。 

46 あなたは、偉大な宗教が互いに攻撃しあい、混乱した人間の集団が乱暴に逃げ回るのを見るでしょう。その時、こ
の民は自分たちの任務を完全に理解し、偏見や汚点や誤りから解放され、平和と慰めと光と健康を必要とする人々 に慈愛に
満ちた手を差し伸べることでしょう。 

47 あなたがたの生活を一新し、あなたがたの仕事を霊的にし、わが言葉を研究しなさい。その中で、私はあなたがた
に神の木のすべての実の味を与える。だから、あなたがたの同胞が、自分たちの所有し成長した実をあなたがたに差し出す
とき、私が与えた実の味を知り、もしそれが純粋だと思うなら愛をもってそれを受け、もしそれが純粋ではないと思うなら
親切をもってそれを拒絶することができる。 

48 精神は、真実、純粋、完璧を発見することができる高次の感覚を持っています。しかし、この才能を伸ばすには、
間違いに陥らないようにすることが必要です。つまり、不健康な教えを糧にして、本当にあなたの精神の栄養となるものを
拒否しないようにすることです。 

49 私の教えを与えよう。しかし、まず、あなたの悲しみを私のもとに置き、主人の心で泣き、回復し、あなたの痛み
が鎮まったとき、あなたの頬の涙が乾いたとき、あなたの精神を高めて、私の教えがその上に来るようにしなさい。 

50 私は弟子たちの飢えや渇きを見たくない。私の食卓で食べたり飲んだりして、あなた方が満足するのを見たいのだ
。そうしてこそ、この世で私にふさわしい行いをすることができるのです。一日一日、私の旅立ちが近づいていることを忘
れてはならない。この教えの時を利用しない者は、後に孤児のように感じるだろう。 

51 あなたを「私のプレゼンス」に導いたのは、偶然ではありません。わたしの声があなたがたを人生の道に呼び寄せ
、わたしの慈しみがあなたがたを導いた。今、あなたは、私がこの地上で果たすために送った任務を知ることになったので
す。わがみことばで、あなたは自分の原点が何であるか、自分の目標が何であるかを知りました。あなた方は、御霊のマナ
を3段階に分けて受け取った民の一員であるという啓示を受けたのです。 

52 最初の2つの時代にイスラエルの民に起こったことをすべて霊的に移し替えると、同じことが現在のあなたの中に
も起こっていることに気づくでしょう。 

53 その民の生涯、その歴史は、全人類への教訓であり、たとえ話であり、私がシナイであなたがたに明らかにした律
法を石の土台とした書物である。その内容は、預言者の声、民族の発展、その闘争、勝利と敗北、喜びと苦悩を保存してい
ます。また、その中には、人の間におけるキリストの完全な働きと、キリストに従った人々 の使命も含まれています。 

54 今日、その本はあなたの精神の前に開かれ、そこから新しい光線がほとばしるのを見ることができます。今日、あ
なたの魂は知恵を求め、あの世の門を叩くことができます。今日、あなたの霊的な能力は、マスターに近づくことを可能に
し、マスターはあなたに神の神秘の新しいレッスンを示すことができます。 

55 わが民よ、わが霊の栄光の中に平和があるとはいえ、わが助けを送ることを控えることはできない。世の中の道を
歩き、苦難と不完全の鎖を引きずっているのを見るからだ。 

56 砂漠の真ん中にヤシの木を植えて、日陰を作り、休ませるようにした。私は、あなたの世界の不毛な岩から無尽蔵
の泉を湧き出させ、あなたがそれを飲んで、もう渇くことがないようにしたのだ。今日、私はあなた方に耕すべき畑をこの
世に与えるのではなく、心の中に畑を見出すのだ。ある者は耕し始め、ある者は長く始めた仕事を終え、またある者は蒔い
た種を刈り取っているところです。 

57 一家の父親は、子供が多いから、日々 の糧を得ることだけに時間が割かれているから、他人のために善を行うこと
など考えられないと言い訳してはいけない。 

58 男たちが、わが掟を教えるのは無理だと思うと、私に言ってはならない。あなた方には、時間を無駄にすることな
く、義務を怠ることなく、私の種を蒔くことができる機会が、あなたの人生の道には十分すぎるほどあると言っています。 

59 私に仕えなさい、そうすれば私はあなたに仕えます。 

60 自分の子供や仲間に愛を蒔き、そこから苦痛だけを刈り取っても、あなたの心はがっかりしないはずです。キリス
トがこの世に何を蒔き、何を刈り取ったか、よくご存じでしょう。しかし、収穫はこの世にではなく、時が来れば天にある
ことを知っておられたのです。弟子たちよ、君たちも忍耐をもって師を見習うならば、地上で報酬や見返りを求めず、むし
ろ来世で至福の時を待つがよい。 

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 130 
(聖木曜日宣言） 

1 世界はわが受難を思い起こし、深く感動している。今日の午後、あなた方がそれらの出来事を記念し、私の神聖な
光線が降り注ぐとき、あなた方に 

人々 の魂に内なる平和を与えるために、イエスはあなたの感情を見ます。 

2 私を愛し、使徒として命を捧げるあなた、渇いたラビにあなたの愛の澄んだ水を捧げるあなた、真に師の聖霊があ
なたの間にいることを感じてください。 

3 今こそ、真理の精神が支配し、宗教的狂信が人々 の心から取り除かれるときです。 

4 この瞬間、わが霊は非常に大きな喜びを感じている。なぜなら、わが愛の食卓でぶどう酒を捧げる弟子たちの中に
いるからだ。ぶどう酒は、ぶどうの果汁で終わることはない。 

5 わたしのことを思いながらパンとぶどう酒をとって聖餐式を覚えなさいと言ったのは、もう昔のことです。今日、
私はあなたの精神に、私の愛の教えの意味を糧とし、すべての象徴を放棄するよう教えています。 

6 私は、別の時代に属する苦しみをあなたがたに思い出させようとはしない。 

7 世は苦汁の杯である。しかし、父の「言葉」であるキリストは愛に満ちて来られ、私が人に与えた無限の慈愛の教
えを引き継いでくださるのだ。この時、私はあなたが罪から救われるために進むべき道を示しています。しかし、私はあな
た方がキリストだけを思い浮かべるのではなく、愛の業を通してキリストの教えの真理を証しすることを望んでいるのです
。 

8 この日、わが子たちの多くが、わが弟子たちと最後に結ばれたあの晩餐を、いかに誤って象徴しているかを見よ。
わが言葉、わが愛の教義は偽られている。今この瞬間、神の言葉は、すべての魂と直接結びついて、使徒たちにパンを配っ
たように、あなたがたに愛を与えているのです。 

9 群衆が扇動者、反逆者と思っていた平和の君、キリストがここにいる。神である方がこの世に生まれ、「私の血の
最後の一滴まで捧げる私の子供たちである」と言われたことを思い出してください。今日、愛する子供たちよ、私はあなた
たちにシンプルに語りかける。そのとき、私はたとえ話であなたがたに話したが、あなたがたはしばしば私の言葉を間違っ
た意味に解釈して、私を理解しなかった。 

10 人間よ、あなたは私に限りなく愛されている！」。私はあなたのもとに戻ってきた。あなたが最初の時に聞いた通
りでもなく、あなたが2回目に見て聞いた通りでもない。今日、わたしは、わたしの知恵によって用意された頭脳によって
、あなたがたにわたしの教えを授ける。 

11 わが民には、昔から精神的なものを求める者と物質的なものだけを求める者とがいる。第一の時代には、金の子牛
を拝む者もいれば、エホバを恐れて泣く者もいた。第二の時代には、わが使徒の中に、石を金に変える権限を私から受けよ
うとする者がいて、その口実として、飢えている貧しい者を金で養うとよいというのだった。これに対して私は、"お金を
与えると、簡単に手に入るので、お金を大切にしなくなりますよ 

"と言いました。そして、"私に従う者は、その主人のように貧しくなるであろう 

"と付け加えた。だから、私も謙虚に弟子たちの足を洗いながら、"父の前で自分を先に考えず、最後に考えなさい 

"と言ったのです。 

12 新しい弟子たちよ、わたしがあなたがたにするのを見たなら、あなたがたも兄弟たちにしなさいというのです。 

13 あなたがたは、わが言葉の真髄と、それに伴う慰めや励ましや光を受け取るために、心を整えたのだ。あなたが私
を信頼するのは、あなたがすべての存在と同様に、私の保護を受けていることを知っているからです。しかし、私はあなた
方に、あなた方が賠償と浄化の時代に生きていること、そして、あなた方はまだ最大限の痛みを知っていることを告げたの
です。 

14 未来はまだ人類に大きな葛藤と苦悩をもたらすものであり、その人類の一員であるあなたも苦悩しなければならな
いのです。祈りと「目覚めること」だけが、苦しみを耐え忍ばせてくれる。多くの人は、こうした試練の中で自分の立ち位
置を見失い、絶望し、苦しみの解決策を別の方法に求めるだろう。しかし、善と平和と正義の道に戻ってこそ、彼らは平和
を取り戻すことができるのです。そして、この時代に印を受けたこの民、額に印を受けた144,000人のうちでも、今、主
を囲み、その無限の愛の教えを聞いても、私を見捨てる者は何人いるだろうか。 

15 そのため、私はこの時期にやってきて、あなた方の闘争に力を与え、高い理想のために働くことを示しました。そ
れは、私が常に闘ってきたことと同じです。 

16 この大きな試練に耐えられるように、自分の霊的な賜物をすべて自分のものとし、それを大切にしてください。孤
児になったと思わないように、それらを手放してはならない。絶望しないように、信仰と精神力と勇気の大きな蓄えをしな
ければならないからである。 
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17 しかし、私があなた方に告げることは、あなた方を破滅させるものではなく、あなた方を偉大にするものである。
もし、あなたが自分の準備の仕方を知っていれば、自分を忘れて仲間を助けに行くでしょうし、彼らの魂が、あなたの愛の
業の種と恵みの雨を受け入れる処女地のように受容されていることに気づくでしょう。 

18 このようにして、私はわが子たちの霊を準備し、時が来たとき、彼らが経験するすべての出来事が私について語っ
たものであり、わが霊が彼らの周りにいたことを感じたと証言できるようにするのである。 

19 私は言葉だけでなく、行いもあるのだから。私は子供たちの魂の中で彼らを変えるために絶え間なく戦っている。
私はあなたの質問に答え、あなたの呼び出しに答え、あなたが運命を全うできるように助けに来るために注意を払っている
。 

20 わが光はすべての霊魂に注がれた時である。私の教えを喜んで実践した者は、力に満ち、より高い意志に活かされ
、達成した業が命を与え、信仰を強めてきた。その人は、たとえ茨の上を歩かなければならないとしても、もはや正しい道
から外れることはできません。なぜなら、その人の精神の強さが増し、理想に到達するためにどのように苦しみを克服すれ
ばよいかを知っているからです。まだこの仕事の道を始めていない者は、今日から始めるべきであり、立ち止まってはなら
ない。その最も小さな作品さえも、わたしは考慮する。隣人の痛みを感じて助けに行くことほど、この世で大きな満足を得
ることはないでしょう。 

21 私が第二の時代に行った、積極的な慈愛の教えを示すためのすべての仕事は、今、繰り返されるでしょう。あなた
方は、私が盲人に視力を回復させたのを見たでしょう。あなた方は、この時代の暗闇に生きる盲人に、私の教えの明るい光
を見せることができるようにすることができます。教えてもらえずに立ち往生している麻痺者を歩かせなさい。死んでしま
った者を、恵みと霊化の生活によみがえらせなさい。愛と赦しの言葉を発することのできない無言の者を語らせてください
。あなたがたの成し遂げたいことは、すべてわたしが叶えてあげよう。わたしは、あなたがたに計り知れない価値のある賜
物を与え、あなたがたにわたしの真理をあかしするようにしたのだから。 

22 私の人類への愛は不変です。私は地上に降りてきてから奇跡を起こしただけでなく、人に愛と保護を与える私の仕
事は永遠であり、私の指導もまた無尽蔵である。いつになったら私の闘いを理解するのか、いつになったらあなた方の間で
たゆまぬ努力をするイライジャを認めるのか。 

23 すでに時代の終わりは近づいており、私は収穫を集めなければなりません。熟した麦だけを受け入れ、完成された
完全な愛の業だけをわが穀倉に入れるのだ。そして、あなた方は、わが弟子として、このように自分の仕事を私に示し、仲
間を助けなければならないのです。すべての国に、私の弟子、預言者、開拓者がいて、その霊的な賜物はあなたのように姿
を現すのです。彼らは祈りの中で病気を癒すバームを求め、霊的に私と交わり、自分の道を照らす光を求め、私を自分のガ
イドでありマスターであると認めるのである。 

24 魂が発達し、すべての被造物に果たすべき課題があることは、すでにお話ししたとおりだからです。その魂は苦痛
の中で自らを清め、地上には真実の導き手を見つけられなかったので、私を求めたのです。私が霊的なものに宿り、すべて
のわが子を啓発し導くことを知っているからです。 

25 私はここにいる-

あなたの思いと心を受け止め、わが言葉の意味を永遠の命の真のぶどう酒として提供する用意がある、このぶどう酒を飲む
者は二度と渇きを覚えることはないと私は言う。 

26 命のパンであるわが言葉と、そのイメージに過ぎない教団形態を混同し続けないように。 

27 聖霊の光は、あなたの道を照らし、魂を平和で満たしてくれるでしょう。人類の中に散らばるわが民が、同胞に互
いに愛し合うことを教えるという仕事にその生涯を捧げるとき、この地上にどんな恵みが存在することだろう。私があなた
方に統一について話すときはいつでも、あなた方の不統一と調和の欠如を私が見ていることを理解しなければなりません。
しかし、私がこの非難をすべての人、すべての民族に向けていることを知るがよい。なぜなら、不和の種が増殖し、すべて
の心に浸透しているからだ。 

28 不和は人々 の生活の奥深くにまで浸透し、帝国、国家、家族、宗教界、宗派を揺るがすまでに至っている。人の間
に調和がないために生じた果実は非常に苦いものであったが、それでも彼らは最も苦い果実を味わうことを欠くのである。
しかし、人が自らの過ちを悟り、真理に目を開くために、この苦しみという聖杯を必要とすることは、わが意志ではない。
今、私はあなたを裁いているが、私は決してあなたの父であり続けるし、あなたが今陥っている奈落の底から救うために、
反省と悔い改めを望んでいるからだ。私を心に入れるのは、どの人だろう。どの民族が私に門戸を開いてくれるのだろうか
。良心の呼びかけに耳を傾けない者は、どちらになるのだろうか。 

29 祈れ！まだ精神的な成長が小さく、弱く、不器用なあなたを見ている今、何ができるのか？私の教えを実践して、
強くなりましょう。人生には、日々 、功徳を積み、自己を完成させる機会があります。その働きの一つ一つにわが霊の光を
反映させる民となれ。やがて、わが教えの謙虚な使徒としてあなた方を送り出し、その使命を果たさせよう。 

30 もしあなたがたが、私があなたがたに自分を知らせるために、私の玉座を離れたと考えるなら、それは間違いだ。
あなたがたの想像するこの玉座は存在しないのだから。王座は虚栄と傲慢のためにある。わが霊は無限であり、全能である
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から、特定の場所に宿ることはなく、あらゆる場所に、霊的にも物質的にも存在する。あなたがたが、わたしのものと思っ
ているその玉座はどこにあるのか。 

31 私の言葉を、あなたの真理に対する理解や認識の甘さを責めるものとして受け取ってはならない。私は、あなたの
未熟さを際立たせて恥をかかせるために来たのではありません。それどころか、私はあなたが真実の光に立ち上がるのを助
けるために来たのです。 

32 この言葉を聞いてから、あなたの信念と知識が達成した進歩や発展に、私が気づいていないとでも思っているので
しょうか。私は、あなた方以上に、あなた方の歩んでいる道をよく見抜いているのです。 

33 あなたたちがわが顕現に来たとき、あなたたちは人間の心によるわが教えを信じず、あなたたちの宗教団体が奉献
した像や象徴やその他のものの中にしか私を見出すことができないと考えていた。その後、信仰がないにもかかわらず、私
の教えがあなたの心を動かし、あなたの魂が私の平和を感じたとき、あなたは、私の神聖なメッセージを伝えるように運命
づけられたそれらの生きものを通して、神聖な光が現れていることに気づきました。あなたの心に新しい信仰が生まれ、人
は神と直接つながることができることを理解するための光が灯されたのです。しかし、それだけではありません。父なる神
があなたに指示を与えるのに、人間の心は絶対に必要ではないということを、あなたはまだ学ばなければならなかったので
す。というのも、人がその伝統や儀式に含まれる物質主義、狂信、あらゆる無知を心から取り除くとき、後に霊と霊のつな
がりができる時が来るからです。 

教会は、そのサービス、その信仰、その儀式から取り除かれるべきである。 

34 すでに理解している人もいれば、その通りに生きている人もいます。しかし、あなた方は、もはやあなた方の小さ
な人間の想像力によって作り出された空想によってではなく、私の真実と私の栄光の現実において私を理解することができ
るこのゴールに到達するには、まだ多くのことが不足しています。 

35 私に地球のような玉座の上の物質的な姿を与えるのをやめ、あなたがたがいつも私に与えている人間の姿から私を
解放し、あなたの人間の心が把握することのできない天国を夢見るのをやめなさい。あなた方がこれらすべてから解放され
るとき、あなた方を縛っていた鎖を断ち切るかのように、濃い霧が晴れて、限界のない地平線と無限に輝く大空を見ること
ができるようになるでしょう、しかしそれは同時にあなた方の精神にとって具体的なものであるのです。 

36 ある人は言う：神は天国にいる、ある人は言う。神は来世に住まわれる。しかし、彼らは自分たちが何を言ってい
るのか、何を信じているのかを知らない。確かに私は天国に「住んでいる」のですが、あなたが想像しているような特別な
場所には住んでいないのです。私は光と力と愛と真理と正義と祝福と完全の天上に住まう。 

37 私はあの世にいる、そう、しかし人間の罪を超えて、物質主義、プライド、無知を超えているのだ。私があなたが
たに「来た」と言うのは、ただこの理由からである。あなたがたの卑しさに来て、あなたがたの感覚が私を感じ、あなたが
たの心が私を理解できるように話すからであって、他の世界や家庭から来たからではない。私の霊はどこにでもいるのであ
る。 

38 あなた方は自分の信念を変えるために苦労し、長い時間をかけてきました。そして、私があなた方に運命づけた霊
的目標、すなわち、父を知り、父を愛し、霊を通じて父に敬意を示すようになるためには、まだまだやらなければならない
ことがあります。そうすれば、あなた方は精神の真の栄光、すなわち、あなた方すべてが到達すべき真の楽園である高揚、
調和、平和、幸福の状態を感じ始めることでしょう。 

39 今日、あなたは心の扉を開いて、私の教えの光を浴びるのです。どのような業をもって、わが身をあがめるのか。 

40 あなた方は、私の前で、精神は沈黙し、身体は沈黙しているのです。首をかしげ、謙虚になるのです。しかし、私
の子供たちが私の前にへりくだることは望んでいない。私はしもべも奴隷も求めないし、無法者や追放者のような生き物は
求めないからだ。私は、私がとても愛している子供たちのところに来て、父の声を聞きながら、彼らの魂を霊的な上昇の道
へと引き上げるのである。 

41 しかし、見よ、わたしはヤコブの家に来たが、そこには恐怖しかなく、宴会を期待したが、沈黙しかない。なぜだ
、我が民よ。なぜなら、あなたの良心は、あなたの犯した罪のためにあなたを責め、わが来臨の喜びを感じることを妨げる
からです。その理由は、あなた方が自分を愛してこなかったこと、イエスが教えたとおりに働いてこなかったことです。 

42 あなた方は待ち受ける苦痛の影を感知する霊的装置を欠いています。ですから、あなた方の父は、戦争の天使が近
づいていること、その武器が非常に強力であること、そしてその反対側に平和の天使がすすり泣くことをあなた方に知って
もらうために、物質的に自らの声を聞こえるようにしてあなた方の言葉で語りかける必要があるのです。 

43 風の翼に乗り、疫病はますます近づき、霊的空間には何千もの存在が浮遊し、憎悪と不和の場に日ごとに落下し、
その錯乱はあなたの心と身体を暗くする。 

44 自然の力が解き放たれ、科学者たちを夢から覚めさせている。しかし、彼らは自己中心的な考えで、人類に破壊的
な仕事を続けているのだ。あなたが祈りを忘れている間、あなたは父から託された使命を果たしていないのです。 

45 私がヤコブに「見よ、わたしはあなたに多くの子孫を残し、それによって地上のすべての国々 は祝福されるだろう
」と言ったときから、平和創造という課題があなたの精神に課せられていることをあなたはよくご存じでしょう。だから、
あなたは私の前で黙っているのです。 
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46 人の法があなたを勘当し、私が私の証人となるよう訓練したあなたの唇を閉じさせるまで待つのでしょうか。 

47 信仰の薄い人であってはならない。もし私があなたを選んだとすれば、それはあなたが私に仕えることができ、そ
の方法を理解していると知っているからです。 

48 この日、私はあなたに告げます。諸国が平和を望むなら、私は彼らの愛に従って、それを実現させるだろう。もし
、彼らがさらなる戦争を望むなら、そうさせればよい。しかし、それによって、わが正義の杖が地上に下るであろう。 

49 もし人類がわが新しい弟子たちを迫害し、彼らが病人を癒し、わが教義を語るのを妨げようとするならば、奇妙な
病気が人々 の間に蔓延するだろう。科学者は病に倒れ、多くの人が目を閉じ、他の人は思考の混乱に陥るだろう。あの世の
門が開かれ、混乱した魂の軍団が全地域を荒廃させ、人を憑依させるだろう。そして、科学の無力さに直面して、わが謙虚
な働き手が立ち上がり、その知識を証明し、それによって多くの人が信者となる。これらの災難は、とっくにあなた方に告
知されているのに、あなた方は耳を塞ぎ、目をつぶっているのです。あなたは恩知らずです。 

50 時には、このような形でお話しすることも必要です。しかし、私の愛の言葉を鞭と混同してはならない。愛してる
私の温もりを感じることができるように、近くに来てください。私の王国の平和を感じることができるように、私に近づい
てください。あなたたちは、「砂漠」を渡りながら私を求めた人たち、私の約束をいつも追いかけていた人たちです。 

51 この生活に嫌気がさしたのでしょうか？そして、この木陰でしばし休んでください。あなたの悲しみをここで私に
告げ、私の胸で泣いてください。いつになったら、わたしと永遠に一緒にいられるのでしょう。私はすでに、すべての魂に
平和が訪れることを望んでいます。 

52 今、ひばりが全宇宙に羽ばたき、その安らぎと温もりを感じてください。 

53 女性たちよ、あなたがたは祈りによって、地上に存在する小さな平和を維持し、家庭の忠実な守護者として、家庭
に愛の温もりを欠くことがないようにする者たちである。こうしてあなた方は母であるマリアと一体となり、人間の誇りを
打ち砕くのです。 

54 男たちよ、私はこの地上で私を代表するために、あなた方をこの地上での主人としたのだ。あなたの霊は父のよう
であり、あなたの体は宇宙のようです。あなたの体の完璧さをその寸法で判断するのではなく、その中に存在する素晴らし
い生命、その秩序、その調和で判断してください。しかし、どんなに完成度が高くても、身体には限りがあり、成長が止ま
る時期がやってきます。しかし、知性と感覚は、死が止めるまで発達し続ける。しかし、地上で得た知恵や経験はすべて魂
に刻み込まれ、永遠に成長し続けるのです。 

55 あなたの家を第二の神殿とし、あなたの愛情を第二の神への礼拝としなさい。私を愛したければ、妻を愛し、子を
愛せよ。偉大な業、思い、模範もこの神殿から湧き出るからである。 

56 この時、皆さんはエリヤの羊です。ある者は彼のハードルの中で生き、ある者はまだ迷っている。第六の封印の光
は、この時点で転生している魂と転生していない魂をすべて照らします。地球上では、この法則を魂の進歩と救済のために
使う人もいれば、科学の謎に迫り、新たな不思議を発見するために使う人もいるのです。今なお科学の木から実を折って人
の心を毒するのは、冒涜的で不従順な手である。あなた方は、人類が永遠に向かって歩むべき道の反映として、地上におい
て6番目の期間を生きているのです。 

57 第一のエポックではアベルが、第二ではノアが、第三ではヤコブが、第四ではモーセが、第五ではイエスが、第六
では現在のエリヤが、そして第七では聖霊が私を地上に体現されるのです。 

58 わが使徒に何をしたのか。一人目は、嫉妬に駆られた実弟の一撃で倒れた。2つ目は、大勢の不信心者や偶像崇拝
者から誤解され、嘲笑されたことです。 

59 三人目は、自分の人生における私の力を証明し、その見返りとして親族からさえも恩義を受けたのです。 

60 四代目は、愛してやまない民の信仰が薄いために、律法の板を壊さなければなりませんでした。 

61 5番目は、その到来が予告されていたにもかかわらず、期待されず、信仰も愛も見出されず、愛のメッセージを世
界に伝えた後、預言者や使徒が受けたことのない最も不名誉な死を人々 から受けたのである。 

62 この時、6番目が霊的にやってきた。それでも、疑惑の矢、無関心の矢、嘲笑の矢が彼を追ってくる。 

63 第七の封印が解かれ、使者の代わりに永遠の御霊が人々 を啓示するとき、誰が私を傷つけ、殺そうとするだろうか
。 

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 131 
(イースターサタデー) 

1 キリストを迎えるために天が開かれたことを世界に告げる鐘が鳴るこの日、あなた方にとって、これらの伝統は過
去のものであることを告げます。今、あなたには、混乱した話ではなく、内なる集まりが必要です。騒々 しい喜びの集会で
はなく、想起と瞑想が必要です。聖霊の弟子たちが、神の教えを具現化したらどうなるのか。 

2 精神は生命であるから、決して絶えることはない。その証拠に、人が私を表現しようとする聖なる像やシンボルか
ら自発的に離れている。あなたがたは、神の前に、あなたがたの善行ほどよい供え物はないことを、ようやく理解するよう
になったのです。 

3 私が三日目に死から甦ると言ったか？それから、未来の出来事を象徴的にお話ししたこともあります。私は第3時
代の初めに霊体としてここにいて、人間の理解器官を通して自分自身を知らせ、また死者のところにも来ています-

霊的生活のために。この宣言は、他の時にも発表され約束されたものですが、あなた方は、派手な衣服や儀式は無用であり
、自分の魂に清らかさを備えなさいということを聞きました。心を清めないで、外見上、清く立派に見せることは、父なる
神様に気づかれない裏切りであることは、もうお分かりでしょう。 

4 あなたは、人間、あなたの兄弟を感心させ、欺くことさえできる。さらに、この大きな精神的な光の時代に、人々
がいかに偽善を含むすべてのものを拒絶しているかを体験してください。私は、あなた方が誰にも不意打ちを食らわないよ
うに、また、誰もあなた方の仲間を惑わすことがないように、あなた方を準備している。 

5 もし、自分がキリストの生まれ変わりだと言う者が現れたら、その者を信じてはならない。私があなた方に戻るこ
とを告げたとき、それは霊によるものだと理解させたからだ。もし、誰かがあなたに言うことがあれば。私は神の使者だ、
彼を信じよ、真の使者は私が託した使命を自慢したり、捏造したりしないのだから。彼らは作品によってのみ自分を認識す
る。その人が主の使者かどうかは、人が判断することです。木はその実でわかると言ったのを覚えていますか？ 

6 木の実」を味わうことを禁じているわけではありませんが、良い実と悪い実を見分ける術を身に付けておかなけれ
ばなりません。 

7 真理を愛する者は、私がランプスタンドとして同胞の道を照らそう。 

8 私はあなたの魂に望みがある。あなたの目には見えないが、そのために私はかつて人となり、その務めを果たすよ
う教えるために私の血を流したのである。 

9 このような形で私の存在を否定する人々 に途中で出会うことを恐れてはいけません。彼らは、まだ魂に光を持って
いない盲目の人々 なのです。彼らも一時は私を拒絶したが、私の奇跡を見て、イエスが約束のメシアであると宣べ伝えなけ
ればならなかった。 

10 この時、私を否定した者たちが、この教えが神から出たものだと告白する言葉を見つけられずに、あなたがたの前
で悔い改めるのを見ることになるのです。 

11 天が私を迎えるために開かれた瞬間を祝うために、大勢の人々 が盛んに言葉を発して教会に駆けつけるこの日、私
はあなたに、このすべてが人の心を動かすための伝統に過ぎないことを告げます。それらは、今日の私の神聖な受難を具体
化するための儀式に過ぎないのです。 

12 このような風潮に従って、祭壇や像を建ててはならない。神聖な行事を表現したり、自分を区別するために特別な
衣服を使ってはならない。 

13 心をこめてわたしを呼び、わたしの教えを思い出し、わたしの模範を手本としなさい。あなたの矯正の貢ぎ物を私
に捧げなさい。そうすれば、天国の門があなたを迎えるために開かれるのを感じるでしょう。 

14 イエスが三日目に死者の中からよみがえったように、私も今日、信仰と恵みの死んだ人間の中に第三の時代によみ
がえり、人間の理解器官を使って霊的生活の美点を教えていることを信じなさい。 

15 わたしに耳を傾ける多くの人々 に、わたしは言う。なぜ、あなたがたは、日曜日の衣や宝石で自分を覆い、むしろ
、自分の魂に純潔をまとわせようとしないのか。この服だけは、皆さんの中にあってほしい。 

16 私と私の受難についてなされる偽りの、そして冒涜的な表現を避けなさい、誰も私を代表することはできないのだ
から。私の模範と私の教えを生きなさい。このように行動する者は、地上において主人を代表したことになる。 

17 私の神性への捧げ物として香や没薬を焚く者がいる一方で、私はあなたに、あなたの心の内なる存在、あなたの魂
の香りを私に捧げるよう教えているのです。この精神的な供養こそ、私があなたに求めているものです。 

18 この恵みの朝、人類は、キリストが使徒たちを慰めるために死からよみがえり、霊的に困っている人々 を探し出す
ために死の敷居を越えた3日目を記念するのです。私があなたに言ったことを忘れないでください。私は偉大な土地所有者
、または羊飼いである。これらの課題も与えられています。羊飼い以外の誰が、魂を導き、国を導くことができようか。ま
た、心を整える一家の父親や、心を導く教師は、地主ではないのでしょうか。 

19 そして、その仕事は肉体的な死によって終わるものではありません。魂は地上だけでなく、精神世界でも種をまき
、耕し、刈り取りを続けているのです。大きな魂は小さな魂を導き、その魂はさらに低い発達の者を導く。 
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20 今、私が「大きな魂が小さな魂を導く」と言ったとしても、これらの魂が最初から偉大で、二番目の魂はその兄弟
姉妹に比べて常に小さくなければならないと言うつもりはありません。今、偉大な人たちは、まだそのような精神的発達に
達していない人たち、まだ弱い人たち、道に迷った人たち、苦しんでいる人たちを愛し、奉仕し、援助するという崇高な任
務を果たす中で、立ち上がり、発展してきたからです。 

21 今日小さい者も、明日は大きくなる、それは発展の道への忍耐があるからだ。 

22 ヤコブが予言の夢の中で象徴的に見た霊的完成の梯子は、地上に始まり天上に終わる道であり、物質界に始まり、
霊的生活の完成に終わる道である。 

23 あなたは、あなたの子供、あなたの弟子、あなたの民族を、たとえ死んでも見捨てないでしょう、一つの世界とも
う一つの世界の距離は、見かけだけです。そして、地上では不可能と思われるような偉大な仕事を成し遂げることができる
ようになります。 

24 日々 、父なる神の愛をより明確に悟らせ、その業の偉大さを理解することを教えるあなたの魂の道は幸いである。 

25 これらの教えの後、死によって十字架から解放されることを望み続ける人がいるのだろうか、あるいは、死によっ
て種が奪われることを恐れる人がいるのだろうか。 

26 すべては私の中で生き、すべては私の中で永続し、何も失われることはありません。 

27 この時、私はあなたの家であなたを捜す。あなたが私を捜すなら、私もあなたを捜すから。あなた方と話をしたい
。あなた方の心の奥底まで私を浸透させ、あなた方の悲しみも罪も私から隠そうとしないように。 

28 沈黙のうちにわたしの声を聞くようにしなさい、あなたの精神を父に向けなさい、そうすれば、あなたには一度も
聞いたことのない言葉で、しかも、いつも聞いていたかのように理解できる言葉で、わたしの声があなたに語りかけるのを
すぐに聞くことができるでしょう。 

29 私が "普遍の言葉 

"であることを理解しなければならないからだ。良心に語り、心に語り、魂に語り、理性に語り、感覚に語り、すべての存
在に語り、わが声は絶えることがない。 

30 私の声を聞き、私の教えを探求することを学びなさい。私の言葉の水を飲む者は、二度と渇くことはないと、私が
言ったことを思い出してください。私は、あなたが人生の旅を通して知恵を集めることができるように、すべての存在に私
の知恵を注いできた。 

31 たとえこの世に宗教がなかったとしても、あなたの存在の底に集中して、あなたの内なる神殿に「私のプレゼンス
」を見いだすことができれば十分であろう。私はまた、最も美しいページと最も深い教えを絶えず示してくれる知恵の本を
発見するためには、人生があなたに見せるすべてのものを観察すれば十分であると言います。 

32 そうすれば、正しい道を心に抱きながら迷うことも、多くの光の中で暮らしながら無知の闇の中をさまようことも
、ただ事ではないことが理解できるだろう。 

33 私は、すべての罪人に判決を下すためだけに、あなた方を裁きに来たのではありません。私はあなたを裁きに来た
のだ。だが、その前に、あなたの魂をすべての罪から解放する新たな機会を提供しないわけにはいかない。 

34 なぜなら、私はこの偉大な家族に囲まれた自分を見たいからです。この家族とは、私にとっては人類のことであり
、私は、自分自身を彼らの息子の一人とするほど、多くの博愛と優しさを与えました。 

35 このような形で私の声を聞く機会を得たあなた方は、正しい時に来たのだと知っています。私は適切な時間の前に
も後にも来ていないし、あなたは遅すぎたり早すぎたりしていない。これは、最も遠い時代からあなたの精神に約束された
時間であり、その中で、以前の時代にはほとんど始まっていなかった指導の継続を受けることができるようにするためです
。 

36 あなたは、まず人生のすべての実りを味わい、すべての楽しみを享受しなければ、私のもとに戻ることはできない
。父のもとで忠実で純粋であり続ける方法を知っている者は、なんと少ないことでしょう。彼らはただ、御心を行っただけ
なのです。しかし、「主よ、あなたの御心が天にあるように地にもなされますように」と何度も祈りの中で繰り返してきた
あなたは、いつも私の御心に従って行動してきたというのは嘘なのです。このような重大な過ちを犯したのは、不完全な自
分の意志に従って生きてきたからであり、その代償として、今、大きな苦悩と病気と苦難を味わっているのです。しかし、
あなた方はもはや自分の意志を押しつけることはせず、知恵と正義をもってすべてを指示する神の権威に身を委ねるのです
。そうすれば、もはや誤りを犯すことも、そのために苦しむこともない。 

37 あなたの内なる聖域の孤独と静寂を求めて祈りなさい。そうすれば、この祈りの中で、あなたの存在の中で現在眠
っている感覚と能力が現れ、今はあなたの心にアクセスできない過去の教えと未来の出来事についてあなたに語りかけるで
しょう。そして、過去世でやり残した仕事を完成させなければならないことを知ることになります。現代は、人間が自分自
身を霊的に知り始めている時代です。彼はすでに聖域の門の前に立っている。そこには、これまで自分では説明できないま
ま自分を取り巻いていたすべての謎の説明がある。しかし、私の絶え間ない呼びかけにもかかわらず、絶え間なく心の扉を
たたく声に耳を貸さなかったり、鈍感であったりする人は、災いです。 
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38 この民の女性たちよ、あなた方の心の最も深く最も高貴な糸に触れるわが言葉を聞く者たちよ、あなた方を見守り
、彼女たちの中に信仰の炎を燃やし続け、徳と平和と兄弟愛を育んでください。あなたの霊はすべての人と同じであるが、
あなたの心は私の言葉を受け入れやすいので、私はあなたに目を向ける。 

39 私はあなた方を、誰も傷つけず、裁かず、正すことを学ぶ愛すべき弟子たち、つまり、血を流させずに傷を癒す方
法を知り、屈辱を与えることなく許す方法を知る者たちとする。このように準備ができたら、私はあなた方を助言者として
、平和の使者として、この良い知らせの先駆者として、あなた方に多くを教えてくれた方の立派な弟子として、国々 に送り
出そう。しかし忘れてはならないのは、与えることができるのは父のみであり、父はまた、魂が失ったものをすべて返すこ
とができる唯一の方であるということです。 

40 1950年以降、私のこの姿での顕現が終わっても、私はあなたを一人にしておかない。私はこれからも別の形で、
より繊細な方法で存在し続けるだろう。私があなた方に託した教えを真摯に見守り、あなた方自身を霊化するならば、私の
プレゼンスをさらに身近に感じることができるだろう。信仰があれば、霊的な目で私を見ることができ、私の仕事のために
兄弟姉妹として団結すれば、私が声の主を通して自分を知らしめたこの時に人々 が群がったように、あなたがたのところへ
群がるでしょう。 

41 誰もあなたの心からこの種を摘み取ることはできないでしょう。 

42 戦いがある。邪悪な者、偽善者たちは、あなたがこの道を歩んでいるからこそ、あなたを指さし、迫害するのです
。しかし、この民を後退させるものは何もない。私があなた方の心に蒔いたこの種は、試練の時に、あなた方の子供たちの
唇に光の言葉として芽を出すからである。 

43 キリスト教が、人々 が互いに愛を感じることが困難な時代に、わが愛の教義を知らしめることに成功したように、
スピリチュアリズムもまた、物質主義が人の心を石化させた時代の中で、この時代において奮闘することでしょう。そして
、その時代、キリストの言葉が人々 の生活の根底を揺るがしたのなら、今この光も人々 の心の最も敏感な糸を震わせるだろ
う。私の種が消えたと思われる時期が来るでしょう。しかし、それは地上のあらゆる出来事の中で成功し、持続していくの
です。 

44 もし、ある者がわが真理を隠すことに成功したら、他の者はそれを知らしめるために努力するだろう。親が黙って
いれば、子が話す。しかし、わが弟子たちの唇からわが言葉が流れ、証しがいたるところに現れるだろう。しかし、私が今
告げようとしていることがすべて実現することを求めてはならない。まず種を発芽させ、その植物に悲願の実を結ばせ、さ
らにその実が熟すのを待つべし。そうすれば、私の予言が次々 と実現するのを見ることになるでしょう。ある者は勤勉に、
ある者は怠慢に。しかし、あなた方は忍耐強く、根気よく続けなければならないと言うのです。 

45 実や種を育てた後、それを収穫するのにかかる費用を知れば、真の愛情を持つことができる。だから、私の種をあ
なたの手に渡して、あなたがそれを愛し、その価値をすべて認めるようにしたいのです。あなたが任務を遂行するために、
私は闘争のためにあなたを強化します。 

46 羊飼いは、愛情を込めて群れを、魂のための主の懐である愛のハードルまで連れて行きます。 

47 前進せよ、私の声はあなたに言っている、途中で止まるな、と。時間を貴重な宝物のように大切にし、自分の精神
の義務を果たすためにも、地上の義務が課せられているためにも、時間を使いなさい。わが律法の命ずるところすべてにお
いてこれを用いよ。そうすれば、あなたが得る報酬は、あなたの霊魂に光と平和をもたらすであろう。 

48 この時代の多くの人々 にとって、地上での贖罪は終わりを告げようとしている。これらの啓示を聞いても、自分が
その選ばれた者の数に属するかどうか分からない者は、自分の存在の最後の瞬間でも使って、自分の良心の光でそれを吟味
しなさい。あなたが耐えなければならない試練を吟味し、あなたの（霊的）負債を可能な限り返済し、この準備によって、
あなたの魂が霊的生活の敷居をまたぐと同時に刈り取る、心地よい果実を手に入れることができるのです。 

49 死について考えてはいけない。未知のものがあなたにとって憂鬱な固定観念とならないようにするためだ。生きて
いることを忘れず、霊界の道を見るとき、あなたの魂は喜びと驚きで絶叫することを確信してください。まるで以前にも来
たことがあるような気がします。 

50 わが教えを研究し、正しく解釈しなさい。そうしなければ、あなた方は霊化のわが教師たちに与える評価が低いた
め、狂信に陥るだろう。これは精神の高揚であるから、誤りを許すことはない。 

51 純粋に、謙虚に、シンプルに生きよう。人間界の義を尽くし、精神界の義を尽くせ。余分なもの、人工的なもの、
有害なものを人生から取り除き、代わりにあなたの存在の中で良いものすべてで自分をリフレッシュしてください。 

52 もしあなたがすでに生きることを学んでいるなら、道はとても滑らかで、十字架の重荷はとても軽いので、あなた
にとって贖罪の義務を果たすことは簡単だと思われるでしょう。しかし、重い重荷を負い、鎖を引きずって世を渡る者には
、主の道を歩み、主の残した足跡をたどることは不可能に思えるのです。 

53 マスターはあなたに無理なことを要求しているのではないことを自覚してください。一瞬で人生を変えろとも言っ
ていない。あなたの心を物質的なものから解放し、利己主義から解放し、私があなたのために示した道をやさしく、愛を持
って進むのです。 
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54 虚しい言葉で私に仕えるふりをし、知識を自慢し、仲間の業を裁く者は、私のしもべではありません。わがしもべ
、わが弟子、わが兵士とは、清らかで勤勉かつ有用な生活をもって、わが光をその道に蒔き、徳と善の模範の跡を残す者た
ちである。 

55 誰も仲間の行動を裁く資格はない。純粋な者がそれをしないのなら、-

心に汚れのある者がそれをすることが許されるわけがないだろう。 

56 私がこのようなことを言うのは、あなたがいつも兄の種を探って、その欠点を見つけようと躍起になり、そうすれ
ば自分の種を見せて、自分の仕事の方がより純粋で完璧だと言って兄を辱めるからです。 

57 あなたがたの行いを量ることのできる唯一の裁判官は、天に住まわれるあなたがたの父である。主がはかりをもっ
て現れるとき、主の目には、より多く理解した者がより大きな功労者となるのではなく、同胞の兄弟となり主の子供となる
方法を理解した者がより大きな功労者となるのです。 

58 わが民が国々 の間に現れ、兄弟愛、調和、慈愛、理解の模範を示すことが必要である。彼らは再び神の教えを悪用
して争い、互いに傷つけ合い、自ら命を絶とうとする者たちの中で、平和の兵士として。 

59 あらゆる協会、教会、宗派のわが子たちに、私は彼らの良心を通して語りかける。私は、和解を促し、光に満ちた
偉大な思考で彼らを鼓舞します。しかし、私があなたを通して彼らにメッセージを残し、あなたが私の名によって彼らに伝
えなければならないことを知ることが肝要である。 

60 謙虚でなければならない。悪気はないのでしょう。優しくすること。屈辱と苦しみが与えられるだろう。しかし、
私のメッセージとなるあなたの言葉は、彼らの心から追い払うことができない。だから、私はあなたがたに言う。もし、あ
る人があなたの呼びかけに鈍感で耳を貸さないままであったとしても、ある人は長い眠りから覚めて、自分の人生を更新し
悔い改める正しい道に進もうとすることでしょう。 

61 勇気と信念と強さで武装し、戦いに臨んでください。しかし、私が言いたいのは、あなたが同胞と話すとき、その
人が立派な服を着ていたり、王子、殿、大臣と呼ばれているからといって、威圧してはいけないということです。 

62 パウロやペテロを例にとると、彼らは世間が主人と呼ぶ人たちの前で声を張り上げたのです。彼らは精神的に偉大
でありながら、誰に対しても自分が主であることを誇らず、むしろ自分がしもべであることを公言していた。彼らの例にな
らい、あなたがたの作品の愛によって、わが真理をあかしするのです。 

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 132 
1 ようこそ、あなたのマスターへの愛の炎を自分の中で感じ始めているあなた方。私の言葉の愛撫であなたの人生を

甘美にしようとするあなたを歓迎します。私の存在を疑っている者たちも歓迎する。私はあなたたちを疑いから解放し、私
の愛に道を譲る。悲嘆に暮れているあなたがたも歓迎する。私の愛が皆さんを包み込みます。 

2 私があなたを迎えるのを見るとき、あなたは心の底から私にこう言うのです。"主よ、私はあなたを待っていまし
た、あなたの到来を、あなたの愛の言葉を、すでに待ち望んでいました "と。- 

あなたは神の国を求めていますか？私は、あなたが最高の完成度に達するまで、一歩一歩あなたをそこへ導いていくでしょ
う。あなたより先にこの世に生を受けた多くの人々 が、すでにその崇高な境地に達しているのです。彼らは光の精霊、神の
使者、使者であり、目に見えない形で人のもとにやってきてメッセージやインスピレーションをもたらす。 

3 弟子たちよ、精神の進歩に努めよ。そうすれば、自分の可能性の範囲にありながら、その解決が不可能だと考えて
いるすべての問題を明らかにすることを学ぶだろう。もし、あなたがそのような高い才能を持っているならば、なぜそのよ
うな 

私が全部やってあげるの？自分の功績や努力、さらには犠牲によって私のもとに来るのだということを忘れないでください
。ゴールに到達するまでの道のりを、進行方向で示すのです。 

4 ほら、わたしのことばは、よい種のようなものだ。それは物質主義であり、私の教えが発芽できないような心の無
関心です。植物が花を咲かせようとしているときに、不純な手がやってきて、それを切り落としてしまうことがあります。
これは、心が悪い情念に導かれるのを許すと起こる。種が肥沃な土に落ちれば、やがて発芽し、花を咲かせ、芽を出し、多
年草は日ごとに高く伸び、豊かな実りをもたらす。 

5 皆さんは時々 、「なぜ主人は、しもべや弟子を選ぶのではなく、すべて主人の子である私たち全員を選ばないのか
」と自問することがありますが、私はそれに答えます。私は、熟した種と同じように、適切な時期にあるものを選びます。
それ以外は、成熟するまで時間を置いて、仕えるようにします。主人は、良い漁師のように、朝早くから船に乗り、魚がた
くさんいると思われる場所に網を投げ、魚がたくさん入ったところで、役に立たない小魚を網から抜けさせ、より大きな魚
を選び出すのです。私は魂の漁師であり、網を張ってあなた方の心を捕らえるのです。私の愛の網にかかった者のうち、ど
れほど多くが落ち着きのない情熱の海に戻ったことだろう。彼らはまだ、私に忠実に従い、離俗している選民には属しえな
い。しかし、彼らは後で合流する。 

6 私はすべての魂に私の声を聞かせようとするが、人々 の物質主義は、世と肉の声しか聞かせない。それにもかかわ
らず、わたしに耳を傾ける者がいる。これらの者は、苦しんでいる者、困っている者、病気の者、軽蔑されている者、世が
もはや必要とせず、与えるものがないために忘却の彼方に追いやった者たちである。彼らは私に何かを期待するしかないこ
とを知っているので、私の声をよく聞いているのです。この世に自分の望むものをすべて見出している人に、わが声、わが
言葉は何を意味するのだろうか。この者は自分の物質的な幸福しか見ておらず、いつでも私の呼び声を聞けば、乞食に言う
ように、「今日はあげるものがない、明日また来なさい」とも言うのである。しかし、この「明日」を知っているのは誰な
のか。再び彼のもとに電話がかかってくるまで、どれほどの時間がかかるか、誰がわかるだろう。別の存在でも可能である
ように、明日も可能かもしれない。人の痛みより自分の苦しみを忘れる人は幸いである。 

7 祈りなさい、今こそ、わが正義とわが光が、すべての暗黒の力を揺り動かす時であることを悟りなさい。今は困難
で危険な時です。暗闇に住む存在でさえ、あなた方の間で光の存在のふりをして、あなた方を誘惑し、混乱させるからです
。あなた方が道から外れないように、また、私の名を悪用する者たちに惑わされないように、私はあなた方に私の光を与え
るのです。 

8 欺く者は目に見えない存在だけでなく、光のふりをしながらも、わが教えに反する教えを語る人々 の中に、その化
身を見出すのです。耳を貸してはいけない。私の言葉は、その高い精神性、意味、そして神聖な「味」によって認識されま
す。わが言葉の『味』を知ることに成功し、それに慣れ親しむ者は、誤りに陥ることはないだろう。私は、あなたがたに、
わが言葉を調べ、深く理解する権利を与え、あなたがたはわが言葉を根底から知ることができるようにした。 

9 私は羊の世話をする羊飼いのようにあなた方を見守るので、あなた方の魂を大波から救うために私の網を投げたら
、今度はあなた方が仲間のために祈り、その祈りは人類の平和のマントのように広がっていくだろう。 

10 私の神の啓示を3つの大きな時代に分けていることを理解されたでしょう。 

11 人類がまだ精神的に幼かった頃、父は人類に律法を与え、新しい時代の扉を開くメシアを約束されたのです。 

12 メシアとはキリストのことで、人々 が「霊的な若さ」にあるときに来てくださった。彼は、かつて父から受けたが
、どのように果たすかわからなかった律法を、より高い形で果たすことを人に教えたのである。神の言葉」はイエスの唇を
通して語られた。だからこそ、世界は完全な師の愛の教えを通して、彼らの父の声と戒めを聞き続けたと言うのである。 

13 イエスは、人々 に真理の霊を送り、彼らが自分の教えを理解していないことをすべて理解させるようにと申し出た
。 
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14 さて、愛する人々 よ、今聞いているこの単純で謙虚な言葉は、真理の霊の声であり、神の霊光があなた方の中に注
がれて、あなた方が新しい時代に向かって目を開くことができるようにするためのものです。あなたの師のすべての啓示を
明瞭に理解させ始めているこの光は、あなたの父である聖霊の光であり、霊的発達の高みにある人類、つまり成人に近づい
た人類に神の啓示を理解させるために驚かせているのです。 

15 この光が明らかにするすべてのことにおいて、あなたがたは父の指示を受ける。"言葉 

"は私の中にあり、聖霊は私自身の知恵だからである。 

16 このような人間の声の担い手による宣言は、真理の霊に満たされたあなたが、霊から霊へとあなたの父に語りかけ
るとき、人間と創造主、主との真の霊的つながりの導入部に過ぎません。 

17 この時期のわが顕現をまだ信じていない者たちに、私は言う：師が再び人と接触していることを否定してはならな
い、師はあなたたちに再来すると約束したからであり、神の約束が果たされないままであることはない。また、父との交わ
りを持つことは不可能だと言って、父から距離を置いてはならない。実は、主は常に人々 の霊的な成熟度に応じて、さまざ
まな形で接触しておられると申し上げるのです。 

18 この新しい時代は、霊化の時代であることから、聖霊の時代と呼ばれるようになるでしょう。 

19 新しい時代はすでに始まっており、決して終わることはない。この時代の頂点は、永遠と結婚するのだから。 

20 光の時間が約束する偉大さと不思議をまだ知らないのか。世界が闇から抜け出し、新しい日に目を開くときがもう
間近に迫っていることを、あなたは喜ばないのでしょうか。 

21 混乱した状況は終わりを告げ、欺瞞は消え、謎は解け、輝くが同時に愛らしく穏やかな光-

それは神の霊のものであるから-が、長い間求め、疑い、苦悩してきた人々 に語りかけるだろう。ここに真実があります。 

22 キリストは父の律法を解釈し、師の教えは、あなた方が聖霊と呼ぶ同じ父の光によって照らされていることを理解
しなさい。 

23 この光に到達するために、思考を高め、精神を自由にし、心を開きなさい、私はあなた方に祝福の流れを注ぐ。 

24 今日、わが言葉の光に照らされたばかりの民よ、その貧しき手を開き、わが教えのパンとぶどう酒を受け取れ。 

25 ある者は短くとも厳しい試練を受け、ある者は長く苦い試練を受けた。瞬間、時間、日、年の苦痛はあなた方にと
って過去のものとなり、あなた方の心には平安が訪れるだろう。私の霊からあなたへ、私のバーム、私の力、私の光が流れ
ます。 

26 あなた方自身を私の輝きに包んで、悲しみ、嘆き、惨めさ、涙をここで忘れさせてください。今こそ、自分の中に
隠された宝物を発見し、世の中の亡者でいることをやめましょう。 

27 人々 よ、恐れるな。お前たちに欠けている平和と魂の強さと健康を得るまで、私はお前たちにどんな任務も責任も
課さないから。あなたが強いと感じるやいなや、あなたの心は私に感謝すると同時に、私のぶどう園に居場所を求めるでし
ょう。 

28 病める者、平和を求める者、貧しい者、正義に飢え渇く者、未亡人、孤児、この世に愛する者のいない者、要する
に苦汁の杯を飲むすべての者に「求めよ、さらば与えられん」と言うのです。しかし、私の利益のために何かを約束しては
ならない。しかし、あなたは私に従うか、私から離れるかの自由を完全に持っています。誰が私に従うか、従わないかは、
あなたの心の感謝、あなたの理解、あなたの良心に委ねます。 

29 私が与える命令ではないが、私に従うためには、私にも条件を課してはならない。 

30 あなた方が心に留めておくべきことは、自分を新たにし、正しい生活を送り、自分の仕事に徳の輝きを与える人に
は、平和、健康、知恵の光といった最も貴重な霊の宝が自由に手に入るということです。 

31 素直でおとなしい人なら、何も恐れることはない。私の中に、あなたは限りない愛と正義と善だけを見るでしょう
。 

32 あなたが道を踏み外すと、あなたの恐怖は正当化されるでしょう。しかし、その場合、自分の不完全な行為の結果
を恐れなければならなくなる。 

33 あなたがたの中に、私にこう言う者がいる。"主よ、私が誰に対しても慈愛を感じない、非常に硬い心を持ってい
ることを知っていながら、なぜ私をお呼びになったのですか"。私の力は偉大であり、岩からさえも澄んだ水を湧き出させ
るからだ。 

34 わたしのことばに耳を傾け続けること、それがわたしがあなたに求める唯一のことです。そして、棺桶の中の死人
のようなこの心が、神の子にふさわしく、感じ、愛しながらよみがえるのだ。 

35 祈ることを学びなさいと、あなたの主人は言っている。あなたの静かな部屋で話しましょう。私の病人に語りかけ
、油を注ぎ、私の神聖な癒しのバームの慰めを感じさせます。あなたが長い間待ち望んでいたものを、私はあなたに与えよ
う。 

36 祝福された病人たちよ、医者の医者と話すことを学びなさい、明日もよく私を呼びなさい、あなたが元気になり、
他の病人たちがあなたに託されるときにも。 
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37 常に奇跡が起こるように信仰を持ち、常に求めるものに値するように功徳を積む。 

38 何の苦労もできない病人が、どんなメリットを得ることができるのか。もし彼が忍耐と服従で自分を武装する方法
を知っているなら、神の意志の前に謙虚である方法を知っているなら、彼の功労は多く、偉大なものになり得る。もし、こ
のような人々 が、自分の行く先で、非常に重い十字架を背負い、多くの苦しみを味わっている心から湧き出る信仰、謙遜、
希望の模範に出会ったら、自分の心に一条の光が差し込んだように感じることでしょう。そして、本当にそうなのです。彼
らは自分の良心の声を聞くことができないので、他の仲間の模範と信仰によって送られる良心の光を受けなければならなか
ったのです。 

39 屈服するな、失敗したと宣言するな、苦しみの重荷に屈服するな。常に目の前に信仰の灯をともしなさい。この信
仰とあなたの愛があなたを救うのです。 

40 沈黙のうちに苦難と不幸を受け、日々 、屈辱の杯を飲む者たちよ、私はあなた方の歩みを祝福する。昨日まで主人
だった者が、今は下僕となり、以前は華やかな衣に包まれていた者が、今は貧しさに包まれている。あなたは惨めな隅に住
み、そこから過去を思い出し、そこで妻にも子供にも見られないように、ひそかに涙を流すのです。そんな時、あなたは臆
病になり、大切な人を絶望させたくないと思うのでしょう。私だけがこの悲しみを知っている、私だけがこの涙を乾かす方
法を知っている。あなた方全員に、私は語り、教えます。あなた方が内に蓄積したこのすべての苦痛を取り除き、経験とい
う祝福された光だけをあなた方の心に残すことができるのです。最も苦しんだ人たちから、最高のマスターを引き出すと断
言します。 

41 心も霊も死んでいる者よ、回復し、真のいのちに立ち上がるために、わが言葉を知るようにならなければならない
。 

42 痛みはその全内容を世界に注ぎ込み、千差万別の形で感じさせてくれる。 

43 なんというあわただしさの中で生きているのだろう、人類よ。毎日のパンのために、どれだけ苦労して生地をこね
るか。だから、男は早死にし、女は早老し、少女は花盛りで枯れ、子どもは幼くしてしびれを切らすのです。 

44 苦悩と苦渋と試練の時代、それが今あなたが生きているこの時代なのです。しかし、私はあなたが平和を見つけ、
調和を達成し、苦痛を拒否することを望んでいます。そのために、私は霊で現れ、慰めと癒しと平和の露であるわが言葉を
、あなたの魂に送るのだ。 

45 復活と生命であるわが言葉を聞きなさい。この方のもとで、あなたは信仰と健康と戦う喜び、生きる喜びを取り戻
すことができるのです。 

46 私の中にある、尽きることのない愛をあなたに与えます。あなたは私の一部であり、私はあなたを養い、私の慈悲
深い影があなたを永遠に覆う。父として、私はあなたの任務を果たすための最初の一歩を踏み出すよう教えました。あなた
は完璧な山の麓にいます。そこから上へ登ってください。私の魂は山頂であなたの帰りを待っています。人類はあなたの歩
みに従うでしょう。私は彼らに呼びかけを行っているのだ。私は、私の代理人として任命され、彼に託された魂を導く任務
を負う家族の父に語りかけ、私はまた、各人が私の法の中で行動し、この時代の試練を克服してその任務を果たすことがで
きるように、統治者である者に語っているのだ。 

47 私は太古の昔から、男と女からなる家庭を築き、そこに知恵と愛を注いできた。私は両者に十字架を課し、完全な
る運命を与えた。この家庭の基盤は、愛と相互理解です。リーダーシップは男性に、尊敬と服従は女性に属する。私は、彼
らが自分自身を完成させることができるように、両者に貴重な贈り物を置いている。そして、この祝福された制度が誤って
判断されたり、冒涜されたりすることは、わが意に反している。あらゆる場所で嵐が吹き荒れ、脅かされているにもかかわ
らず、用心深く、これらの原則を守ってください。確固たる基盤の上に、人類の未来を築く。そして、あなたの行いの中に
存在するわたしが、あなたを祝福し、あなたの種を増やしていくのです。 

48 もし、あなたの魂が偉大なアイデアやインスピレーションを把握する能力がないのであれば、祈り、自らを準備し
、私はあなたを啓発します。 

49 私が与えるすべての課題は、非常に重要で責任あるものです。ある者には子供の後見を任せ、ある者は多くの民の
霊的指導者とし、多くの国を治める者とする。地上のものを超えて、私に力と光を求める者は幸いである。その者は私と交
わり、私はその使命の遂行の間、あらゆる試練の中で彼を支える。 

50 父としての私の温もりを感じ、私の声を聞き、私を理解してください。初めて私の言葉を聞く者は、私があなた方
に言葉を与えるこの人が、自分こそ主、マスターだと信じさせようとしているのだと思わないように。いや、あなたの目は
私を見ないが、あなたの霊は私を受け取り、あなたの心で私の存在を感じるのだ。私は無限からあなたに語りかける。そし
て、あなたが私の聖なる言葉を聞くことができるように、私が用意したこの唇を通して聞くのは、私の声の甘い反響である
。 

51 なぜ、このような宣言があるのか？別の機会に、またあなたのところに行くと約束しました。私の来訪は、戦争が
起こり、人の堕落が頂点に達し、災いが地上に広がる時であると告げたのです。さらに、私の来訪は霊によるものであるこ
とを理解させるためである。戦争が全地を揺るがし、家が破壊され、美徳が足下に踏みつけられ、法が改ざんされるとき、
わが帰還の時はすでに来ており、あなた方の間にわが存在があるのはこの時である。ですから、多くの人がこのことを理解
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すると、"救い主キリストはいつ来られるのだろう？"と自問自答するのです。私はすでにこの世界にいて、彼らに光と平和
をもたらす種を準備していることを、彼らは知らないのです。私はまだ約束の履行を始めていない。 

52 私は新たに、謙虚な者、貧しい者、無知な者、それでも正義と愛と真理に飢え渇く者のもとに来たのだ。そして、
この単純で無名の人々 は、誰かが自分たちに目をつけてくれたこと、そしてその誰かが自分たちの主であったことに気づい
たとき、非常に大きな内なる力に突き動かされて、わが言葉を求めて旅立ったのである。それは悲しみ、疲れ、病んでいた
。しかし、私のプレゼンスの中で、そのすべての病に対する癒しを見つけた。しかし、わが赦しが与える愛撫を感じたとき
、その中に刷新と訂正の固い決意が生まれたのです。自分の霊には父にふさわしい働きが欠けていると感じ、大きな働きや
奇跡を起こせるようになるための指示を受けたのです。 

53 人間や精神生活は、彼らのわずかな知識では理解できない神秘的なものだった。ここで私に耳を傾けながら、すべ
ての被造物の真理を知るようになったのです。当時、イスラエルの民がメシアの到来を、自分たちに自由を取り戻させ、武
器を与えて抑圧者を打ち負かし屈服させ、その後、地上の財を浴びせて地上最大の権力者とする、戦争好きで地上最強の王
のそれと待ち望んでいたとしたら--

当時この民が来たのは、私が彼らを世に豊かにし、私が彼らを偉くし人の上に君臨させるためではなかったのだ。ここにい
る人たちは、真理と救いと平和を求めて私のところに来たのです。物質的なものも付与していますが、これは追加で行って
います。 

54 この時代の貧しい人々 のパンは-とても苦いけれど-権力者、大公、王が食べるようなものではないのです。 

55 人々 よ、私のもとに戻り、私が教えたとおりに祈り始めなさい。そうすれば、私の来臨の平和を感じることができ
るだろう。私の前で霊的に祈り、私が教えたフレーズを感じなさい。「天にまします我らの父よ、御名があがめられますよ
うに。御国を来たらせたまえ"あなたは何度、わが来訪を懇願するこれらの言葉を、その意味するところを理解せず、した
がって感じることもなく口にしたことでしょう。キリストは、父と子の間にイメージや礼拝の形を介在させることなく、天
の父に思いを高めて祈ることを教えられました。いつからこの指示を忘れたんだ？ 

56 わが新しい民イスラエルよ。この作品を木に見立て、あなたに託します。今日はまだ柔らかいが、明日は力強くな
る。疲れて病んでいる巡礼者に、日陰と実りを与える運命にあるのです。しかし、国や地方、山や村からこの木の実を求め
てやって来るお前達が世話をしなければ、この木は枯れ、実が落ち、日陰も出来なくなります。しかし、そのとき、その木
があった場所に来てみると、もうその痕跡を見つけることはできない。なぜなら、あなたはその木の世話をする方法を知ら
ず、空腹を満たすまでその実を食べることに満足し、そして、それに背を向けたからだ。この木は、私の子供たちの心の中
で育つ。その果実は愛と慈悲であり、あなたの信頼と感謝が、あなたの木が生き、成長し、実を結ぶための最高の水遣りと
なるのです。 

57 だから、私はこの謙遜の中にいる。だから、（この世の）偉い人たちに頼らなかった。彼らは地の宝を差し出して
、私を喜ばせようとするからだ。その時、イエス様はこの世に生まれるための小屋すらなかったことを思い出してください
。藁を寝床とした簡素な洞窟であった。「私の王国はこの世のものではない 

"と、後で話したが、私は私の誕生からそれを証明した。シンプルなエフォドで覆われたわたしのからだは、罪人や多くの
苦しみを受けた人々 の涙で何度も濡れ、それに触れた人々 の信仰が彼らに本当の奇跡を起こしたのである。 

58 今日、私は聖霊のうちにあなたがたのところに来て、私を覆い、あなたがたを覆うマントは、私の愛だけのもので
あることを告げます。私のもとに来て、この祝福されたマントであなたの涙を乾かしてください。あなたの信仰に、あなた
の救いという新たな奇跡が輝きます。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 133 
1 ようこそ、わが愛しき者たちよ、わが言葉を聞きに来た者たちよ。ここに人類のマスターがいる。今、わたしはこ

の声の主たちを通して、自分を知らせる。かつて、わたしが預言者の口を通して国々 に語ったのと同じように。 

2 あなたがたは人の中に、あなたがたの神があなたがたに示されたものより偉大なものを見いだすことができるか。
- 

いや、それならなぜ、私があなたがたの前にまっすぐな道を示したのに、あなたがたは誤解を招くような道を歩むのですか
。私だけが、あなた方の秘密を明らかにすることができるのです。他に誰が神の評議を執り行うことができるでしょうか？
私の神聖な光だけが、あなたの心が知らない過去の罪を償うために、今の人生があなたに与えられていることを明らかにす
ることができるのです。この苦い杯で過ちを償い、魂を清め、上昇志向を実現するのです。 

3 あなたの存在は、物質的な身体に限定されるものではないことを忘れないでください。だから、生きられなくなっ
ても、魂は死なないのです。魂は永遠の種であることを忘れてしまったのか？ 

4 イエスの姿の私をも限定してはならない。もし、あなたが私を思い出したり、人間としての私の姿を振り返りたい
のなら、私の教え、私の仕事を思い出すことによってそれをしなさい。私が無限であることを理解しなさい。私があなた方
と同じようになったときに与えた最初の愛の証を認識しなさい。そうすれば、美徳を実践することによって、あなた方は今
後、私の模範を示すことによって私の神性に似ることができるだろう。このように話すのは、あなたがすでに私を理解する
能力を持っているからです。 

5 私はすべての霊であるが、私のすべての作品において、私は存在している。もしあなたが地上であなたを取り囲む
すべてのもの、つまり空気、宇宙、光の中に私を求めるなら、あなたはそこに私を見るでしょう。もしあなたが、最も些細
な被造物の中に私の存在を求めるならば、--風に揺れる木の葉の中に、あるいは花の香りの中に--

あなたはそこに私を見いだし、創造主がそのすべての仕事を封印する愛の痕跡をそこに見いだすだろう。あなた方の科学は
多くの驚くべきものを発見し、創造した。しかし、人間は一人ですべてを作ったのではない。すべての基礎は、わが父の愛
にある。霊は、人間の心によって、神格の光と力を反射させる鏡である。精神が高まれば高まるほど、心が発達すればする
ほど、より大きな啓示を映し出すことができる。もしあなたの科学が今日、非常に苦い果実を与えたとしたら、それはあな
たがこの光を自由意志（あるいは恣意性）の道へとしか向けなかったからです。 

6 あなたがたは迷える羊であると、私は言わなかったか。このため、私はあなたを連れ戻すために、あなたを追って
いるのです。もし、あなたが真の道で私のハードルに戻るなら、あなたと父との間の調和は、あなたが人類に真の生命の果
実を与える原因となります。内なる審判の声は飽くことなく語りかけてくるのに、なぜいつも曲がった道を歩かなければな
らないのか？善い行いをするたびに、あなたの魂が喜びで満たされるのに、なぜ善を受け入れてはいけないのでしょうか。 

7 人類よ、私はあなたが迷子になることを望んだことはありません。あなたがたが私に対してこのような考えを持つ
のは不当であり、私が必然的に失わなければならない存在を創造したと考え、私が神の子らにこのような運命を与えたと考
えるのは不当である。あなた方の運命は異なっていることを理解しなさい-それは永遠に生きることである-

そしてそれは少数ではなく、すべてである、あなた方はすべてわが子なのだから。私がこの世に下りてきて人間となったの
は、その犠牲の例を通して、わが身を通じて与えられた使命の成就をあなたがたに示すためであった。 

神格化が決定された。この血は、すべてのわが子たちの回復への道を示すために流されたのであり、もしこの恩恵を受けら
れない者がいれば、その者だけのために再び人となり、わが血を与えて救うと、あなた方に告げたのであります。 

8 私のような完璧な正義は存在しない。今日、無実の人々 が非難され、一方では世の中の正義が彼らを罰することな
く有罪の人々 がいると不平を言ったとしても、心配せず、彼らを裁いてはならない。すべてのものに限りがあること、わた
しから隠されているものはないこと、さらにすべてのものはこの世で終わりを迎えることを忘れないでください。行け、わ
が子たちよ、立ち止まることなく、わが掟が示した道を歩むがよい。私を愛していることを、言葉ではなく、行いで、同胞
への愛の業で、私に伝えなさい。私を崇拝するために、物質的な祭壇を建ててはならない。しかし、もしあなたを鼓舞する
祭壇が必要なら、あなたを取り囲むこの素晴らしい自然を観想し、その中で私を愛せよ、そうすればあなたは私のもとにや
ってくるだろう。 

9 愛する弟子たちよ、魂と身体を整えて私に近づくときはいつでも、私の力と慰めを受け、あなたの悲しみは去り、
乳と蜜を楽しむことができるのだ。あなたの心に重くのしかかるものをすべて、わたしとともに捨てなさい。そうすれば、
わたしはあなたの人生に、わたしの意志のままに決断を下すであろう。今が成就と賠償の時であり、労働争議の後にこそ道
具は輝きを増すのだ。 

10 人類は、わが新しい弟子たちを待っている。しかし、わが労働者であるあなたたちが、世の中の意見を恐れて種と
農具を捨ててしまったら、この人類はどうなるのだろう？自分の使命の責任を感じないのか？良心は決してあなたを欺くこ
とはなく、あなたが自分の義務を果たしたかどうかを常に教えてくれるでしょう。あなたが経験しているこの落ち着きのな
さは、あなたが私の戒めに従わないことのしるしである。 
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11 私はあなたに平和の贈り物を与えたが、あなたは仲間の心にそれを蒔いていない。戦争をしている国の痛みを和ら
げるために、あなたの考えや祈りでインパクトを与えることはできませんでした。盲人が他の盲人を導くようなことがあっ
てはならない。あなたがたは世の光であると私が言ったことを思い起こしなさい。愛情さえあれば、あなたの使命は決して
難しいものではありません。もしあなたが私に善意を示せば、私はあなたを助けるでしょう。病人を捜しに行く必要はない
だろうが、あなたは必要とされているのだろう。そうすれば、この祝福された慰問の務めを果たすことができるだろう。あ
なたがたのところに来る者は、あなたがたの心がかたくなになって、"父よ、あなたが私に与えられた仕事はいかに難しい
か、私が働く畑はいかに厳しいか 

"と私に言うことのないように、私が準備しておくのである。私は、あなた方が愛を持って働き、自分自身を完成させるた
めに、すべてを命じたのだ。 

12 私があなたを選んでこの仕事を任せたのは、あなたが私を愛し、私に謙遜と服従を示したからである。しかし、あ
なた方を仲介者として使い、貧しい人々 に私の慈悲を注いだ後、同胞に対して優越感を抱き、私を否定するようなことはし
て欲しくない。 

13 魂を高めるには、この世の余分な楽しみを捨てなければならない。私の道は狭く、見守り、祈ることが必要です。
しかし、あなたがたが真実にわたしを愛するなら、これらの人間の惨めさから自分を切り離すことは、あなたがたにとって
犠牲でもなんでもないだろう。私はあなたの十字架を光にし、あなたを取り囲む人々 を照らし、あなたの行く手を阻むもの
がないようにしたのだ。 

14 明日には教義と思想の戦争が始まる。あなたの仲間の多くは、偽りの約束に疲れて、真実を求めてあなたのところ
にやってくるでしょうし、もしあなたが準備不足なら、それらの人々 の存在があなたを脅かすことになるでしょう。 

15 人の救いのために戦い、この時を生かすのだ。もう1950年が近づいている。あなた方の多くは、その年以前に私
に仕え、他の者はその年以降に仕えることになります。その年以降、わが言葉を伝えたあなた方はもう絶句することはなく
、現在、「霊界」（守護霊）に身を任せているあなた方は、その促しに従い、どんなときでも守られていることを実感する
ようになるのです。わたしは、あなたがたがわたしの教えを人々 に知らせ続けることができるように、すべてのわが子たち
とともにいる。その時、あなた方の敵はあなた方を滅ぼそうと努力し、わが業を展開するための障害となるものを作り出す
でしょう。そのときに反対すると、気持ちが弱くなってしまいます。しかし、それらの迫害者の多くは、私の教えの意味を
知るようになると、私を認め、改宗し、他の国や民族に私の教えを伝えるようになる。 

16 この光をすべてのわが子たち、小さな者たち、力ある者たちにもたらし、うめく魂を気遣い、道を示してほしい、
そして、無学であったあなたが、世界の前でわが意志を解釈する方法を知っているように。 

17 それぞれが、私が指定した場所にいる。私があなた方の前に置いた、私の口利きとして、大勢を担当する者たちを
冒涜することなく、むしろあなた方の善意で彼らを助けてください。もし、私が彼らを選んで重要な使命を与えたのなら、
彼らが困難な任務を遂行できるように祈ってください。 

18 心を打ち砕くような試練を受けたあなた方は、今、苦しんでいる人を理解し、秘密の部屋-それは人間の心です-

に入り込み、彼を苦しめている苦しみや悪を発見し、彼を慰めることができるようになったのです。 

19 もし、わたしがわたしのことばを物質的に聞こえるようにしたなら、それはただ、わたしがあなたがたを愛し、あ
なたがたに互いに愛し合うことを望むわたしの願いを知ってほしかったからである。 

20 手をつなぐのは友情の証、ただし誠意をもって。友達になる方法を知らないで、どうして兄弟姉妹になれるのでし
ょうか？ 

21 父なる神があなた方の中に住んでくださることを願うなら、あなた方は兄弟姉妹として生きることを学ばなければ
なりません。もしあなたが兄弟愛の道にこの一歩を踏み出すなら、あなたの勝利は報酬として精神と精神との結合となるで
しょう。私は多くの霊的な贈り物をあなたがたに与え、あなたがたに告げます。あなた方が意志と思考で一致したとき、私
はあなた方の世界の外側に住む兄弟姉妹とインスピレーションでつながることを許可します。 

22 私の仕事は光であり、私の真実は明確である。だから私は、誰も暗闇の中を歩いて、私がそこにいると主張するこ
とはできないとあなたに言うのだ。 

23 当時、私が人間としてあなた方の間に住んでいたとき、皆が休んでいる夜に、発見されるのを恐れて、何度も何度
も人々 が私を探し出し、こっそり私のところに来たことがあります。彼らは、私が群衆に向かって話しているときに、私に
対して叫び、不快感を与えたことを後悔して、私を求めた。そして、私の言葉が彼らの心に平和と光の贈り物を残し、私が
彼らの体に私の癒しのバームを注入したことに気づいて、彼らの後悔はより強くなった。 

24 彼らは頭を下げて私の前に姿を現し、私に言った。"先生、私たちを赦してください。"私たちは、あなたの言葉の
中に真実があることを発見したのです。- 

もし、私が真実を語っていることが分かったのなら、なぜ、身を隠すのですか。太陽の光が現れたら、外に出てその光を受
けようとしないのですか。"いつから恥ずかしくなったのですか。 

25 真理を愛する者は、それを隠すことも、否定することも、恥じることもない。 
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26 私がこのことを話すのは、多くの者が私の話を聞くためにひそかにやって来るが、行った場所を偽り、聞いたこと
を隠し、時には私と一緒にいたことを否定することさえあるのを見るからだ。誰のことを恥じているのですか？ 

27 あなたがたは、人々 があなたがたをあざけったり、指さしたりする原因をつくらないように、わが業とわがことば
を語ることを学ぶことが必要である。また、私のことを証言するときは、心から出た言葉であることを表すように、誠実で
なければなりません。それは、心に触れ、魂に届く真実性を持っているからこそ、必ず芽を出す種なのです。 

28 私の神聖なメッセージは、私があなた方の中に置くとき、友愛のメッセージに姿を変えなければならないのです。
しかし、これが現代の人々 の物質主義的で懐疑的な心を感動させ、動かすためには、私が明らかにした真理を浸透させなけ
ればならないのです。もし、隠し事をすれば、第三の時代におけるわが啓示を完全に証言したことにはならず、その結果、
あなたは信じられなくなるのです。 

29 私は、暗闇の包帯は、無知な人や惑わされた人を傷つけず、侮辱せず、怒らせず、傷つけずに取り除けることをあ
なた方に証明しましたので、あなた方も同じようにしてください。愛と許しと忍耐と我慢が、厳しさや非難や武力行使より
も大きな力を持つことを、私自身があなたに証明したのです。 

30 弟子たちよ、この教えを守りなさい。もし、あなた方が隣人の兄弟と正しく呼びたいのなら、彼らに注ぐべき多く
の善と徳がなければならないことを忘れてはならない。兄弟愛の光が地上に輝くとき、私の存在を力強く感じさせると約束
する。 

31 心構えを知っている者は、師の言葉に触発された精神的な教えを熟考して、歓喜に浸るのだ。の土は、あなたの 

心は不毛なものではなく、やがて麦は実を結ぶのです。 

32 私の光は、あなたの無知の濃い闇を引き裂き、あなたの心は私を愛するためにかき立てられ、あなたの心は私の啓
示を理解するために輝きを増した。この光は、あなたに生命の輝き、創造の完璧さ、自然の驚異、そしてあらゆる運命が予
言されている知恵を見させるものです。 

33 時々 、あなたは私に言います。「先生、あなたの教えを学ぶのは簡単ですが、それを実行に移すのは難しいです。
- 

その結果、主人はあなたを励まし、その愛であなたに自信を持たせてくれるのです。そして、日常生活の中で、対処する能
力の部分で試練を与えてくださるのです。そして、気づかないうちに、師の教えを実践し始めるのです。理解、信仰、そし
て愛があれば、この道を歩むことができるのです。 

34 覚えておいてください。あなたがたが私のプレゼンスの中に入ってきたとき、そして私があなたがたに何かの仕事
をすぐに始めるよう要求する前に、私はあなたがたに私の言葉に耳を傾けることを許し、知恵と力、癒しと平和である私の
言葉であなたがたを満足させた。私は、あなたがそれを見つけるまで、まず私の真理を探すようにし、あなたが望むだけ私
の仕事を探求し、それに入り込むようにした。ちょうど、トーマスが信じることができるように、私の脇の傷に指を入れる
ようにと言ったように。そうしてこそ、待ち受ける戦いにしっかりと立ち向かえるのです。 

35 私は、あなたが数え切れないほど私の御言葉を聞き、私の教えのセッションで弟子入りを感じることができるよう
にしました。私の神性が現れ、私の「霊界」があなた方の間で奇跡を起こすことによって、その存在を証明することを許し
たのだ。 

36 私があなた方に与えたすべてのものを理解し、正しく見るとき、あなた方はもう証明や奇跡に対する飢えや欲求が
ないことを自分自身で確信するでしょう。 

37 あなた方は、自分自身や兄弟姉妹に奇跡が起こるのを見た。そして、その奇跡があなた方の信仰の炎を燃やし、心
の中に愛の祭壇を築いたのである。 

38 あなたが今理解しているように、純粋さと高揚感をもって私の教えを実践できるように、あなたはすべてを持って
います。 

39 今日、あなた方は絶えず私に質問しているが、明日はあなた方の仲間の質問に答える人になるのである。 

40 難しくもあり美しくもある、それがあなたに託した仕事です。それは愛の十字架であり、その下であなたは倒れ、
そしてその強さで再びあなたを立ち上げるのです。 

41 十字架を背負わずに、誰がこの人生を歩むことができるだろうか。そして、それを担いで、時にはその重荷に疲れ
果てて倒れない人は誰でしょう？ 

42 あなたのメシア、あなたの贖い主である私も、この地上で十字架を背負い、その重さに何度も倒れなければならな
かったことを忘れてはならない。しかし、まことにあなたがたに告げますが、肉は痛みと疲労と苦悩の重さに屈して倒れる
ことがあっても、精神は負けません。倒れるたびに高く昇り、嘆くたびに運命を祝福し、死んでも真の生命の光に昇るので
す。 

43 キリストは十字架を背負うことを蔑ろにしませんでした。それを肩に担いでゴルゴダまで行き、その上で命を吐き
出すことで、あなた方に最高の謙遜のお手本を示し、その後、父の右の座につかれたのであります。 

44 その十字架は、私が人々 の心に私の受難を書き記したペンであった。 
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45 人類の光となり、救いとなる使命を私が託した人々 よ。あなたは三度の弟子であり、今、三度目で師となる。 

46 今日、あなた方は団結して会衆、群衆、グループを形成しているが、明日には、私の教えを証しし、教えるために
さまざまな道を歩み出すだろう。しかし、精神的には互いに距離を置くことはないでしょう。 

47 たとえ海を隔てても、広大な土地を隔てても、使命の達成という理想で結ばれたあなた方の心は、互いに寄り添い
合うことでしょう。 

48 この民の統一は1950年以降になりますが、1866年から1950年まで民が受けた肥沃な露のような御言葉で育てた
種が受精するのを見るとき、父の喜びは非常に大きくなることでしょう。 

49 人々 よ，新しいシナイ山のふもとで，あなたがたの父エホバにあなたがたの使命の最初の実りをささげなければな
らない時が，すでに近づいているのです。 

50 その祝福された時間に、過去の時代に失い、現在私があなた方に強く求めている一致を、父なる神様に提示してほ
しいのです。あなたの心に狂信や偶像崇拝を持ち、手に欺瞞の実を握って、主のもとに来てはならない。 

51 偶像を崇拝する者が、あなたがたの前に現れたとき、どうして自分の誤りに気がつくことができようか、あなたが
たも同じようなものを崇拝しているのだから。 

52 私の思いやりのある愛は、すべての畑を肥沃にし、そこに精神化の種を落とすことができるようにします。 

53 運命を恐れるな、みんな。あなた方のこの宣教の任務には束縛はなく、この「ハードル」（霊的共同体）は牢獄で
もなく、私があなた方に託した任務は鎖でもありません。 

54 信じて善意でこの箱舟に避難する者は幸いである。彼らはこの時代の誘惑から救われ、強くなり、痛みの中に癒し
のバームを持ち、貧しさの中にこの仕事の宝を持ち、恩義と中傷が彼らを追うとき、私の愛のことばの慰めを持つであろう
から。 

55 超人的な犠牲を払えというのではありません。私は男に、私に従うために男であることをやめるよう求めたことは
ありませんし、女に、霊的な任務を果たすためにそうであることをやめるよう求めたこともありません。私は夫をその伴侶
から引き離したのではなく、また彼女が私に仕えるために夫から引き離したのでもなく、親たちに、私に従うために子供を
捨てなさい、仕事を放棄しなさいと言ったのでもないのです。 

56 このぶどう園で労働者としたとき、私のしもべであるためには、彼らは人間であることをやめてはならず、したが
って、神のものは神に、世にふさわしいものは世に与える方法を理解しなければならないことを、私は彼らに理解させた。 

57 私はただ、私が教えた愛の使命を果たすために、あなたの人生の道に私が置いた機会を逃してはいけないと言うだ
けです。 

58 精神的な義務と物質的な義務は連動しており、多くの場合、両方の法律を同時に満たすことができることがわかる
でしょう。 

59 魂が完成するまでの7つのステージ。今、この地上で生きているあなた方は、自分がどの段階にいるのか知りませ
ん。 

60 私はあなたの精神のこの質問の答えを知っていますが、私は当分の間、あなたにそれを教えないかもしれません。 

61 死が訪れ、現世の肉体の目を閉じるとき、魂が持ち上げられ、その功績によって到達した故郷にたどり着くことを
感じられるように、熱意をもって仕事に励みなさい。 

62 この作品の弟子たちは、肉体の死が訪れると、魂と肉体の結びつきが簡単に切れてしまうことを体験することにな
る。地上の快適さを捨てなければならないので、彼に苦痛はないでしょう。その魂は人の間を影のようにさまよい、光と愛
と平和を求めて戸から戸へ、心から心へとたたくことはない。 

63 見よ、祈れ、他の国々 では戦争がその行く手に荒廃をまき散らしているのに、あなたがたの間ではわが言葉が善と
平和に満ちて下りていることを。 

64 世界のために祈れ、人々 よ。 

65 お前たち、配偶者を抱きたいから、子供の瞳に自分を映したいから、愛する者に労働の成果を与えたいから心に喜
びを感じ、急ぎ足で家に帰るとき、死の現場にいて、家が壊され、家に帰ることができない者たちのために祈ってくれ。 

66 楽しいことがあったとき、同じ時間に泣いている人がたくさんいることを忘れてはいけない。 

67 妻よ、母よ、ゆりかごの中で甘く眠っている子供の額に口づけするために顔をかがめるとき、かつてヒバリのよう
だった母親たちが、戦争が台風のようにすべてを破壊したために、今は巣も仲間も子供も失ってしまったことを思い浮かべ
てみてください。 

68 家のドアを閉め、家の居心地の良い暖かさとその保護を感じるとき、子供を死から守るために地球の内側に場所を
求める母親たちのことも考えてみてください。親を呼んでも返事がない幼い子や、一言だけどもる子を思い浮かべてみてく
ださい。パンです。 

69 しかし、人々 が互いに破壊し続けるとき、あなたがたは祈りなさい。あなたがたの祈りは、平和の天使がそれらの
国々 の上にとどまるようなものでなければならない。 
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70 私は、師匠から弟子へ、父から子へと語りかけてきました。私の言葉を振り返る。 

71 あなたが私の神性とともに形成する共同体は、道行く人を休息に誘う強大な樹木のようなものです。私はその木の
根と幹であり、あなたは葉でいっぱいに広がった枝です。私は樹液であなたを養い、あなたは樹液で生命と力を受ける。も
し、あなたが私から切り離されて生きることができるとしたら、どうでしょう。- 

あなたは時々 、時代が変わったから自分が弱くなった、苦しんでいると私に言いますね。しかし、時代は変わらず、変わっ
たのはあなたの心であり、愛と調和と平和の中で生き抜く方法を理解していないことが、あなたの悲しみの原因なのです。 

72 私の指示は、あなたの霊の信仰を新たにし、新しい力を与え、あなたを啓発する。私の言葉は、あなたの渇きを癒
し、あなたの上に無尽蔵に注がれる透明な水です。麦」を豊かに与え、仲間の心の中で育てていくように。私があなた方を
愛するように、あなた方も互いに、そして自分自身を愛してほしい。私はあなた方に多くの人々 の指導とリーダーシップを
任せただけでなく、あなた方の最初の義務は自分自身を見守ることだからだ。あなたは創造主の生き写しであることを自覚
して、自分自身を愛することです。 

73 今日まであなたがたが私に差し出す収穫は、痛みと、わが律法の知識の少なさである。麦を蒔くなら、麦を刈り取
らなければならない。しかし、自分でまいた種は自分で管理しなければなりません。今日は収穫の時、それぞれが自分の収
穫を刈り取るのです。その後、地球は再びきれいになり、人間は新しい生活を始める。私は彼のすぐ近くにいて、彼の心を
奮い立たせるだろう。それは、私が愛する弟子たちよ、あなたがたにいろいろと話した平和の国であり、私が現在、すべて
の魂をそのために準備しているものである。 

74 私は、あなた方が幼な子のように私の食卓を囲み、私の話を聞き、自分自身を養い、私と交わり、私の教えを受け
ながら、それに従う決意をするのを見たいのです。仲間に尽くしてほしい。あなた方の心に愛と慈悲の花が咲いたら、すぐ
に彼らのもとへ送りましょう。あなたの人生は、あなたの行いが映し出され、あなたが正しいことをしたのか、失敗したの
かがわかるような、純粋な鏡のようなものでなければなりません。 

75 私の弟子たちの美徳の展開は、私が自分自身を知らせる者たちの動機となる。霊感は豊かになり、わが恵みと奇跡
は人に注がれる。あなたの霊的な兄弟姉妹は、あなたの装備によってよく配置され、あなたを助け、あなたの道を容易にし
、あなたの仕事を楽しくしてくれるでしょう。あなたの影響力は、あなたの家、あなたの地域、あなたの国を越えて、他の
心を助けることになるのです。善は、あなたのまだ知らない力を持っている。 

76 私は、単純で無知な人間の仲介によって、わが言葉を与えた。しかし、私に耳を傾ける者の中には、このみことば
の謙遜さの中に私の神聖な本質を発見することができた、鍛えられた心を持つ学者もいる。私はあなた方のハートを日々 鍛
え、私の顕現を受け入れるようにし、私の愛は勝利を収めたのだ。あなたが心の中で私に示した岩から、私は神殿を作り、
そこであなたは私に愛の礼拝を捧げます。 

77 私の作品をあなたに託す。守りなさい。計り知れない価値を持つ宝石なのだから。それが尊重され、理解されるよ
うに見張り役となりなさい。何事も道を退かせてはならない。常に前へ前へ。 

78 あなたの心が愛に渇くとき、いつでも私に身を捧げてください。苦しみが重荷のようにのしかかるとき、あなたを
愛し、あなたを慰めようとしておられる父がおられることを思い出してください。私を想うとき、恐怖や悲しみが薄れてい
くのを感じるだろう。あなたの病人を私に委ねなさい、そうすれば私は彼らを癒す。 

79 命の木は枝を広げてあなたがたに安らぎと涼しさを与え、その実があなたがたの心を愛おしくしているのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 134 
1 この愛のメッセージであなたの心に平和をもたらす。あなたの聖域が開かれるのを見て、そこに住むために入った

のだ。 

2 キリストは主人であるあなた方に語りかけ、地上での御業を思い起こさせ、あなた方が私の模範によって自らを奮
い立たせることに成功するように。 

3 愛する人々 よ、あなたがたの中にいる私の存在を利用しなければならない。あなたがたの生きている時間は、あな
たがたの魂にとって重要なものだからだ。 

4 あなたの中に宿るこの光の存在は、その仕事がまだ終わっていないことを知っており、以前の存在では、与えられ
た時間や、精神的な進歩を遂げるための機会を生かしきれていなかったことに気づいています。したがって、その任務を完
全に達成し、すべての霊的才能を開花させるためには、今日も努力しなければならないことを承知しているのです。 

5 この仕事を通して、あなた方が自分の霊の賜物と能力をすべて知ることが、わたしの意志であった。私はあなたた
ちに愛の教えを伝え、あなたたちの霊的な才能を伸ばし、闇の中を歩く人たちの道を私の真理の光で照らすために、十分な
時間を与えてきた。 

6 私が選んだ者たちが預言者、先見者、あるいは悟りを開いた者として現れ、光の時代が到来したことを世界に告げ
る時であることを、あなた方に理解させた。これらの告知から、啓示、恵み、知恵の贈り物をあなた方に浴びせる準備が整
ったわが王国の近さを感じ取る者は、ごくわずかであろう。 

7 多くの人が、見たもの、感じたもの、経験したものに困惑し、やがて私に尋ねるだろう。"主よ、私の目が見てい
るこれは何ですか、世界で起こっていることは何ですか、人の間にこんなに多くの奇妙な現れやしるしはどういうことです
か "と。 

8 しかし、不信心、傲慢、無慈悲のために、この時代の知識の光を見たり、感じたり、直感で見ることができない者
は、闇を光、偽りを真理と呼ぶ者の中に入ることになるのである。 

9 あなたがたの心を励ましてくれたこの御言葉の光の中で喜んでいるあなたがたは、このすべての理由を説明し、良
い知らせを告げ、それを必要とするすべての人々 に、わが訓戒の書を通じてわが教えをもたらすために召されていると思わ
ないか。 

10 私はあなたがたに律法、導き、道、そして何が正しいか、何が許されるかの知識を与えた。それは、あなたがたに
決してつまずきを与えないため、葛藤の時に疑いを持たないため、そして聖なるものを汚さないためである。私は、地球の
あらゆる地点に、予言する男や女が現れ、霊的なものから離れたところに住むすべての人々 に奇妙な教義を宣べ伝えるのを
目にすることを知っています。 

11 これらの人々 の多くは、マスターの指導を受けなかったため、その発現は明確に定義されることもなく、また大き
くもないでしょう。しかし、それまでは、私の弟子となったこの民が、地上のあらゆる方法で私のメッセージを広めていく
のだ。 

12 多くの人が、霊的生活が人の業の指針となることを不思議に思うでしょう。長い間、人はわがメッセージとわが霊
感に対して心の扉を閉じてきました。この自主的な追放の中で、人間は自分の自由意志の声を聞くだけであり、その人生の
道は、自分の物質的な知識の微光によって照らされるだけである。しかし、この声はほとんどの場合、長い嘆き、嗚咽、あ
るいは呪詛であり、その「光」はその科学によって現れ、彼を上に導くのではなく、さらに苦しみの中に深く陥れるのであ
る。 

13 何世紀もの眠りから覚めて、新しい時代の光を宣言するのは、それまで真の生命に厳格であった「死者」が霊的生
命によみがえるのである。愛と知恵と正義があり、感動があり、善が支配するところに、真の生命が存在するのです。しか
し、罪が支配し、悪徳が支配するところ、争いや悪意や利己主義の巣があるところ、そこには死と惨めさと暗闇しかない。 

14 人が物質主義に陥ると、その仕事は創造的であるどころか、破壊的なものになる。その姿は、まるで死骸をかじる
虫のようであり、一方、創造的な仕事を通じて、完璧な調和で巣を作る蜂の群れのようでもある。この小さな生き物の仕事
は、後に味覚を甘くする蜜を探すことである。しかし、あなた方は、いつになったら、人生の本当の味を知り、それをお互
いに与え合うことができるのでしょうか。 

15 この風味は、神聖な愛によって形成されています。私がすべての心に置いたおいしい甘露で、あなたは理解する方
法も求める方法も知らないので、まだあなたの存在を甘くすることはないのです。 

16 今日、御父の光はすべての霊に豊かに注がれている。それは、霊が無気力から目覚めたとき、知恵と光に富んだ書
物である自らの経験を振り返り、それによって真理を認識するためである。 

17 そして、わがぶどう園で働く用意をしなさい。われは、あなたがたの使命の遂行を助けるであろう。 

18 あなたの嘆願、あなたの不満を聞きます。父と会話することを学んでほしい。 

19 私があなただけに会いに来たとは思わないでください。この人類の嘆きは、苦悩の叫びとして、光の霊感のように
、天の高みにまで達したので、私はすべての人のもとに降りてきたのです。 
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20 このような形でわが言葉を受け取るとき、あなたがたは内心で、わたしは父として来たのか、それとも裁判官とし
て来たのか、と尋ねる。この日、わが最初の言葉を聞く前から、あなたの良心は、あなたの罪の一つ一つを、また、あなた
の善行の一つ一つを、あなたに糾弾していた。しかし、もし私が私の言葉であなたがたを裁くとしたら、どうしてあなたが
たは恐れるのか。私の判断は、あなたへの愛から来るものではないのか。 

21 試練があなたを驚かせないように、この時代の嵐と大波があなたを暗闇に置き去りにしないように、私はあなたを
目覚めさせます。 

22 確かに今は試練の時なので、負けないように強い心構えが必要です。 

23 地上での生活は、常に人間にとって試練と償いの連続であったが、今日ほどこの旅が苦しく、またカップがこれほ
ど苦く満たされたことはないだろう。 

24 この時、人間は壮年期を待たずに人生の闘争に直面する。子供時代に、失望、くびき、打撃、障害、失敗をすでに
知っている生き物がどれほどいることか。さらに言えば、この時代、人間の痛みは生まれる前から、つまり母親の胎内です
でに始まっているのです。 

25 この時、地上にやってきた存在たちの償いは大きい。 

26 世の中に存在するすべての痛みは、人間の仕業である。私の正義の中に、茨を人生の道に蒔く者が来てそれを刈り
取ることを許すより、もっと大きな完成があるだろうか。 

27 すべての人が、あなたが生きている混乱の責任を同じように分担しているわけではありません。しかし、戦争の加
害者でない者は、平和のために責任があるのです。 

28 自分自身と隣人に対して慈悲深くあれ。この慈悲を実行に移すために、わが御言葉の研究を通して自分の賜物を認
識しなさい。同胞を愛する者は、わたしを愛する。その同胞は、わたしの愛する子だからだ。 

29 あなた方は、私が祈りのために、みことばを広めるために、そして癒しのために準備している人々 です。不幸と労
苦と苦渋に満ちた人生は砂漠のようなものだが、そこに住み着いてはならない、それでは真の平和を知ることはできない。 

30 歴史に登場するイスラエルは、エジプトの捕囚と偶像崇拝から逃れるために、長い間砂漠をさまよい、同時に平和
と自由の地にたどり着いたことを心に留めておいてください。 

31 今日、人類全体がファラオに捕らえられたあの人々 に似ている。信条、教義、法律が課せられている。ほとんどの
国は、より強力な他の国の奴隷である。生きるための闘いは厳しく、仕事は飢えと屈辱の惨劇の下で行われる。苦いのは、
すべての人が食べるパンです。 

32 このようなことから、人類の心の中には、より良い生活を実現するために、解放や平和への憧れがどんどん形にな
っていくのです。 

33 戦争の轟音、流される人の血、利己主義、権力欲、憎悪が千変万化の形で実を結び、人々 を深い眠りから覚ます。
そして、イスラエルの民がモーゼの霊感のもとにエジプトで団結したように、精神化という一つの理想のもとに団結するな
らば、どんな力がこれらの心を止めることができるだろうか。この憧れの中にこそ、わが光はあり、この闘いの中にこそ、
わが力はあり、この理想の中にこそ、わが神聖なる約束は存在するのだから。 

34 世界が鎖から解放されるためには、新しいモーゼが必要なのだろうか。私がこの時代にあなた方にもたらした教え
は、モーセを鼓舞した光であり、正義と預言の言葉であり、弱い者、臆病な者、臆病者を立ち上げ、勇気ある者、断固とし
た者、熱心な者に変える力であり、真理の道に導き、導く法であり、長い放浪の日々 にあなた方を支える神の優しさなので
す。 

35 あなたがたは、わたしのことばに励まされ、まるで奇跡的なバームを傷に塗られたように感じているのだ。力が湧
いてくる、新しくなる、明日への希望が湧いてくる、そんな感覚です。では、この同じメッセージを、地球上の虐げられて
いる人々 に伝えたら、同じ奇跡が起きると思いませんか？ 

36 だから、私はあなた方に、この顕現の使者として出発すべき時を遅らせることのないよう、自らを備えよと言うの
である。 

37 私があなた方に覚悟を決めるように言うのは、この福音が、決して痛みや仲間割れ、一滴の血も流すことのないよ
うに広めていくためである。 

38 私のメッセージは、説得力があり、優しく、真実味があります。心だけでなく、精神にも響くし、納得もできる。 

39 私に耳を傾け、学び、実践しなさい。そうすれば、自由と平和の光である信仰のために、裂け目を開くことができ
るようになる。 

40 私はいつでもあなたに別の教えを与える用意があることを、あなたは知っている。今日はまず、私があなたがたの
ところに来た目的は、あなたがたに教えることであり、あなたがたの任務を純粋に遂行できるようにするためだと告げます
。 

41 確かに、この地上での存在は、あなたの精神にとって新たな段階です。 
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42 その時、私の仕事は未完成のままだったので、私、神聖なるマスターも人々 のもとに戻らねばなりませんでした。
この主張を否定して、イエスの仕事は十字架で死んだときに終わったと言う人もいるだろう。しかし、それは私が宣言し、
帰還を約束したことを忘れているからにほかなりません。 

43 私が今この教えを伝えているあなた方は、私にとって輪廻転生が必要ないことを理解しているはずです。また、私
の精神の完成を求めに再び来たのでもない。今、私があなたのもとに来たのは、あなたを光に導く道を示すためだけです。
第一時代に預言者たちが語ったことを思い出してください：それは「扉」です。また、わたしがあなたがたの中にいた時、
あなたがたに言わなかったではないか、「わたしは道である」と。私は今日、「私はあなたが登っている山の頂上である」
と言わないか。 

44 私は常に完璧を追求してきました。 

45 あなたが私の道を安全に歩んでいることを知り、私は喜びます。明日、皆さんが、長い間、主の子供たちの到着を
待っていた「霊の家」に住むことになれば、喜びは全世界に広がるでしょう。 

46 このように私があなたの霊に語りかけるのは、その霊がすでにこの教えを理解できることを知っているからであり
、その霊に対して、それはこの地上の子供ではない、この世界では自分を客人と考えるべきだ、その真の祖国は霊的なもの
だからだ、と言うことができます。 

47 そうでなければ、わが教えはあらゆる人間の進歩に反しているという結論に達するだろうし、人生のさまざまな道
において子らの完成を目指すだけの父に、そのような誤りを課すのは公正ではないだろう。 

48 わが正義が不倶戴天に追求するものは悪であり、それは人の心の中に様々 な形で現れ、あるときは利己的な感情、
卑しい情念、あるときは過度の貪欲、さらには憎悪として現れる。 

49 弟子たちよ、私が今語ることを寓話で勉強しなさい。人生は木であり、その枝は無数にあり、その枝は二つとして
同じものはないが、それぞれはその務めを果たしている。果実が失敗すれば木から落とし、枝が伸びれば剪定する。命の木
からは、命の実しか生まれないからです。 

50 悪をもたらしたあらゆる科学も、真の光をもたらさなかったあらゆる宗教も、命の木の樹液がもはや流れていない
枝や果実とみなすことができるだろう。 

51 わが道を歩むという高い目標を持つ者は幸いであり、その精神を大いなるものとするために努力する者は幸いであ
る。不満を黙殺し、わが言葉の露を受けることだけを考える者、すなわち、私への信仰と希望を死なせない者を、私は受け
入れるのだ。私の言葉によって、すべての人がついに信仰の賛美を歌うようになるのだ。 

52 私がスピリチュアライゼーションを教えるのは、それが心身の健康をもたらすからです。それは自分を好きになり
、強さと自信を与えてくれるでしょう。 

53 私を思い、私を愛する者を通して命の川が流れ、その人の中に私の神の啓示があるのです。私があなたに命を与え
たのは、あなたが慈悲深く、愛の能力を発揮できるようにするためです。また、知恵を身につけるために与えたのです。生
命は神の反映であり、わが存在の偉大な証である。生きて楽しむと同時に、理解する。理解できないまま、とても楽しんで
いますね。生命を賛美せよ、しかし、その歌は理解、賞賛、愛の証となれ。あなたの魂は、高められたとき、創造主に向か
ってよりよい詩歌を歌うでしょう。 

54 人生は終わりのないコースです。精神が偉大で、賢く、強く、親切になるためには、永遠に生き続けることが必要
である。人々 よ、あなたがたは私が訪問していると思っているが、本当は私があなたがたに宿っているのだ。私がこのよう
な形であなたを探し求めるのは、私自身を知らしめ、思想となり、言葉となり、霊的な顔となるためだけです。あなたの中
に私の鼓動を感じることができるためには、あなたは感受性を持たなければならないからです。しかし、私を感じることに
成功するという希望を失ってはならない。希望は信仰から来るものであり、それはあなたの道を照らす光である。災いなる
かな、信仰を失う者は。信仰は未来を照らすビーコンであり、信仰は奇跡と呼ばれるものをもたらす力です。もしあなたが
、わが律法への信仰を持たなかったら、あなたの人生はどうなってしまうのでしょう。 

55 私はあなたに命を与えるが、私はあなたに言う。あなた方の神への信仰、あなた方自身への信仰、生命への信仰、
そして創造されたものへの信仰の光を追い求めなさい。あなたの人生の激動の中で、わが慈悲を疑ってはならない。私の愛
は、あなたの試練よりも強い。耳で聞くより、霊で聞くがよい。自分を不幸だと言う人、自分には幸福の星はなく、自分は
消えたランプだと言う人、涙を流すためだけに生まれてきたと言う人に、私は言いたい。- 

確かに、慈悲を実践する者は、自分自身にも同じことをするのですから。私はこの時代に、世に与えるものが何もない者た
ちを呼び寄せたのだ。 

56 私心なく愛し、与えれば、やがて正当な報酬を得ることができる。わたしの戸を叩けば、わたしの声があなたに答
えるだろう。皆さんは、たとえとても落ち込んでも、泥にまみれても、再び立ち上がることができます。今日の腐敗した人
は々、明日には善良な人々 になるのです。あなたの廃墟に私の神殿を建てよう。しかし、人がそれを再建するのを助けよう
。ここにあるのは、真の生命への参入。それはまるで、天上から物質の中の小さなものまで、すべてが手の届くところにあ
る王国のようなものです。 
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57 痛みをなくす。私が創り出した人生は、決して苦しいものではありません。苦しみは、神の子たちの不従順と罪か
ら生じています。痛みは、人間が道徳的な崩壊の中で作り出したこの人生の特徴である。目を上げて、わが業（わざ）の美
しさを見よ。この祝祭から自分を排除しないでください。もし、自分たちを孤立させてしまったら、どうしてこの至福の時
を共有することができるでしょうか？あなたは、悲しく、苦しく、病んで生きることになる。 

58 あなた方が普遍的なコンサートの調和した音符となり、あなた方が生命の源から現れたことを理解し、すべての良
心に私の光があることを感じてほしいのです。いつになったら、私に言えるような成熟した人間になれるのか。"父よ、私
の霊をあなたに委ねます。""私の意志と人生をも"あなたの感覚が病んでいて、あなたの精神が正しい道から自分勝手に離
れている限り、これを言うことはできないことを悟りなさい。病気に苛まれたり、病気にかかる恐怖に苛まれながら生活し
ている。しかし、魂の違反に比べたら、体の病気はどうでしょう。- 

何も、もし立ち上がることができるのなら、わが慈悲の中で、あなたはいつも助けを見つけることができるからだ。 

59 血液が血管を流れて全身を活性化するように、神の力が生命の流れとして魂に浸透しているのです。法律を満たせ
ば病気になる理由はない。人生とは、健康、喜び、幸せ、調和です。病気では、神の財を預けることはできない。あなた方
の病んだ精神、心、あるいは肉体に対して、マスターはこう言うのです。全能の子であるあなたの魂に、正しい道に戻り、
病気を癒し、弱ったあなたを助けてくれるようお願いしてください。 

60 父が、自分の体、つまり小さくてか弱い物質的な生き物のために何かを求めようと霊的に近づいてきたとき、その
子を拒むことができようか。このように、私はあなたがたに尋ねることを教え、与えることについては、分配して与えなさ
いと言うのです。資料を配り、愛を与える。もし、あなたが愛を込めなければ、物質的な部分を与えても何の役に立ちます
か？世の中にある財を正しく管理することは、あなたにとってどれほど難しく感じられたことでしょう。ある人はすべてを
自分のためだけに欲しがり、ある人はあまりにも多くのものを持ちすぎて、それを人に分け与える義務を感じない。 

61 私は、あなたの中に、あなたの魂の中にある健康の源を明らかにし、必要なときにそれに頼ることができるように
します。求め方を知れば、その水を見つけることができる。私は、破滅的で悲しい世界や、自分の持っているものを知らな
いがゆえに、絶えず恐怖をもって私に語りかけ、絶望をもって私に懇願するような民衆を望まない。どれだけのもので、ど
れだけのものを持っているのかを自覚できる世界でありたいと思います。 

62 しかし、もし人間が常に健康であったとしたら、どのように死ぬのだろうか？これに対して、私は、あなたの体が
病気になることは、それが生きなくなるために必要なことではない、と答えます。心臓が止まるのは、時間が止まったとき
で十分です。 

63 わが霊の光があなたがたに注がれ、あなたがたは立ち上がることができる。この第三の時代において、私は失われ
た人々 を探し、彼らが私に仕えるようにする。私は魂の解放者であり、あなたを束縛から解放する者である。私は反抗的な
者を献身的で謙虚な奉仕者に変えます。そして、私は彼らにこう言います。噂や誘惑に驚かされ、新たな破滅へと導かれな
いように、見守りなさい。 

64 汚れた下界を知り、そこから解放された者は、まだ迷っている人を探しに行く覚悟がある。経験の光であるその言
葉によって説得するのに、彼ほど適任者はいない。いつになったら、心の漁師、魂の解放者になれるのでしょうか。いつに
なったら、私が用意した道をしっかりと歩いてくれるのか。 

65 無条件に与えること、仲間の家を非難しないこと、むしろ自分の家をよく見て、汚れているのを見つけたら、きれ
いにして、私を迎えるにふさわしい家にすることです。その食料庫が満杯か空っぽか、その体が祭りの衣やボロ布に覆われ
ているかどうかを見てはならない。あなたが映し出すべき光を曇らせるかもしれない悪癖を、私の愛ですべて消し去らせて
ください。 

66 私が完全なる住処からあなた方の住処に降り立ち、霊的生命の栄光を示し、あなた方が自分自身を知り、創造主を
知り、運命を知るための教えを明らかにすることをご覧ください。 

67 父は子供たちが泣くことを望んでいません。"嘆く者は幸いである 

"と言われましたが。わが律法は泣くことを教えるのではなく、痛みを避ける道を教えるのだ。もし、あなたが苦しむのを
見るのが私の喜びならば、私は医者としてあなたのところに来ないだろうし、すべての傷に私の癒しのバームを塗ることも
ないだろう。柔和に苦難の十字架を背負う者は、私を模範とするので、私に喜ばれる。しかし、宗教的狂信と無知のために
自分の体を苦しめ、死滅させる者から、私はその善意、つまり自分を清めようとしたり、私の苦しみの中で私に似ようとす
ることを受け取るが、その行為を私は認めないのである。 

68 毎日、人生から与えられる杯を辛抱強く空け、自分の悲しみを乗り越えて、隣人を思い、自分の使命を果たすため
に、できる限りの善を行うだけの力があれば十分である。 

69 あなたたちはもはや苦しみを訴えることもなく、わが愛の贈り物を受け、わが言葉を喜んでいる。その神聖な本質
と、声を出す者の準備、声の良さと堅さによって知るのだ。そして、あなたの精神は、自分だけが到達できる領域をさまよ
い、そこで光に飽和し、心は感嘆と愛に鼓動したままであるように。 

私の平和があなたとともにありますように 



U 135 

114 

インストラクション 135 
1 私は愛に満ち、すべての人に自分を理解してもらうために忍耐で武装してやってきました。私の中に安らぎを見い

だしなさい。義の渇きを癒すために、食べたり飲んだりする。人に誤解されている人が、私に理解されていると感じてほし
い。私の話を聞いて去っていくとき、自分の手が空っぽだと感じていた人が、贈り物を携えていると感じてほしいのです。
魂に悔恨の念を抱いてわが臨在に来た者が、わが声に耳を傾けながら、これらすべてのことから解放され、第二時代のあの
姦婦に私が言ったように、顔を上げることができるように。私はあなたを許し、平和のうちに行き、もう罪を犯さない」。 

2 私は神の審判者であり、罪の程度より重い判決を下すことはない。わたしの前で自分を責める者のうち、何人が清
いと思うだろうか。一方、多くの人が自分たちの清潔さを謳い文句にしていますが、私は彼らが腐敗し、罪を犯しているこ
とに気づきました。 

3 人間の正義はなんと不公平なのでしょう。悪い裁判官の犠牲者のうち、どれだけの人が他人の罪を償っていること
か！？罪のない人々 が、目の前で刑務所の鉄格子が閉まるのをどれだけ見たことでしょう。一方、罪を犯した人は、目に見
えない形で窃盗や犯罪の重荷を背負って自由に歩いているのです。 

4 精神的には、あなたの世界は不完全なのです。改善するよう手助けしてあげてください。 

5 物質世界である地球は、その消滅が近いわけではないが、この誤りと罪の世界、闇と悪しき科学の世界は、わが教
義の光によって終焉を迎え、その廃墟の上に、進歩と平和の新世界を建設するのである。 

6 労働者としてのあなた方の仕事は、1950年で終わるわけではありません。それどころか、君たちは次第に弟子で
なくなり、愛の言葉をもって人々 を光の道へと導く教師になっていくのだ。 

7 偉大な霊の軍団は、この人の間の浄化を待って、もう一度地上に転生して住むだけなのです。彼らは大きな使命を
持っていて、あなたが自分の居場所をくれるのを待っているのです。 

8 私の教えを説明し、私の言葉を物質的に聞こえるようにし、あなたが誰であるかを理解できるようにする。 

9 私が負わせた責任の重さに怯えてはいけない。罪の重さの方が重いのだ。暗闇の深淵は、主が住まう山の頂上に存
在する光よりも苦しい。もう一度言いますが、「イエスのくびきは易しい」のです。 

10 私があなた方をイスラエルと呼んだのは、あなた方の精神に平和の使命があり、全人類との精神的調和という運命
があるからです。なぜなら、あなたは長子であり、ヤコブから生まれただけでなく、あなたの契約はヤコブを超えて、アブ
ラハムをも超えて達するからである。あなたの（霊的存在としての）出発点は、私が最初の人間を地上に送り、その人間が
家族を築き、そこから私が種を選んで、信仰と従順と見えない神への愛に強いわが民を形成した時よりもさらに前にあるの
です。こうして私はそれを準備し、祝福した。それは人類の中の灯台のようなものであった。 

11 あなたは自分の運命を全うするために何一つ欠けるものはなかったのに、他の民族があなたより高く昇り、その後
、束縛の鎖であなたを謙虚にするのを見た。 

12 その民族は、あなた方より優れていたのですか？彼らは物質的にも精神的にも、父なる神が霊感、真理、美、愛、
健康、力という貴重な贈り物を浴びせたあなたより優れてはいない。私は、あなたが、すべての被造物に対する私の愛の鏡
のように、人類が私を観想できるように、また、真理を渇望する人々 が渇きを癒す澄んだ水の泉のようになるように、あな
たを準備したのだ。 

13 しかし--結局、人間は--弱くなり、衰退していく中で他の民族に服従させられてきたのです。 

14 この時、私はあなたを求め、あなたにとても近いところにいるのです。私はあなたがたにわが掟を思い出させ、あ
なたがたの霊を目覚めさせ、良心の声を聞かせる。そのために、第三の時代に私は来たのです。 

15 イスラエルの民の懐にだけ、預言者、先駆者、光の精霊がいたと考えてはいけない。また、他の民族にも何人か送
ったが、人々 は彼らを使者ではなく神とみなし、彼らの教えから宗教やカルトを作り出した。 

16 イスラエルの人々 は、他の民族に対する自分たちの使命を理解せず、祝福と恵みの贈り物の安息の地で眠っていた
のです。父なる神さまは、この国を、民を守り平和を守る部族、土地を耕す部族、漁師や船乗りの部族からなる完全な家族
のようにお造りになられました。このように、民を構成する12の部族は、それぞれ異なる仕事に専念し、それらが調和し
た例が生み出されたのです。しかし、本当にあなたがたに言いますが、あなたがたは、その昔持っていた霊的な賜物を今も
持っているのです。 

17 あなたがたは預言者を認めよ、男も女も老人も子供さえも、その啓示によってわが真理を証しするのを見よ。あな
たは祈るための霊的な高み、自然の力があなたの言うことを聞き、あなたに従うための権威を持ち、それは水を克服したノ
アの例にも表れています。そして、太陽のように輝くわが神の光が、昼を長くし夜を隠して民を勝利に導き、宇宙はその調
和の法則から逸脱することなく、その航路を継続したのである。 

18 モーセは自然の力をも支配し、水も風も岩もモーセの声に従った。しかし、人間は創造の秩序を乱し、自然の奴隷
となり、その中で神を求めることが多くなった。 

19 第二の時代には、私が手を伸ばして嵐を鎮めたとき、また水の上を歩いたとき、あるいは死者を蘇らせたときにも
、これらの教えをあなたがたに教えました。私が当時行った奇跡は、失われた人々 を救うため、闇を光に変え、憎しみを愛
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に変えるために行われました。そのような行為で人々 を驚かせたり、驚嘆させたりしたくはなかったのです。それは、見か
けの奇跡を起こすことで優れた存在として人々 に賞賛され、それにもかかわらず罪人を改心させることができない人々 のよ
うに、心の賞賛に役立つだけだったのでしょう。私は、無駄な知識や不可解な知識を教えるために来たのではありません。
私はあなたに、私の存在とあなたの理由を明らかにしました。私は、すべてのものに生命を与え、生かす力が愛であり、す
べての存在がそこから生まれた原初の力であるという秘密をあなたに明かしました。 

20 あなたは愛から生まれ、愛によって存在し、愛によって赦しを受け、愛によって永遠に存在することを実感してく
ださい。 

21 私の言葉が終わったとき、あなた方は地球のさまざまな国々 に行き、そこで古代の起源が失われた民族や、その住
民たちが霊界が姿を現したカルトや科学を実践しているのを見つけることができるよう、準備を整えてください。そこでは
、あなたを驚かせるような変身やしるしや不思議を聞くことができます。 

22 そのとき、大きな試練に耐えられるよう、武装しておくことだ。その人たちの輪の中で、彼らがどのように霊的な
世界とつながり、自分にはできないような奇跡を起こすのかを体験すると、一時的に戸惑いを感じることでしょう。彼らの
歴史や法律、戒律が書かれた文章を見せられたら、物質的な奇跡や驚くべき経験によって混乱しないように、目を開くべき
でしょう。 

23 また、彼らの中には、完璧につながる道を探そうとする熱意、つまり永遠への憧れが見て取れます。 

24 また、霊的な歓喜の中で、歓喜の教団を作り上げた者もいることでしょう。彼らは、神が命じた愛の法則を満たす
ことも、地球の義務を満たすこともできないので、寄生植物のようなものです。真の精神化は狂信と歓喜をなくすからです
。 

25 私は太古の昔から、精神にも物質にも公正な法則をあなた方に教えてきた。ある時、「神のものは神に、シーザー
のものはシーザーに返しなさい」と言ったことを思い出してください。 

26 多くの人は、あなたが私の弟子として物質的な仕事の法則に従っていると聞くと、妻や夫がいること、子供や家族
がいること、観想や母のように愛する自然の果実を楽しむ方法を知っていることを見て、驚き、あなたを悪く判断すること
さえあるでしょう。そのとき、彼らはあなたに尋ねるでしょう。「もしあなたが主のしもべなら、なぜ霊的な瞑想だけに生
きないのですか？また、予言の能力を持っている者にも会うだろうが、これには驚くだろう。 

27 あなた方は準備しなさい、あなた方が試練にさらされるとき、私はあなた方の仲介を通して話すだろう、さらに、
この準備がきれいで、単純で、純粋であるなら、あなた方は私の奇跡を経験するだろう。 

28 私は今、他国で使徒・預言者としての使命を果たすべき者たちに、私が託した使命を誇ることのないように話して
いるのだ。これらは、宗教団体や信条を争って波風を立ててはならない。また、多くの人々 の好奇心を刺激し、それが信仰
に変わることによって、あなたが私の教義を広めるのを助けることになるとは知らずに、あなたに対して憤慨する人々 もい
るでしょう。 

29 ある人は、今の存在が自分の最後の生まれ変わりとなる。あの世への旅立ちの準備をするときが来たのです。あな
たの穀倉を良い種で満たしなさい。そうすれば、私があなたに送る、あなたを待ち望み、誰も逃れることのできない霊の谷
への呼びかけに、しっかりとした足取りで従うことができるようになるのです。 

30 あなた方ひとりひとりに、何人もの魂を育て、わが真理の道へと導くための役割が与えられています。誰も自分に
託されたものを持たずに到着することはできない。 

31 苦労し、働き、学び、教えることに喜びを感じる。わたしは畑を肥沃にし、そこからすべての雑草を取り除く。そ
うすれば、わたしの種をまく者は、わたしの慈悲によって整えられた畑を見つけることができる。 

32 そして、あなたの目の前に砂漠の中の道が開かれ、オアシスを提供し、地平線の彼方に約束の地の明るいシルエッ
トが見え、その開いた門があなたに託された人々 や同じ神を愛するだけでなく、同じ神への霊的崇拝を実践する多くの人々
と共に入るように誘うでしょう。 

33 あなたが眠っている間に、軍隊のように戦い続ける暗闇の中の存在を、あなたの祈りで改心させてください。あな
たの周りや上空には未知の世界が広がっており、光と闇が戦い、その轟音と影響力はあなたの世界、あなたの心、あなたの
精神を混乱させていることを意識してください。 

34 それゆえ、人の心から平和と静けさが消え去った。しかし、その戦いを感じ、祈る者は幸いである、うまく行くの
である。 

35 この時の審判を単なる偶然とする者は、死と疫病と飢餓に見放されることを知らないのである。 

36 安全な地球でゆっくり休んでください。このヤシの木の陰で、私の言葉に耳を傾けなさい。そうすれば、あなたの
すべての病気が癒され、旅を続ける力を取り戻すことができるでしょう。 

37 あなたは何を考えているのか、どこから来たのか、私に言う必要はない、私はすべてを知っているのだから。あな
たの魂が、間違った道から背を向けるために通過した困難な戦いに勝利した後、父に近づくことを知っている--

絶望しないように、私に助けと力を求めに来るのだ。あなたが心を失いかけていたとき、すでに力が尽きていたとき、あな
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たは私に助けを求めようと思い、私に向かいました。すると私はすぐに答え、この平和のオアシスに来るようあなたを招き
、あなたの父の無限の慈悲によって休息を見出すことができるようにしました。 

38 この言葉を初めて聞いてから、どれだけの啓示を受けたことだろう。魂は一日にして成らず、一年にして成らず、
一生にして成らず、永遠のものであるから、その発展の道は、その先に待っている高い報酬に対応しなければならないこと
を、あなたはそれらを通して理解したことでしょう。 

39 あなたは、常に律法、愛、善、正義、純潔を語る良心の声と、肉の感覚や心の情熱から来る、必ずしも善を鼓舞し
ないもう一つの声とを区別することを学びました。 

40 自分たちを守るための武器があること、それが何であるかはすでにご存じでしょう。あなたはまた、どれが自分を
守る盾であるかを知り、祈り、信仰、善い思い、意志の力を活用し始めるのです。 

41 あなたは、自分の存在を構成するさまざまな価値の構成要素に、人生において適切な位置を与えることを学びまし
た。本質的なものは精神であり、その次に、感情、心（つまり魂）、そして肉体的な欲求が、人間の中で価値ある位置を占
めていることはご存知の通りです。 

42 人間の真の精神化とは、肉体に背を向けることでも、物質を捨てることでもなく、自分の人生を創造物全体と調和
させることであることは、もうおわかりでしょう。しかし、この調和を達成するためには、精神が常に道を開き、人間の上
に立ち、導くことが必要なのです。もしそうでなければ、霊は自由ではなく、肉の奴隷、あるいは肉の敵となるのです。 

43 あなたは、わが道において、愛、純粋さ、知識を偽ることができないことを知っている。なぜなら、あなたは、す
べてを見渡し、すべてを判断する視線を感じているからだ。 

44 今日、皆さんは、自分の徳や働きが真実であり、仲間への愛によって鼓舞されなければ、自分の功徳が本物である
とは言えないことを知っています。 

45 このように私が語りかけても、怖がることはない。もう一度言いますが、私はあなた方に最高の完成度を求めてい
るのではなく、それに達するための絶え間ない努力を求めているのです。 

46 もしあなたが今日苦しんでいるなら、もしあなたがつらい試練に遭っているなら、もしあなたが痛みの床にいるな
ら、その苦しみの杯があなたを清め、新しくしてくれること、その痛みがあなたに何かの悪事を償わせ、賢い教訓であるこ
とを知っているなら、あなたは忍耐と降伏をもってそれを飲み干すのです。 

47 あなた方は、私が今、あなた方ひとりひとりの中に神殿を建てていることを理解するようになり、もはや建てられ
たものを壊そうとはせず、逆に私のこの仕事を手伝おうとしている。 

48 あなたがたは、人から賞賛や報酬を受けるために功徳を積むのではなく、あなたがたの行いを評価することのでき
る唯一の方である父なる神の前で功徳を積むのだということを理解しましたね。 

49 あなた方の情熱がどれほど根を張ったとしても、これらの説明をすべて理解したとき、霊に対する肉の服従をもた
らすに違いない。それは、私にふさわしい子供となるために人間の中に存在しなければならない調和と秩序の始まりとなる
。 

50 あなたの現在に、多くの人々 の未来がかかっているのです、愛する人々 よ、一瞬たりとも疑わないでください。し
たがって、この真実を考えるとき、あなた方は利己主義の最後の痕跡を捨て、明日のために平和と統一と道徳と精神性をも
たらすのです。 

51 あなた方がこの仕事をこの世で遂行できることを疑ってはならない。私があなた方のやり方でわが種を託したのは
、これが初めてではないのだから。その証拠に、私はこうしてあなたに語りかけ、あなたは私を理解します。 

52 これは私の教えの続きであるが、この惑星の終わりではない。世界は宇宙で回り続け、魂は地球にやってきて転生
し、運命を全うする。人類は地球上に存在し続け、生き方だけが変わるのです。 

53 人間の生活は、ある世界が終わり、別の世界が生まれるかのように見えるほど、大きな変貌を遂げることでしょう
。ちょうど、いつの時代にも、人間の生活は時代やエポックに分けられ、それぞれの時代は、発見によって、神の啓示によ
って、芸術と呼ばれる美の感覚の発展によって、自らを際立たせてきたのである。これから始まる時代、新しい夜明けのよ
うにすでに現れている時代は、霊の賜物、つまり、多くの悪を免れるためにあなた方が養うべきであり、いつも後回しにし
たあなた方の存在の側面が開花することによって特徴づけられることになります。 

54 あなたは、人間の生活が完全に変化し、霊性が開花し、霊の賜物が培われ、この世で良心によって規定されている
法則が回復されることを信じないのですか。 

55 ああ、もしあなたが、あなたの精神がそれ自身の中にどれほどのものを秘めているかを知っていたら。しかし、あ
なた方は、何千年もこの世界に住んでいるにもかかわらず、知らないのです。なぜなら、あなた方の利己主義-

それは自分自身への愛-において、各個人に奉仕する科学だけが重要視されたからです。 

56 あなたの霊に秘められている美徳、賜物、美、力、すべての驚異を明らかにするのは私である。今、あなたは終わ
りを迎えようとしている世界や人生の最後の果実を刈り取っている、今がその好機なのです。 
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57 やがてすべての国々 が、神はどの時代にも彼らに語りかけておられ、神の啓示は主が人に下ろしてくださった梯子
であり、彼らが神のもとに昇ることができるようにと理解するようになるでしょう。 

58 この新しい時代を、ある人は光の時代と呼び、ある人は聖霊の時代と呼び、またある人は真理の時代と呼ぶだろう
。しかし、私は、それが精神的な高揚の時、精神的な再生の時、再生の時であることを告げます。 

59 これは、私が長い間、人間の心の中に生きたいと願い、絶えず自分自身によって戦い、破壊してきたエポックであ
る。ある人を受け入れ、ある人を拒絶し、自分の真理を主張し、他の人を否定し、不相応に武器を使って自己主張し、光で
はなく闇を与える人々 の宗教共同体ではなく、その輝きがすべての人に見え、その光の下ですべての主の子らが団結する時
。 

60 皆さん、良い知らせを伝えるために旅立つ時が来たら、平和、愛、慈悲、団結、兄弟愛を行いをもって説いてくだ
さい。もし、あなたの道すがら、同じことを偽善的に、見せかけだけで、説いている人がいたら、あなたの働きによって、
その嘘を暴きなさい。しかし、その代わりに、彼らが真理と愛と慈悲を模範的に説いていることが分かったら、彼らと霊的
に団結しなさい、彼らの闘いはあなたのものでもあるのだから。 

61 もしあなたが不誠実で、準備もなく、この仕事を遂行する資格がないのなら、他の人が必要な誠意を持って戦おう
とするのを見たら、彼らの道を妨げてはいけません。 

62 弟子たちよ、何事にも驚かないように、そしてこの闘いに出発するとき、心の中に精神的高揚の理想を呼び起こす
方法を本当に知っているように、私はすべてのことについて話しているのだ。 

63 この地球は、いつも病んでいる者、疲れている者、邪魔な者、混乱している者、あるいはあの世にあまり進んでい
ない者の収穫物を送ってきましたが、あなた方への私の愛にふさわしい収穫物をすぐに私に提供してくれるでしょう。 

64 病気や痛みは次第に消え、健康で高尚な生活を送っていると、死が訪れたときに、霊的な家への旅立ちの準備が整
っていることに気がつくでしょう。 

65 もし、祈りや瞑想、夢想や霊感の瞬間に、現世ですでに師から示されていたとしたら、未知の住処に入るときに、
誰が驚いたり迷ったりできるだろう。 

66 現在、あなた方が多くの平和と物質的・精神的な幸福を手に入れることができないように見えるのは、あなた方を
取り巻くすべての混乱-人間の生活のあらゆる分野で増大し続けている混乱-

を見ているからです。しかし、今後、この嵐の夜が新しい夜明けの光をもたらすとき、同じ地球は、その新しい住人が、回
復と再建のための高貴な仕事で真の生命を蒔いていること、破壊者と冒涜者、そして悪人が浄化を求めてすでに旅立ちつつ
あることを感じるでしょう。 

67 人々 よ、今日、私は父なる神様のあなた方に対する計画を明らかにした。私は、未来に属するものをあなた方に予
言し、全人類に襲いかかる闘争のためにあなた方を準備したのだ。この教えを振り返れば、きっと励まされるはずです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 136 
1 わが言葉を喜び、肉体を休ませ、精神はわが天の宴に酔いしれる。少しの間、地上の野心的な追求から心を離し、

精神の目を開かせるのです。 

2 あなた方の間でわが顕現が続くこの数分間に考え、霊的に生きなさい。あなたの心に、本物の宝物をお届けします
。この瞬間を失われたと思わないでください。地球から必要なものは、その上に与えられるものであり、したがって、それ
はあなたの存在において本質的なものではないことを忘れてはならない。 

3 これらの教えを真に理解するためには、私に対する絶対的な信頼が必要である。 

4 信仰とは何か、それを持つ者は比類なき宝の持ち主であることを理解するために、信仰とは何かを知ってほしい。 

5 この内なる光に照らされて生きる者は、たとえ世界がどんなに貧しくとも、決して見捨てられたり、弱ったり、失
われたりすることはない。父なる神への信仰、人生への信仰、運命への信仰、さらに自分自身への信仰は、人生の闘争の中
で決して沈むことなく、しかも常に偉大で驚くべき業を成し遂げることができるのである。 

6 このような教えを聞くと、自分はまだ真の信仰の子ではないと思い、ため息が出ます。 

7 男も女も老人も子供も、霊的に私のもとに立ち上がり、心にこの神聖な炎を灯してくれるよう私に頼む。 

8 わが子たちよ、あなたたちは信仰にまったく欠けているわけではない。その証拠に、あなたたちが私のもとに来た
とき、わが臨在の中で、自分の不平、痛み、重い十字架をすべて捨てる。心が開き、悩み、問題、失望、疲れ、弱さ、苦し
み、さらに多くの苦難を私に見せる。 

9 では、奇跡を起こせるようになるには、あなたの信仰に何が欠けているのでしょうか？その時、あなたが私に差し
出すのは苦難でもなく、涙でもなく、感謝、満足、降伏、信頼、喜び、力、希望であろう。 

10 あなたがたは、信仰がないとき、あるいはそれが非常に弱いときはいつでも、自分でも気づかないうちに、あらゆ
る段階で私を否定し、あなたがたの言葉の多くで、私に対する証人となるのです。自分の行動をよく観察し、物質的なもの
だけでなく、精神的なものも含めて、その効果を計るために、このような話をするのです。 

11 あなた方は、この時代におけるわが顕現とわが啓示の偉大な証言をするために私が準備しているわが弟子たちであ
り、人類は啓示を受けた者たちからそれを要求するだろう。 

12 私の弟子の中には、この教義が地上に花開き、実を結ぶことを切に願わない者はいない。そして、あなた方は、そ
れがあなた方の仕事、誠意、そしてあなた方の行動に込められた愛に依存している部分があることを知るであろう。 

13 あなた方の多くは、この世でこの霊性を高めることは不可能だと考え、ちょうど誰かが美しいコンサートを聴いて
短い時間だけ楽しむように、私の言葉を聞くことに限定しているようです。 

14 いつ出陣するのか聞いています。しかし、彼らは、霊的な領域で生きているときだけ、と答えます。この世界では
、すべてが霊性、善、正義に反しているからです。 

15 あなた方は、霊的生活のより高い段階に到達するために功徳を積み、この転生で自分の霊の利益のために救済を受
けるために来たのだということを理解していない恐るべき人々 よ。 

16 あなたがたはいつになったら、いまの激動の時代のただ中でこそ、最大の功徳を得ることができ、わが種をまくの
に最も肥沃でふさわしい畑を見つけることができることに気づくのでしょうか。 

17 あなたの魂にある不完全さという重荷をこの世に置き去りにする努力をしなさい。あなたの魂をここでの過ちから
解放し、霊界に入るときに、涙も汚れもなく入れるようにするのです。 

18 また、霊の中にいるまで、神の平和を知るのを待つのでもありません。いや、すでにこの地上では、あなた方の過
ちによって涙の谷と化したが、その完全な平安を前もって少しは持つことができるようになるのだ。 

19 この世にいようと、あの世にいようと、精神的な進歩は決して止まってはならない。 

20 あなたは精神的な成長を遂げたのです。もし、私にその証拠を示してほしいのであれば、私はあなたに尋ねます。
昨日まで拝んでいた神々 はどこに行ったんだ？供物や生け贄はどこにあるのか？真の神を知ってからというもの、あなたが
たの考え方、信仰、礼拝の形、カルト的行為などが、どれほど変化したことでしょう。 

21 そのため、そしてあなた方が確実に進化していることのさらなる証明として、私はこの新時代にあなた方のもとに
やってきました。この時代には、精神は、それを存在させた方と直接結合するまで、あらゆる面で物質に勝ります。 

22 私はこの第三の時代にあなた方を派遣したのは、神の祝福が降り注いだこの大地にもう一度住み、将来この地に住
み、掟を果たすためである。 

23 大小さまざまな国の中で、わたしはこの国を選び、あなたがたに教えを与え、わたしの新しい顕現の場とすること
にした。 

24 この民族の歴史を、彼らが何世紀にもわたって生きてきた状況を、じっくりと考えたことのある人は、なんと少な
いことでしょう。 

25 私の存在と新しい時代の到来を人類に知らしめたすべてのサインを、遠い国から来た他の人々 は、あなた方よりも
はっきりと認識することでしょう。私の言葉は必ず実現されなければならない。 
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26 私はここにいる、人々 よ、あなたたちのためだけでなく、わが言葉の本質において、私はすべての人と共にいるの
だ。 

27 この時代の到来を迎えるために、あなたの償いは悲しく、人生はあなたの魂が溶かされる坩堝のようであり、あな
たの心が鍛えられる金床のようでありました。 

28 あなたの心と体に、傲慢の鞭が打ち下ろされ、屈辱と不幸と無知の連鎖による束縛がもたらされました。 

29 戦争、抑圧、苦しみがあなたの苦汁の杯となったが、これらはすべて霊的に実らないことではなく、あなたは信仰
に満ちた闘いのために強められ、他人の苦しみを感じ、理解することができるようになったからである。 

30 全ては予言されていた、予言はあなた方の書物に書かれていた。したがって、先行するすべての兆候が成就したと
き、新時代の門を開き、わが愛によって人間の心の器官に触れ、わが光をその精神を通して振動させ、それで人類を照らす
時が来たのである。 

31 同じように、過去の時代には、民は至高の御子の臨在をその胸に受け入れる用意があったのです。主が来られるこ
とを切望したのは、彼らが陥った束縛と屈辱に対する悲しみからであり、主がその民に約束されたことは実現したのです。
救い主として、正しく、清く、清潔な人を約束されたのですから、その体が貞節な胎内から生まれるのは当然のことです。
女性の中で祝福された 

"と呼ばれるマリアは、神の意志によって地上に移植された天の花であり、その母性的な優しさの香りと神の慰めを、汚れ
た悲しげな人々 の心の中に残すために、そうなったのでした。 

32 イエス様は人間の間に生まれ、成長されました。しかし、その宣教の時が近づいたとき、砂漠に住んでいたヨハネ
という人が、人々 に天の国の到来を告げるために町々 に下りてきたのです。彼は、主人が彼らの準備を見つけることができ
るように、彼らを準備し、より良くするために彼らを叱咤激励しました。 

33 荒野を呼ぶ声であり、偉大な預言者であり、先達であった。新しい時代の門が、物質的にも精神的にも目の前に開
かれることを告げたのは、エリヤの霊であった。 

34 ヨハネはヨルダンの水を人々 の頭に注いだが、これは師が来られるために身を清めるべきという象徴的な行為であ
った。私はまた、謙遜と柔和の例として、この行為に私の体をさらしました。この行為によって、人間は自分のすべての能
力が完全に発達し、自分の存在が魂とその身体の殻との調和に到達したと感じるとき、成熟、魂の力、理想、内面の平和に
到達したため、人生において最も偉大で最も崇高な仕事を行うのに適した時であることを理解してほしいと思っていたので
す。 

35 過去の教訓を思い出すことで、新しい教訓を教えます。その時、わが来臨には、ロケ・ロハスという人物に物質的
に具現化された前身があり、彼はエリヤの霊によって霊的に啓発され、その人物の心を通して現れ、彼の口を通して話した
。 

36 なぜなら、エリヤは子供たちと父を結びつけ、道を整え、魂を整え、心を目覚めさせ、待ち続ける神の光線だから
です。 

37 今日、あなた方が必要とするのは、シンボルではなく、光、信仰、意志、愛だけです。このすべてが、あなたをス
ピリチュアライゼーションの光り輝く道へと導く、最高の、最も完全な魂と肉の浄化となることでしょう。 

38 愛する弟子たちよ、今日、あなたがたは真理を渇望する心を私に示した。だから、私はあなたがたをこの愛の泉に
近づけ、満足するまで飲むようにと誘う。 

39 私は、ある限度までしか私の言葉の中に現れないことを心に留めておいてください。従って、あなた方は私の教え
を理解し、聞いたことをすべて反省することが大切です。 

40 祈りなさい、祈りの中であなたの父に問いかけなさい、そうすればあなたの瞑想の中で、あなたは私の無限の光の
輝きを受け取ることでしょう。一瞬で真実のすべてを受け取れるとは思わないでください。長い間、真理を探究し、あらゆ
る謎を研究し、突き止めようとしながら、まだ目的のゴールに到達していない魂がいるのです。 

41 油注がれた者であるキリストは、「互いに愛し合いなさい」という言葉であなた方に道を示されました。この崇高
な戒めの意味を想像できるだろうか。この教えを守って生活すれば、人間の一生が一変する。愛だけが、神の神秘の真理を
明らかにすることができるでしょう。なぜなら、愛こそが、あなたの生命の源であり、創造されるすべてのものの源だから
です。 

42 熱意をもって真理を求め、人生の意味を求め、愛し、善に強くなれば、あなたの存在から、偽りや不正、不完全だ
ったものが一歩一歩落ちていくのを体験することができます。そうすれば、あなたが知りたいこと、あなたの霊が最高の真
理に到達するために必要なことのすべてを、あなたの主に直接尋ねることができるようになります。 

43 今まで通り地上で働き、誠実に職務に専念してください。しかし、あなたの地上生活があなたの精神にとって不毛
なものにならないように、あなたの人生の道であなたに起こること、またはあなたが行うことのすべての本質または意味を
常に求めてください。 

44 あなたの魂の最高の純粋さからはじき出される単純な祈りを祈り、あなたの良心の助けを借りてあなたの仕事を吟
味し、わが存在を享受しなさい。 
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45 このスピリットのつながりの中で、あなたは人生をよりよく理解するために、より多くの光を受け取り、感情を浄
化し、慈善の心を目覚めさせることによって、自分自身を向上させるよう促すインスピレーションを得ることができます。
これは、霊の能力と才能が目覚め、それを持つ者を通じてさまざまな仕事を果たす準備をする瞬間です。 

46 霊的な見立て、予兆、予言である直感は、心を啓発し、無限から受け取るメッセージや声に対して心臓の鼓動を速
める。 

47 人が聖霊によって父とつながることを学んだなら、もはや書物にも、地上のものにも相談する必要はないでしょう
。 

48 今日でも、人々 はより詳しいと思われる人に質問したり、真実を探ろうとテキストや文献を追いかけたりしている
。しかし、私はあなたに真の霊的な豊かさをもたらし、二度とあなたの霊に飢えや渇きを感じることがないようにします。 

49 私は平和の虹のように、人々 が争い、国の間の戦争に忙殺されているのを見つけ、「雲に乗って」やってきたので
す。 

50 私はここにいて、霊をもって私を求め、あなたの心から有害な習慣を取り除くことを教えているのだ。私は、悪に
打ち勝ち、誘惑を退けるために、あなた方が持っている霊的な武器を明らかにしました。 

51 この時代、人類を救うことができるのは、真の使徒、真の「博士」だけである。私の指示により、私は優秀な兵士
が出るであろう大勢を準備しているのだ。彼らは親や妻や子供を置いて、他の土地に行き、福音を伝えるのです。しかし、
私が「自分のものを捨てなさい」と言ったとき、愛情が与えてくれる快適さや満足感を捨てなければならないことは理解し
てほしいのですが、無防備で見捨てられた状態で自分のものを捨てなければならないわけではありません。私の種を蒔く前
に十分に調査し、自分がしていることが良いことだと確信できるように。もしあなたが私の意志に従って私の種を蒔くなら
、あなたの収穫は満足のいく喜びのあるものになるでしょう。 

52 1866年以来、この指示は皆さんの耳元で鳴り続けています。エリヤは、肉体とその外に住む人々 の良き羊飼いで
、あなた方が天の御国を近くに感じることができるように、あなた方の心と魂を整え、道を切り開いたのです。それ以来、
わが種は大きく増殖し、大勢の人々 が増え、印を押された人々 の数は日々 増え、地方、州、村の至る所に、あなた方の集会
や日々 の教えを聞くための部屋が作られている。 

53 私は、世界に命を与え、この時代の光に目を開かせるために来たのです。 

54 大国が戦争をしている間、わたしはこの民を平和にしておいた。彼らがわたしのメッセージを受け取り、心の準備
をすることができるように。 

55 あなたの従順さによって、立ち上がるのです。あなたの国に降りかかる自然の力を待って、あなたの義務を思い起
こすことはありません。また、死と戦争があなたを取り囲むまで、私を思い出すことを待ってはなりません。もう二度と来
ないかもしれないこの瞬間を大切に。 

56 私の意志により、私の旅立ちが決定された1950年が近づいています。その時に備えがあれば、大きな業を成し遂
げることができ、大きな奇跡を体験することができるのです。しかし、私はあなたがたに言う。ある者は義務を果たしたと
喜び、ある者は泣くだろう。すでに今、あなたがたに告げますが、私の旅立ちは、すべての集会所で行われ、都市、街路、
山々 に至るまで、あらゆる場所で感じられることでしょう。そのとき、わたしはあなたに言うだろう：孤児になったと感じ
るな、ただ、あなたの物質的な聴覚はもはやわたしの言葉を聞かないだろう、しかし、あなたの魂は、あなたの体を覆うも
のと共に、その高揚のゆえに、霊感を受け続けるだろう。その日、涙を流す必要はないだろう。その時、私はこのように語
りかけるのだ。今、私はあなた方が私の最後の言葉を聞くための心を訓練しているのだ。そのために、私は彼らにより多く
の精神的な高揚を刻々 と求めているのです。 

57 その後、世界から宗派や宗教団体が消え、人々 の心には愛と正義と平和というキリストの教えだけが残る時代が来
るでしょう。 

58 世間では、私がもうすぐ来ると信じている者がいるが、この顕現の形でわが身を去る時がすでに近づいていること
を知らない。人類は、私が人間の知性器官を通じてあなた方の間に現れていたことを知ると、"どうしてこれらの者が神を
聞いたのだろう？"と問うでしょう。- 

そして、私が自分を知らしめた方法を説明し、愛のわざで自分の進歩と更新の証拠を示すのだ。 

59 世界に伝える：もしキリストがその時代に人間となり、あなたの世界であなたと一緒に暮らしたなら、あなたはこ
れからここから上昇して、キリストの住む領域へと霊的に前進するのです。見よ、私が血で塗った跡は、今、光の跡に変わ
っている。 

60 第二の時代と同様、わが言葉はあなた方の信仰を呼び覚ますための偉大な働きを伴っていました。しかし、それは
物質的な奇跡というよりも、霊的な奇跡でした。 

61 このとき、会堂や教会に聖霊が現れると期待する人もいるが、私は謙虚さと簡素さを求めて来た。金や富や虚栄心
は、すべての創造物の所有者である神に媚びないからだ。 
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62 その昔、預言者ヨハネ、バプテスマは、天の国が入るように心を整え、"キリストは来る 

"と人々 に告げたことを思い出してください。彼は、主が人の心の中にご自分の神殿を建てるために来られることを知って
いたからです。 

63 私はここに、あなたの純粋な存在の中に聖域を求めます。あなたは、その場所が常に私のプレゼンスにふさわしい
ものであるように、準備しなければならないことを忘れないでください。あなたを浄化し、あなたの汚れを洗い流してくれ
るのは、何度も痛みでなければならないのでしょうか。私はあなたに白い衣を着せよう。しかし、まず、あなたの魂がそれ
にふさわしいように自分を清めなければならない。 

64 弟子たちよ、第二の時代、私の使徒たちがどのように祈るべきかと尋ねたので、私はあなた方が「我らの父」と呼
ぶ完全な祈りを教えたのである。今、私はあなたに言う。この祈りにおいて、その意味において、その謙遜さにおいて、そ
の信仰において、あなた方自身を鼓舞し、あなた方の精神がわたしのものと一体となるようにしなさい。 

65 わが光線は、わが愛する民であるあなた方に降り注ぎ、その光は人間の言葉に姿を変え、この顕現の輝きは、わが
教えのことばの本質にある。このみことばは、澄んだ水のようなものですが、もし、人間の声帯を通過する際に、不純物が
混じることがあれば、あなたの心をフィルターのようにして、私の教えが純粋な状態で霊に届くようにしなさい。 

66 あなたの魂を蘇らせる水を届けます。砂漠の長旅で渇いた魂が乾くためです。 

67 私を見守り、期待した者だけが、私の歩みの響きを聞いたのだ。私が霊で来るのに、どうして物質主義者たちは私
の帰還が派手なものになると期待できるだろうか。 

68 私はあなたのために、わが顕現の至福を保留していた。しかし、それは適切な時期にあなたのもとに来る必要があ
った。 

69 私の父の言葉は、あなたがたが決してそうでない間に、しおれ、泣き、孤独を感じているあなたがたの中にありま
す。しかし、今こそ、わが意志にしたがって、わが声があなたがたの良心を通じて、そのすべての有効性をもって聞かれる
ように運命づけられている時なのです。 

70 今まで、私はあなたの主人ではなく、あなたの従者でした。私はあなたの声で文句を言い、命令し、要求するのを
聞いた。私は侮辱と冒涜を受け、それは鞭のようなものであった。 

71 今日、私の普遍的な言葉は、すべての人に聞こえるように伝えています：私はあなた方一人ひとりの中にいるが、
誰も神が人間の中にいると言ってはならない。 

72 私は主であり、あなた方は主の被造物である。私はあなた方をしもべと呼ばず、子供と呼ぶ。我が意志を愛し、我
が掟を守り、我が定めに不完全も誤りもあり得ないことを自覚せよ。 

73 あなたには、決定的な一歩を踏み出し、高く舞い上がり、上昇する機会があります。あなたの進化は、それを可能
にします。 

74 私の秘密の宝箱が開きました。来て、見て、入る。わたしは、あなたが以前、わたしに対して意志や声を高めた者
の一人であったかどうかを、裁くことはしない。 

75 過去を悔い改め、汚れを洗い、そして私の秘密の宝庫を覗いて、すべての真実にある生命を見よ。 

76 自分はわが恩寵に値しないと思って、躊躇してはならない。 

77 地上では兄弟殺し、裏切り者、背教者、冒涜者であった人々 が、発展の梯子の上の段にいるのです。なぜ、彼らは
昇天できたのでしょうか？なぜなら、彼らは悔い改め、刷新し、慈悲の道を歩んだからです。彼らを手本にしなさいと、主
人はあなたに言います。 

78 あなたの目の近くで、命の書が開かれ、そのしるしを理解するために、どれほどの光が必要なのか。 

79 遥かなる霊魂のどもり時代、あなた方は石に刻まれた神の法則を、自分の小さな成長に対応するように受け取った
。時代は流れ、石に刻まれたその律法は、イエス様によって人となり、あなた方に愛を語りかけました。今、あなた方は御
霊の霊感によって、わが永遠の法を受ける用意をしているのだ。そこで、あなたの良心に、私はこの時代のわが言葉を書き
記す。 

80 謙虚な小さき者たちよ、地上の書物を学ぶことがなかったために、わが愛を受け、あなた方の運命の最終目標を理
解することを学ぶ人生を得た者たちよ。 

81 わが父の愛を受けよ。 

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 137 
1 私の光と私の力は、あなた方の間に姿を現す。初めから、わが霊の光は人の道を照らしていたのだ。あらゆる時代

、あらゆる生涯が、わが啓示の証人である。あなたの霊は、私がいろいろな形で話しかけてきたことを知っています。この
光は、わが慈悲があなたのために敷いた道を示し、あなたがその上で、あなたの原点であるわが神性に到達することができ
るようにするものです。 

2 人間の中には精神があります。霊は神格の光である。だから、私はあなた方一人ひとりの霊の中にいるのです。も
し今日あなたが、私が今現在示している方法の偉大さを理解できなかったとしても、明日には理解できるようになるでしょ
う。人間の不誠実さを排除した道がここにある。あなた方の宗教が悪いと言うつもりはありません。私はあなた方を分裂さ
せたくはない。各人が自分の宗教で命じられていることを本当に果たせば、救いを見出すことができるだろうから。どれも
神と隣人を愛することを教えているのではないでしょうか？しかし、あなた方は真実さえも使って、互いを誤解しているこ
とが多々 ありますね。 

3 私が教えるのは愛です。愛からは最も純粋で崇高な感情、最高のインスピレーションが湧き出るからです。愛がな
いから、暗闇の中を歩いているのだ。私が偶像を倒し、儀式を破棄するのは、あなた方が真理の光をより鮮明に見るためで
ある。マスターとして、私はあなた方に私の教えを授けます。その一つは、現在、私は人を通してわが教えを与えているが
、その人が義理堅く、純粋な心であることは必須ではないことである。私の目には、私が使っている声の担い手が、私が教
えている人たちよりも罪深い場合がどれほどあることでしょう。わが力とわが知恵が彼を鼓舞し、その口から聖なる、正し
い、純粋な思いがほとばしるように。それゆえ、これらの理解器官がその主と交信するとき、霊的生命がそれらを通して反
映され、あなたの生命を超えたものの多くをあなたに明らかにするのです。 

4 なぜなら、あなた方の霊は、私の存在を霊的な形で感じられるように発達していたからです。 

5 あなたの心は、ある考えを受け取ることができることに驚いているのです。その理由は、霊が通ってきた道を知ら
ないからです。同じように、あなたはこの時代の子供たちの早熟な知性に驚き、彼らがこの精神生活の段階で教えられてい
ない知識を持っていることを証明する質問をあなたにします。それは、精神が長い旅路の中で集めた光であり、あらゆる存
在に反映される。あなたは私に尋ねます。「もし、あなたがこれほど偉大な知恵をもってご自分を知らしめ、私たちの精神
が準備されているなら、なぜ、あなたの指示がまだ私たちのために蓄えていることをすべて教えてくれないのですか」。- 

私がまだあなたに用意していることは非常に重要ですが、あなたの精神や心を混乱させないために、一度に全部を教えるこ
とはできません。 

6 もしあなたが啓示の光に妨げられたくないのなら、あなたの父とあなたの同胞への愛の道を忍耐強く進むことが必
要です。 

7 急いではいけない。つまずき、最後には自分がどこへ行ったのかさえわからなくなる。 

8 弟子たちよ、折に触れて言っておくが、ある集会所での教えが他の集会所より優れているとは思ってはいけないし
、ある声だし人の働きがあれこれと比較して優れているとか劣っているとか判断してはいけないのである。わが教えの意味
はすべて一つであり、違いは外見的なもの、表面的なもの、話し方の違いである。この言葉の霊的な意味でのわが真理を求
めよと、私はいつも言っているのです。 

9 人類は信仰を見出し、私の仕事は世界中に広がっていく。私は、信条と教義の衝突の時代に、従順と愛と熱意をも
って戦う14万4000人のしるしある者から始め、この戦いの中で、彼らは奴隷の鎖ではなく、自由と兄弟愛をもたらす霊的
契約の鎖を世界に提案するような存在になるだろう。この兵士たちは一人ではなく、わが光の霊団が彼らに従い、彼らを守
る。彼らはその方法で奇跡を起こし、このようにしてわが真理の証人となるのだ。 

10 最後まで忍耐と降伏をもってあなたの十字架を背負いなさい。そうすれば、私があなたに約束した、あなたが真の
平和を享受できる家の門に到着したとき、そこからあなたを解放するのは私の慈悲であろう。今、あなた方は巡礼者であり
、兵士であり、理想を追い求め、より良い祖国の征服を目指す闘士なのです。 

11 しかし、あなたは一人ではありません。人間は決してこのようなことはありません。私はいつも彼に最良の道を示
してきたのです。 

12 もし誰かが私に、モーセが主から受けた律法を知る前に、主の民はどのように導かれていたのかと尋ねたら、私は
その前にすでに導かれていたと答えるでしょう。 

モーセは、偉大な光の精霊、家父長や預言者を世に送り、彼らは良心の光で律法を担い、その業によってすべての隣人にそ
れを教えるようにした。 

13 その人たちは、その人生を通して私を誉めたのです。彼らは偶像崇拝者ではなく、すでに霊化を知っていたからで
ある。彼らは他者への愛と慈悲の気持ちを持ち、自分の国の領地に見知らぬ人を迎える方法を知っていたし、自分の家では
疲れた旅人をもてなした。彼らは皆のために良い言葉や賢明なアドバイスを用意していた。 



U 137 

123 

14 しかし、すべての人が良心の声に導かれる方法を理解しているわけではない。なぜなら、これには霊性が必要であ
り、肉の感覚では理解できないからである。それゆえ、あなたがたの父は、律法を説明し、神の教えを明らかにするために
、さまざまな方法で人々 の間にご自分を知らせる必要があったのです。 

15 第三の時代にこの言葉を聞き、過去の時代に私があなた方に託した種の一部をまだ保持しているわが民よ、あなた
方が利己主義と物質主義から心を清めなければならないことを理解し、そこから再び、あなた方の良心の指示に人生を任せ
ることができる幸せな時代に到達できるようにするのだ。 

16 私は、あなた方が今持っている形での私の顕現が終了する時が来たとき、ここにいるこの国を構成する人々 のあら
ゆる精神が私に対する神殿のようになり、あらゆる心が聖域となり、あらゆる家が祭壇となり、家長の家がもてなしと慈愛
に満ちあふれるようになるために、あなた方に大きな装備を整えてほしいのである。そのとき、あなたの平安はどれほど深
いものとなることでしょう。そうすれば、あなたの心はどんなに勇敢に、あらゆる試練に立ち向かえることでしょう。 

17 そのとき、パンはわたしによって祝福されるだけでなく、あなたによっても祝福されるでしょう。 

18 私があなた方に授けた霊力は、霊化の種にほかならない。あなたがたに言っておくが、その種を心の中で育て、真
の愛で世話をする者は、疫病の犠牲にもならず、自然の力の猛威にもならず、物質的な必要にも苦しめられず、憂鬱になる
ことはない。 

19 しかし、あなたがたは、そのような日が来るのを待っていてはならない。いや、皆さん、霊化すれば、祈りによっ
て父の許しを得て、物質化した不純な生活の泥、塵、汚れの上に立つことができれば、霊ができることのすべてを理解する
人たちの仲間入りをすることができるのですよ。 

20 弟子たちよ、精神化はいかなる狂信も偶像崇拝も偏見も認めないということを忘れてはいけない、そうなればそれ
はもはや精神化ではない。 

21 心に誠実さを持ち、人生の行いを通して私を尊ぼうとする者は、父と主の法を果たしたと感じるために、外部のカ
ルトを必要とすることはないのです。一方、裁く側の良心が感じさせた落ち着かない気持ちを心に抱いている人は、外側の
カルトや儀式を熱心に求め、それによって創造主と自分を和解させることができるという誤った考えを抱いているのです。 

22 花のように素朴で、鳥のように偽りがなく、空気のように透明で、清らかな水のように澄んでいれば、人生に含ま
れるすべての真実を悟らせる清らかさと高みに到達することができる。 

23 私の教えが人類の物質的進歩にとって危険であると主張する人々 は重大な誤りを犯しています。なぜなら、私、最
高の教師が精神にその救済の道を示すとき、私は知性、理性、そして感覚にさえも語りかけているからです。私の教えは、
あなた方の霊的生活を鼓舞し指導するだけでなく、あらゆる科学とあらゆる人間の生き方に光をもたらします。 

24 第二の時代に、私の王国はこの世のものではないと言ったなら、今、あなた方の王国もこの世のものではないと言
う。この地上の家は、すでにご存知のように、人間にとって一時的なものにすぎない。 

25 私は、決して物質主義に基づくものではない、真の人生を教えます。だから、地上の諸侯は再びわが教えに立ち向
かおうとしているのだ。私は、私の永遠の教え、愛と真実と正義を語る私の現存する教えを携えて、あなたがたのもとにや
ってきました。しかし、すぐに理解されることはないでしょう。世界は再び私を非難するだろう、この人類は再び私の肩に
十字架を置くだろう。しかし、私の教えが認識され、愛されるためには、これらの敵対関係をすべて乗り越えなければなら
ないことを、私はすでに知っている。私は、わが最も執拗な迫害者が、わが最も忠実で無私の種まき人になることを知って
いる。なぜなら、わが真理の非常に大きな証拠を彼らに与えるからである。 

26 第二の時代の祭司の中の王子であったニコデモは、高い知恵のテーマについてイエスと対話するためにイエスを探
し求めた人物だ──この時代に再び現れ、私の仕事を把握した上でイエスに立ち返らせるだろう。 

27 サウロは後にパウロと呼ばれ、残酷に私を迫害した後、わが最も偉大な使徒の一人となったが、わが道に再び現れ
、わが新しい弟子たちは、ある者は熱烈に、ある者は自己犠牲的に、いたるところで生まれるだろう。今が大切なのです。
私があなた方に話す時は、もう間近に迫っているのです。 

28 この思想の戦争、あなたが今目撃しているこれらの戦い、あなたが日々 目撃しているこれらの出来事は、あなたに
来るべき何かを語るではないか、あなたの時代が終焉を迎え、新しい時代がその光を広げ始めていることを疑わせるのでは
ないか？ 

29 私はただ、この時代のわが言葉の証人であるあなた方が、あなた方の間にわが律法、わが王国が確立される前の試
練の時に、不動のままでいることを望むだけだ。その時、私は旋風のようになり、その暴力の下で、この人類が住み、かき
混ぜる大地と海は泡立ち、その深みで動き始め、その中にある不浄のものをすべて自分から追い出すようにしなければなら
ないのである。 

30 これらのイベントが発生したときに恐れてはいけません。時代の終わりの始まりが来たこと、そして平和な時代の
幕開けが近いことを理解してください。 

31 邪悪、不正、傲慢、束縛、無知、地上の暴力は滅び、人々 の間に愛と光と平和の王国が樹立されるでしょう。たと
え、試練が厳しく、飲むべき杯が苦くても、絶望してはならないし、灯火を消してはならないのです。それどころか、兵士
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が戦いのさなかに、もう少しで敵に勝てる、勝利はもう手の届くところにあると感じるように、希望の炎を燃やし、蘇らせ
なければならないのです。 

32 舌で毒を吐き、目で憎しみの炎を投げる敵対する群衆に取り囲まれているのを見ても、わが約束を疑ってはならな
い。その時、私はあなたに私の心強い存在を感じさせ、「私はあなたと共にいる」という私の愛の声をもう一度聞かせてあ
げよう。 

33 その大勢の中に、あなたを理解し、あなたの盾となってくれる心が現れることを、あなたはしばしば経験すること
でしょう。しかし、あなたが私に信頼と信用を置く場合にのみ、あなたはこれを達成することができます。 

34 バビロニアで神のみの真理を力強く弁護し、私が敵から救った忠実な預言者、ダニエルを思い出そう。 

35 戦いが始まる前に、永遠のお方が人の心に蒔かれた種にもう一度水を与えてください。私の正義の鎌で雑草を刈り
取り、畑を耕し、愛の教えの耕作に適するようにしなさい。 

36 地上の品物に執着している人々 の失望を絶対的なものにし、肉の金、権力、称号、快楽が決して魂に平安と幸福を
与えないことを確信させるために、もう少し時間をおく必要があります。 

37 全人類の業が良心の光で裁かれるときが近づいているのです。そして、学者、神学者、科学者、支配者、金持ち、
裁判官は、自分たちが収穫した精神的、道徳的、物質的な果実は何なのかと自問することになる。そして、自分の収穫がい
かに取るに足らないものであるかを知るとき、多くの者は、地上での栄光にもかかわらず、霊的生活の実を唯一の糧とする
魂の陥った空白を埋める何かが欠けていたことに気づき、私のもとに帰ってくるのです。 

38 なぜなら、彼らが生きている間に、ある者は真理を求め、ある者は力を求め、またある者は幸福を求めて、戸から
戸へ、またある者は小道へと旅をしてきたことを知っているからだ。しかし、彼らが地上で歩んできた道のりの果てに、す
べてを否定しそうになったとき、わたしは彼らに腕を差し伸べて、わたしの胸に休ませるだろう。私は彼らを慰め、どの道
が真実の道であるかを示し、彼らが経験の実りある種を蒔くことができる畑をその中に見出すことができるようにするのだ
。 

39 ある者は疲れ果て、ある者は傷つき、白髪になり、汗にまみれ、多くの者は旅袋を空にして、自分たちが引き受け
た闘いの不毛さを恥じているのである。そこで、彼らは私の声を聞き、同じように認識して、「主だ」と叫ぶだろう。そし
て、この文章には、彼らが最後に私を求める謙虚さが反映されていることでしょう。戦車もなく、ラクダもなく、長旅で喉
が渇いて死んでしまったからです。 

40 しかし、その限りない祝福の時、和解と謙遜の時は、最後に父の家に戻ってきた「放蕩息子」にとって、神の赦し
の時でもあります。それは、彼らに命と相続を与えてくれた神の愛の腕を待ち望んでいるのです。 

41 今日、私の愛と赦しと正義の言葉を受け取り、あなたの心を私に見せてください。あなたの罪を隠そうとしないで
ください、私はすべてを知っているのですから。あなた方は互いに愛し合うと誓いましたが、私はまだあなた方の成就を待
っているのです。私は一本の木をあなたに託して手入れをさせたが、あなたは私に異なる実を提供する。私は、あなたが謙
虚で、献身的で、仲間に仕えるために従順であることを用意しました。しかし、あなたの作品には、この種が見当たりませ
ん。 

42 息子は親に頭を下げず、妻は夫に反抗し、兄弟姉妹は互いを見放し、みな誇りと虚栄心をあらわにする行為を行い
、みな優越感に浸っている。一方、私はすべての人に愛と平和だけを教え続けている。 

43 国々 は平和を作ったが、彼らの言葉には愛も善意も感じられない。一見平和に見えるその裏には、恨み、復讐心、
そして戦争が待っている。赦すことを知る者がどこにいるのか、その原因を私に託して裁く者がどこにいるのか。 

44 子供の痛み、女性の苦悩、若者や容赦なく戦争に追い込まれた男たちの悲惨な運命に、人間の心は硬直し、揺るが
ないのである。しかし、その中には、私を愛し、同胞に愛を感じる者、祈ることを知り、慈悲の業を行う者がいた。訪問は
これらの国々 にとって非常に厳しいものでした。彼らの傲慢さは懲らしめられ、彼ら自身が富を破壊してしまいました。痛
みだけが彼らを曲げ、正気にさせるのです。私はすべての魂に寄り添い、試練の中で彼らを強めてきた。そして、心の準備
をした者は、私の存在を感じた。 

45 戦争の影響はあらゆるところに及んでおり、破壊の種をまいている。小さな家から大国まで、見張りもせず、みな
その網にかかり、このくびきから解放される術を知らない。 

46 私はあなたに教え、平和の秘訣を授けました。私を愛し、互いに愛し合い、私に自らを鼓舞し、務めを果たし、運
命に服従すれば、平和と祝福を得ることができる。 

47 戦いの末、故郷に、故郷に帰ってきた人々 の喜びの歌を受け取りました。しかし、息子の帰還を見届けることがで
きなかった母親の痛み、父親の姿を見ることができなくなった子供たちの痛み、未亡人となった女性の痛みも、私は受け取
っているのです。そのすべてを私は祝福します。イスラエルはそれらの人々 への思いやりで参加を示そう。そして、世界の
平和のために捧げたこの祈りを、あなたはこれからも捧げ続け、万民の守りの歌とするのです。 

48 地上に肉体を残した魂たちよ、悟りを開くのだ。私はあなたを孕みました。私を信じれば、真のいのちに導かれる
。魂は永遠の命を持っているので、あなたは死んでいないのです。真の平和と正義へ誘う。わたしはいのちであり、永遠の
いのちのパンをあなたがたにささげるからである。しかし、あなたが飢えているのを見るのは、本質がわが言葉の深みに隠
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されていることを理解しなかったからだ。表面的に見るだけでは、自分自身を養うことはできないのです。それは私の愛、
つまり霊魂の生命、喜び、平和となる神聖なエッセンスを含んでいます。 

49 あなた方がわが言葉を学ばない間、この国や他の国々 には、わが命令を実現するために良い知らせを待っている人
が々大勢いるのです。しかし、あなたがたの中から良い使徒が現れて、国や国々 を巡り、わが教義を宣べ伝える日が来るで
しょう。そして、第二の時代に私に従った者たちにしたように、私は彼らの理解器官を通して話すだろう。このように働く
者は皆、勇気と私への信頼に満ち溢れているように。 

50 障害にぶつかったら、モーゼのように、元素に命令すれば、彼らは喜んで従います。 

51 奇跡を見たいのなら、自分たちで準備することだ。この時、すべての人が私の言葉を信じるわけではないことを、
私はあなたに告げた。そして、そのことは私に任せて、次に進みましょう。彼らは霊の中にいるとき、私を認識する。 

52 あなた方は、考えや感情を尊重し、私が教えたように、傷つけないこの言葉で話し、魂から私の光を隠すベールを
取り去りなさい。 

53 すべての霊魂が目覚めるときが記されている。準備する者は皆、私の栄光を見ることができると約束する。 

54 求めよ、さらば与えられん。あなたが同胞への愛で望むものはすべて、わたしに求めなさい。祈りなさい、あなた
の願いと乏しい者の願いを一つにしなさい、そうすれば、あなたの願いをかなえてあげよう。 

55 わが言葉の光は、あなた方全員を覆う白い衣となる。 

56 あなたへの愛から、私は霊の象徴である雲に乗って、あなたの霊に自分自身を知らせるために来た。しかし、まず
この光り輝く雲は、あなたが私と直接会話する方法を知る時の準備として、声を持つ人の心の器官に定着しなければならず
、雲が降りて定着するのはあなたの精神なのです。 

57 私は、第三の時代に私がこの世に現れることを象徴するために、雲をシンボルに選びました。 

58 雲は、山や谷や都市の上を通り過ぎる使者ではないか。彼女は、その雨で畑を肥やし、恵み深い日陰を与える方で
はないか。彼女は嵐を告げる稲妻と、揺り動かす閃光を放つのではありませんか？だからこそ、私は雲をシンボルとして選
んだのだ。だからこそ、私の使徒たちは、最後の時に霊で私を見たとき、「雲」の中の私のプレゼンスの意味を理解し、ロ
ケロハスはこの三度目の時に、私の新しい到来を示すシンボルを見させたのだ。 

59 それ以来、私の姿の周りに徐々 に集まってきた人々 を、優しい影が包んでいる。私の言葉は、精神化の乾いた畑に
実りある雨となり、布告ごとに人間の理解器官に降り注ぐ光線は、あなたの罪と無知の闇を裂き、あなたの全身を震わせ、
あなたの精神を覚醒させたのです。あなた方の多くは、わが神聖な言葉を聞いたとき、魂の中に解き放たれた嵐がどれほど
恐ろしいものであったことか。 

60 わが言葉から湧き出る光の嵐の中で、その顕現の瞬間に、あなたはなんという威厳と、なんという畏怖に満ちた美
しさを目の当たりにしたことだろう。感嘆と畏怖と震えに圧倒されながら、大勢の人々 は沈黙を守り、その愛と正義と知恵
の嵐を浴び、浄化させるのです。 

61 わたしがイスラエルと呼ぶ愛する民よ、わたしのメッセージと啓示を預かる者として、あなたがたはいつになった
ら、わたしの言葉を正しく表現し解釈することを学ぶのか。 

62 第二次世界大戦で交わした帰還の約束は守っています。使徒たちは、ベタニアで私が地上から無限に昇るのを見た
。そして、あなたたちは、私が無限の中からあなたたちの心の中に戻ってくるのを見たのだ。このことは、海から上がった
雲が、渇いた田畑が求める別の場所に恵みの雨を降らせることに似ていると思いませんか？ 

63 そして、愛と正義の雲に乗って、人々 に私の慈悲を降り注ぐために駆け付けた。 

64 すべての民が私を呼ぶわけではなく、私を待ち望む心もごくわずかである。霊的な雲がやってきて、平和のマント
のように、それを願い、それを待ち望む民を守るでしょう。この世の快楽で魂の渇きを癒そうとする者はみな、雲がその稲
妻の輝きで彼らを驚かせ、嵐の雷が彼らを恐怖で満たすだろう。そのとき彼らは、神の正義が存在し、すべての人間はその
すべての業に対して神に答えなければならない精神の担い手であることを思い出すからだ。 

65 愛の雲、光の雲、慈悲の雲、正義の雲はまた、巨大な霊の軍団、私のしもべ、光の霊であり、彼らは私の目的を果
たすために生き、宇宙に増殖し、完全に調和して互いに愛するという任務を遂行する。なぜなら、第二の時代に私が世界に
明らかにしたあの神聖な戒め、あの最高原理は、人間だけを対象としていたのではないからです--

あの格言は、現存するすべての霊を支配する法なのです。 

66 愛する人々 ：この光の雲、それはすべての世界の間の愛と兄弟愛の霊的大国ですが、私はこの第三の時代に私の光
線によって降り立ち、あなた方に知恵の新しいメッセージ、あなた方の痛みに対する無限の慰め、そして忘れられた道を見
つけるためのガイドとしての光をもたらし、あなた方がそれを見つけたとき、私のもとに来ることができるように-

一歩ずつ、功から功へと、意識的に、堅実に、あなたの霊的完成を追い求めてください。 

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 138 
1 愛する弟子たちよ、あなたの人生で過ぎ去るすべての瞬間は、あなたを父に近づける一歩なのです。ゆっくりと、

一歩一歩、光の国へ続く道を進んでいくのです。 

2 霊的なものには相応のものを、世間には相応のものを与える方法を理解し、真の祈りの時、狂信的でない神の崇拝
の時、あらゆる事業の前に祈る方法を知り、あなたに託されたものを見守る時に、あなたは徐々 にその時に近づいているの
です。 

3 もし、人が自分の意志を行う前に、父に祈り求めるなら、どうして人は道を踏み外すことができようか。祈り方を
知っている人は、神と一体となって生き、父から受ける恩恵の価値を認識し、同時に、自分が受ける試練の意味や目的も理
解するのです。 

4 神に祈る人は、目の前に暗い包帯がなく、自分の中にも外にも未知の世界、人生の未知の側面、人の人生を取り巻
く現実化、真理を意識することなく発見することができる霊能者なのです。 

5 この道を発見することに成功した人は、感覚が目覚め、精神的な能力が敏感になっているので、やめることができ
ません。今日は自然の声を聞き、明日は霊的な王国のメッセージを感じ取ることができるようになり、後には霊から霊への
つながりの中で、父と子との愛の結晶である主の声を聞くことができるようになるでしょう。 

6 人びとよ、私がわが身を知らせるこの声主をうらやんではならない。もし、あなたが肉体的、霊的に真剣に準備す
るなら、この顕現が終わった後、あなたは彼らを超えるだろう。 

7 奇跡の時、試練の時、並外れた出来事の時は、この第三の時代におけるわが啓示の証人であるこの民のために確保
されたものである。 

8 私はまだ最後の言葉を発していない、つまり最後の教えを与えていない、その中で私はまだ多くの秘密をあなた方
に明かすだろう。しかし、わが意志とわが命令は、この民全体の良心に書き記されており、わが顕現の終わりがいかにある
べきかを、彼らが十分に知ることができるようにするためである」。 

9 あなたがたを待っている世界や家庭に入るために必要なことは、すべて私が教えたということを理解しなければな
りません。なぜなら、あなたの魂が転生して地上で生きるために、その魂が宿っていた前の領域で準備をしなければならな
かったように、たとえ愛と純粋さと知恵において優れた家に行ったとしても、去ったあの世の領域に戻るための準備をしな
ければならないからです。 

10 わが言葉を疑ってはならない。第一の時代、私は、偶像崇拝と暗闇を意味するエジプトの束縛からイスラエルを解
放し、自由と生ける神への崇拝の地、カナンへあなた方を導くという約束を果たした。そこで、私が人として来ることがあ
なたがたに告げられ、その預言はキリストにおいて一言一句成就したのです。イエスのうちに宿り、イエスのうちにあなた
を愛したその主人である私は、別の時にこの世界に語りかけ、霊的に自らを現すと約束したのです。そして、ここに私の約
束の成就がある。 

11 今日、私はあなた方に、あなた方が愛し、善を行い、わが光を広めるための真の自由を見出すことができる素晴ら
しい地域、住まい、霊的な家を、あなた方の霊のために確保したことを告げます。私があなた方との以前の約束を果たした
後、あなた方はこれを疑うことができるか。 

12 偉大なる精霊たちは、わが作品において永遠に働き続けることを知るがよい。弟子たちに師の到来を告げる運命に
あるエリヤは、魂を突き破り、道から外れた者、眠っている者、霊的生活への信仰が死んだ者のもとに降りてきて、彼から
放射される愛の炎、すなわち信仰、悪の撲滅、浄化の炎で彼らを包み込む光である。その声はすべての国に響き渡り、その
清めの火は進み、葦を滅ぼします。しかし、マリアは、すすり泣く心、痛みに苦しむ生き物に、癒しのバームを注いでくれ
ます。 

13 私は来て、心を一つ一つ探って、ただ「私に従いなさい」と言う私の神聖な呼びかけを人々 に聞かせるだろう。 

14 試練の中であなたを慰め、あなたに伝えます。あなたの口の中にある杯がとても苦しいときは、イエスがゲッセマ
ネの園でされたように、天に住まわれるあなたの父にこう言いなさい。"父よ、この杯を私から取ることができるのなら、
そうしてください。" そして何よりも、私ではなく、あなたの意志がなされるようにしてください。 

15 あなたがこうして祈り、見守るなら、試練の杯を渡そうと近づいてくる天使を引き止めよう。しかし、もしあなた
がそれを飲むことが神の意志であるならば、私はあなたと一緒にいて、テストに勝利して通過する力を与えるだろう。私を
苦しめ、祝福する一人のために、多くの人が甘受していることを忘れてはならない。これで、罪のない人がなぜ痛みを抱え
ているのか、理解できるようになるでしょう。 

16 人間が地上で苦痛を受けることは、私の望みではありません。しかし、彼らがそのように望んだのだから、最初の
人間から現在に至るまで、忍耐と愛をもって重荷を負い、謙虚さをもってあなたの苦しみを私に捧げなさい。あなたの痛み
は、あなたの中に実を結び、また、あなたの仲間の中にも実を結ぶ人がいるはずです。 
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17 この世の人々 が、どれほど無駄な苦しみを味わってきたことか。報いを受けず、種を刈り取ることもなく、どれほ
ど泣いたことでしょう。一方、忍耐をもって十字架を背負う方法を知っている人たちは、最後の瞬間が来て、自分が奈落の
底にいると思ったとき、精神の目を開いて、山の頂上に立っている自分を見つめたのです。 

18 人類を救うのは、あなた方の徒党を組んだ戦争で流した血ではないのです。むしろ、愛と慈悲に満ちたあなたの祈
りと、あなたの徳によって、あなたの同胞が私の平和を感じるに値するものとなるのです。 

19 国々 が作ったこの平和が真の平和であると声高に宣言してはならない。平和が、恐怖や死の恐怖の上にではなく、
精神的、人間的な愛の上に築かれるよう、見守り、祈りましょう。 

20 人間が作り出した偽りの平和は、海の流砂の上に築かれた城のようなもので、風に吹かれた波が打ち寄せればすぐ
に崩壊してしまう。 

21 平和の霊である私は、それを人々 に提供し、良心を通して人々 に告げた。ここに私がいる。互いに愛し合えば、あ
なたがたは救われる。 

22 人は子供のまま生き続けたい、大人になりたくないと思うものです。長い間地上で生き、血と涙で水を与えてきた
のに、経験の実りを得る方法をまだ理解していないから、精神の平和とは何かを知らないままなのです。彼らの心は硬化し
ているので、最も高貴な感情である慈愛が彼らの中に響いていないのです。だからこそ、苦しみの聖杯がわが子たち一人ひ
とりの中に感じられるようになったのです。 

23 人間が引き起こしたすべての苦痛は、一つのカップに集められ、罪人によって飲まれることになる。そうすれば、
眠っていた心が目を覚ますでしょう。そして、尊敬される権力者が、不測の事態に直面して、地位や部下を捨て、自責の念
に魂を引き裂かれて身を隠す姿を見ることになる。また、理性と言語能力が混乱しているように感じる人もいるでしょう。 

24 皆さん、いかがでしょうか？あなたはすでに、人生のもつれで自分を見失った人たちを探し出す心構えができてい
ますか？ 

25 私は1866年以来、あなた方をこの大義の兵士とするために準備してきたが、わが子たちの一人も完全に準備する
のを見ることができない。 

26 今回は、1回目とも2回目とも違うんです。今日、皆さんは目に見える要素、目に見えない要素が解き放たれたカ
オスの中で生活しています。災いなるかな、目覚めぬ者は敗れ、備えある者は戦わねばならぬ！」（「災いなるかな、目覚
めぬ者は敗れ、備えある者は戦わねばならぬ！」）。 

27 何千もの見えない目があなたを見ている。ある者はあなたを途中で待ち伏せして倒すために、またある者はあなた
を守るために。 

28 不和は、民族や国を越えて拡大し、心や家族にまで浸透していきます。 

29 道徳は堕落し、男も女も子供も堕落に慣れる。 

30 もし、あなたの心が落胆しているならば、愛を与え、慈悲を行使し、同胞の間でわが業を目撃する慈悲はないでし
ょう。 

31 もちろん、私はあなたを愛しているから、すべてを見なければならない。しかし、私があなたを裁いた後、私はあ
なたを救うだろう。 

32 最大の苦悩の時代がやってくる。そうすれば、主人が預言的に語ってくれなかったと言われないように、あなたが
たを準備するためです。その時のために装備しておけば、どんな状況でもうまく乗り切れるはずです。 

33 わたしは、わたしの使者たちを通して、人々 の間に平和を築く。憎しみ、権力への邁進、恐怖の上に、どうやって
世界の平和を確立するのですか？しかし、その前に、炎が燃え、水が清め、雪が清めるのです。 

34 弟子たちよ、人の不信仰に対抗できるように、また、迫害や中傷や攻撃で落ち込むことのないように、強くありな
さい。私の言葉は人の霊を震わせる。神学者は自分の科学を疑わざるを得なくなり、哲学者は自分の最も偉大な師を尋ね、
あらゆる宗派や宗教団体が私の新しい啓示を前にして深く揺さぶられることになるだろう。真理に目覚める者がいる一方で
、狂信と伝統に固執しようとする者がいて、互いに争うことになるからだ。この戦いの中で、わが子たちの声が響き渡り、
熱狂する大衆に向かってこう言うだろう。 

35 今はまだ小さく弱いと思っているが、明日は強くなって真実に私を愛するようになる。神学者が発見できないこと
を私は明らかにし、学者が理解できないことをあなたは理解する。しかし、あなたが他の人より偉いとか、愛されているか
らではなく、「第一紀」以来、あなたは、私がそれぞれの時代に「法」と「知恵」と「啓示」を置いた幕屋のように、心を
開く方法を知っていたからです。 

36 第一の時代には、契約の箱と律法の板が置かれた幕屋や聖所というシンボルを知っていました。それらの象徴がそ
の目的を果たしたとき、わが意志はそれらを地上から消滅させた。世界が偶像崇拝に陥らないように、それらは人の目から
隠されたが、それらの教訓の意味や本質はわがしもべたちの良心に書き残されたままであった。第二の時代、キリストの犠
牲が成し遂げられた後、私はキリスト教の最大の象徴である十字架を、茨の冠、聖杯、そして人類の狂信的崇拝の対象とな
りうるすべてのものと共に消滅させた。 
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37 この三度目の時に、私はあなた方の霊の幕屋に現れ、そこにある契約の箱の中に私の新しい啓示を預けたのだ。 

38 あなたがたはそのころ、「放蕩息子」として父の家に来たが、私はあなたがたに言った、「見よ、あなたがたがい
ない間に弟や妹たちは散り散りになり、私は寝室と食卓でひとり残された。そして、人々 はその忘恩の中で分裂し、多くの
者が父を否定した。しかし、今日、わたしはあなたがたに富を返し、あなたがたの後に迷い込んだ人々 を探しに行き、彼ら
をわたしの現前に連れてくることができるように、あなたがたを養っている。そうすれば、平和を手に入れることができま
す。 

39 私は、人類を熱狂させた戦争や、イスラエルの人々 の間に今なお存在する不和について、あなたの物質的存在を非
難しているのではありません。なぜなら、ヤコブの子らが、荒野の野獣がヨセフを商人に売ったにもかかわらず、食べてし
まったと告げ、父の心を痛めた日以来、あの民族の部族がその胸で苦しんでいる不和と分裂を、その上に重ねるからである
。 

40 それ以来、その悪しき種はこの民の心の中で発芽してきた。今日、彼らは主を敬い、人種や言語に関係なく同胞を
愛するという律法を遂行し、地球のすべての国々 に救いと祝福を与えるための新たな時を迎えている。 

41 イスラエルという名は、あなたがたの父から与えられたものですが、それは霊的な名です。私はあなたに偉大な啓
示を与え、私がそう呼んだときにあなたが不相応に感じないように、あなたに力を与えてきたのです。 

42 私が求めるのは、いつの時代もそうであったように、あなたの霊なのです。 

43 私の教義は、あなたたちに、父に対する完全で、霊的で、純粋な敬愛を示す。人類の霊は、自覚することなく、主
の神殿の敷居に到着し、そこに入ってわがプレゼンスを感じ、その良心を通してわが声を聞き、その心に降り注ぐ光の中で
私を見るのである。 

44 このとき、人々 がさまざまな宗教的共同体の中で感じる空虚さは、精神が霊化を渇望しているために引き起こされ
ます。儀式や伝統だけでは物足りず、わが真理を知りたがっている。 

45 私は、多くの人々 の深い理性の中に、精神と物質との間の内なる葛藤を発見します。儀式的なカルトの素晴らしさ
を超えて、精神的な美しさを見出したいのです。あなたを照らし、あなたを悩ます、この光を灯したのは私です。私は、あ
なたを呼ぶその声です。誰もあなたの不安を説明することができず、あなたの心の葛藤を理解することもできません。あな
たの心に入り込む私だけが、あなたのあこがれと渇きを知っているのです。また、あなたが求めるものを見つけるために、
あなたが進むべき道を示すのも私です。 

46 私の話を聞く者のうち、誠実で、誰かに自分の気持ちを打ち明けたために、叱られたり、誤った判断をされたり、
魂の最も高貴な部分で傷つけられた者がどれほどいることか。 

47 私の言葉を聞くあなた方は、なぜ私が最も取るに足らない罪人のところに来て、彼らを通して私の霊の教えを明ら
かにしたのかと私に尋ねるが、これに対して私は答える。私は、地球上の親と同じように行動します。一番弱い子、一番病
気の子、一番迷いそうな子には、もっと注意を払い、気を配るのです。 

48 もし人々 がこのようなことをするならば、天の父は子供たちのために何をしてくれないのでしょうか。 

49 あなた方の中に、わが言葉の光は、この人類の精神的砂漠にオアシスのように現れ、すべてのさすらい人が水と霊
の平和を求めて、そこに近づくことができるようになった。 

50 この教えがすべての人に届くことが必要なのです。それは、混乱した人々 、無知な人々 、すべてを知っていると思
い込んでいる傲慢な人々 の暗闇に光をもたらすものです。 

51 そして、あなた方は、これまで精神の発展過程を阻害し誘惑するものとみなしてきた肉体が、地上での任務を遂行
するための最良の道具となりうることを知ることになるのです。 

52 この第三の時代にあなた方に降り注ぐこの光の洪水で、あなた方の魂と身体を洗い、私の指示を理解できるように
しなさい。純粋な人は、以前は秘密だったことを突き止めることができる。なぜなら、後悔がその道を阻むことはないから
だ。 

53 あなたがたが心に抱えているものを、偽ることも隠すこともできない私の前で告白しなさい、そうすれば、あなた
の良心を通して私の神聖な赦しを感じるだろう。威厳は、あなたが自分を見せる相手がどんなに偉い人であっても、権力で
あっても知識であっても、その人の前で恥じることのないあなたの衣服となるのです。 

54 私の愛の種を蒔いてください。地球は人間の教師でもあり、地球で蒔いた種は倍になって返ってくることを教えて
くれる、感謝と愛の証しです。 

55 あなたの父の霊もそうです。それは最高の、そして神聖な報いである。しかし、あなたの種は、常に善良で清潔で
なければなりません。途中で罪に汚れたあなたの魂が、清らかな神の懐に到達するためには、多くのことを経て、自らを清
めなければならない。なぜなら、その父のもとには、わずかな悪の痕跡も、過去の不完全さのわずかな影もなく来なければ
ならないからだ。 

56 もし彼女が地上で神を冒涜していたとしても、創造主の御前に近づいたとき、愛の歌だけが彼女の中から溢れ出す
だろう--。 
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57 魂よ、山の頂上に到着するまで、どれだけ私を待たせるのですか？ 

58 そこで、私が十字架から昇ったところで、あなたを待っています。 

59 ゆっくりと近づいてくる。まず、この世の財産を捨て、自由になることが必要だったのです。 

60 あなたがたの父があなたがたのために用意された祝宴に、わたしのもとに来なさい。そうすれば、あなたがたはそ
の祝宴において、あなたがたにふさわしい教えを受け、あなたがたの受け継ぐものを構成することができる。 

61 自分の後の世代のこと、子供のことを真剣に考えよう。あなたが彼らに肉体の存在を与えたように、あなたには霊
的な生命、すなわち信仰、美徳、霊化を与える義務があります。 

62 私が愛する人々 の上にわが光を照らすとき、わが霊の平和をもたらすために、あなたがたのもとに降りてくる。あ
なた方は少数ですが、私への愛は大きいです。 

63 あなた方はまだ神の霊感を直接受けることができないので、今、声の担い手を通して私の声を聞きなさい。 

64 私はまず、私の思考の波動をできるだけ忠実に受信し、聞き手に伝えることができるように、これらの身体を準備
しなければならなかった。その声とは、「私はあなたに語りかける神主です」というものです。 

65 わが宣教の形式は変えることができても、わが教えの霊的本質は同じであり、時間と空間の外にある絶対的で不変
のものである。無限は永遠である。 

66 あなたの精神の愛だけが、この教えを理解することに成功するのです。それはなぜでしょうか？なぜなら、それは
霊的なもの、その本質である「永遠」に完全に吸収されているからです。 

67 もし人間が自分自身を知ることに興味を示さないなら、彼は上方への発展と永遠の生命を保持するものへの理解を
遅らせることになり、これが彼の最大の仕事の実現を達成できない理由である。 

68 あなたは私の中に生まれたのです。あなたは、父から霊的・物質的生命を授かったのです。そして、比喩的な意味
で、あなたが私の中に生まれたと同時に、私もあなたの中に生まれたと言えるでしょう。 

69 私はあなた方の良心の中に生まれ、あなた方の成長の中で成長し、あなた方が喜びをもってこう言えるように、あ
なた方の愛のわざの中に完全にわが身を現すのである。 

70 私はあなた方を幼子のように準備している。勝利の鐘が歓喜のうちに鳴り響き、人類の精神的覚醒を喜びをもって
宣言する時が近づいているのだ。 

71 人々 よ、沈黙のうちに我を聞き、静かに瞑想せよ。明日があなたを待っている、それはあなたが私に到達するため
に通らなければならない道です。しかし、すでにわが教えの光に啓発されたあなた方は、学び、理解したことによって、自
らを導くことができるようになる。私のドアをノックしなさい、それを開けるのは私だけである、私は明らかにする主人で
ある。求めよ、求めよ、さすれば与えられん。 

72 人生の長い旅路の砂漠の中で、キリストはオアシスである。しかし、あなたが孤独や恐怖の時間に主を見つける方
法を知っているように、信仰を持つことが必要なのです。 

73 私はあなたに、自己否定と世の中のあらゆる偽りの栄光の放棄を教えました。しかし、多くの人はこの教訓を理解
することができなかった。なぜなら、贅沢や楽しみ、富のない生活を想像することは不可能だと思われるからだ。しかし、
この苦痛に満ちた時代に、人生の教訓で得た経験をもとに、彼らは自らの意志で真理の光に目覚めていくのです。物質から
解放され、単に余分なものを切り離せば、新しい生命が生まれるということを人類が発見したとき、どれほど大きな驚きを
感じることだろう。 

74 愛する弟子たちよ、わたし自身は最後に来た者を数えている。私の旅立ちの後、私の存在を感じることができるの
は、自ら準備した者だけである。私がこの話をすると、それまで何年もかかると思って無関心になる人がいる。この時間は
一瞬のようなものでしょう。私は教師としての任務を果たすが、1950年末に私の光線が最後に降りたとき、私は二度と人
間の理解器官を使ってこの形で自分自身を知らしめることはないだろう。弟子たちよ、わたしを信じなさい。わたしは、あ
なたがたを一人にしないというわたしの言葉を守る。私はあなたに私の存在を感じさせ、あなたを奮い立たせ、あなたを慰
めるだろう。今を見よ、そしてこれからを見よ、決して油断することのないように。密かに遺産を奪おうとする者があなた
を発見し、あるいは夜中にあなたをベッドに呼び、あなたの愛の膏薬を与える病人さえも発見することができるように。 

75 私は、あなたが私を理解できるように、非常に明瞭にあなたに話したのです。しかし、あなた方は、まだ私のこと
を理解するには霊的な成長が少なすぎるため、しばらくの間、私の言葉を物質的なレベルで動かす原因となりました。しか
し、わが旅立ちが近づけば、わが言葉は、声を伝える者の唇に、より高い霊的な意味を持つようになるのだ。 

76 わが教えがさらに大きな啓示を与える限り、あなた方は自分の誤りを正し、生活を一新し、あらゆる悪徳とあらゆ
る悪趣味から自分を切り離す努力をしなければならないのです。もしあなた方が純粋な心になって、私の仕事について話す
なら、あなた方は信じられなければならないし、模範と愛の業によって真にイエスの教義を説くイエスの弟子と見なされな
ければならないのです。これこそ、あなた方が常に身につけるべき、同胞と自分を区別するための恩寵の衣である。 

77 わが神性の預言者として地上に広がり、眠れる人類を目覚めさせ、正義はすぐそこにあることを告げ知らせるのだ
。ソドムは警告を受けたのに神の預言者に耳を貸さず、その裁きの日は無情にもやってきたと教えてあげましょう。 
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78 自然の力は、世界を解き放ち、地球を浄化する時を待っているだけなのです。罪深き国、傲慢な国ほど、わが正義
は重くのしかかる。 

79 硬くて聞こえないのが、この人間の心です。良心の声、法の声、神の正義の声を聞くために、苦汁の杯が必要なの
だ。すべては、魂の救済と永遠の命のために。私が求めるのは彼らなのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 139 
(昭和20年） 

1 ようこそ、わが民の皆さん。あなた方は忍耐と心の余裕をもって、嵐と試練に耐える術を知っているからです。私
は、あなたが困難な時に祈り、見守るのを見てきたし、また、あなたに苦しみが訪れた時に、あなたが私の意志を祝福する
のを聞いてきたのです。そして、あなたがたの信仰と善意に報い、あなたがたに私の平和を送ったのである。 

2 また、自分の苦しみを忘れて世界の平和のために「見張り」をする人、痛みの床にある病人を見舞う人を祝福する
。これらの功績を報われないままにはおかないからだ。 

3 この戦争の間、あなたがたは毎日毎日祈り続けてきた。わが民よ、祈りが弱くなることを許してはならない。戦争
が終わったと国々 が言っても、まだ「レント」は終わっていないと言うことです。いや、イスラエルよ、国々 の平和が互い
への愛に立脚していない限り、あなたはこの平和と兄弟愛の働きのために見守り、祈り、心を獲得し続けなければならない
のです。 

4 あなた方はすぐに、現在人々 が話しているこの平和は偽りであり、それは彼らの非人間的な闘いの中で休戦をもた
らしただけで、後に彼らの破壊の仕事を続けるためにあることを悟るでしょう。 

5 世界には、人類の平和を祈り、見守る使命を持った人々 が散らばっています。その中には、わたしがわたしのこと
ばで指導するわたしの民がいる。皆さんには、兄弟姉妹である人々 の心の中に、精神化の神殿、平和の聖域を建設する義務
があるのです。この霊的聖域が天の高みにまで昇り、人々 がそこに主との直接的なつながりを見出すとき、あなた方は私が
この時代に託した種をこの世に蒔いたと言えるようになるのです。 

6 人々 よ、わが言葉によって自らを強め、あなた方のやっていることがわが教義の教えに沿っているかどうか、あな
た方の良心が教えてくれることを確信しなさい。あなたの精神と心が戦争を追放するために闘うことができるように祈りま
しょう。その影響で理性や感情が混乱しないように、落ち込まないようにしましょう。 

7 あなた方の一人が祈るとき、その人は自分の思考が霊的に何を成し遂げているのか気づいていません。ですから、
あなた方が同胞のために、つまり戦争で自滅している民族のために祈るとき、そのときの霊もまた悪に対して精神戦を展開
していることを知り、平和と理性と正義と彼らのための善を願うあなたの剣が、復讐とプライドの軍団の武器と衝突してい
るのだということを知ってください。 

8 それは、人々 が祈りの力を意識するようになる時である。祈りが本当の力と光を持つためには、あなたが愛を持っ
て私に祈りを送ることが必要です。 

9 私は、悪意を持ってあなたの隣人に思念を送ることを言うのではない。私は、不正な目的のために使用する武器を
あなた方に与えたことはない。私は、悪との真の戦いのためにあなた方を鼓舞し、あなた方が勝利するために最も強力で無
敵の武器がどれであるかを明らかにします。だから、あなたがたはまず心を清め、光と力で満たされた私のもとに立ち、平
和のない国々 、希望のない人々 に、あなたがたの思いを閃光のように送りなさいというのである。 

10 人びとよ、わが慈悲を受け入れよ。この最後の時代が非常に残酷なものである男性や女性、痛みに苦しんでいる家
庭の皆さん、日々 の糧が苦味に変わったところで私の平安を感じ、私の愛撫の優しさを感じてください。 

11 現代人は、生活のために苦労をしなければならない。しかし、父はあなたがたに言う。私はあなたの力を3倍にし
て、あなたが心を失わないようにします。 

12 正義と愛と精神の神聖な自由が輝く世界を実現するために明日戦うのは、若者たちなのですから。予言にあるよう
な大きな戦いはまだ来ていないのだから、覚悟を決めろ。 

13 人類がより大きな発展を遂げれば遂げるほど、その闘いにおいて考慮すべき武器はより大きなものとなることを考
えよう。愛する人々 よ、眠ってはならない。そして、わが大義のために働く用意をしなさい。 

14 新たな "戦争 

"が近づいている。この試練には、人間のすべての能力と力が参加する。この試練に生きることを許されたこの民の子供た
ちは、真理の基準を持ってそれを通過する方法を知り、精神化の深い痕跡を残すことが必要である。 

15 科学者、神学者、学者、哲学者、彼らは皆、嘘と悪が破壊され、善と真が勝利して現れるその偉大な戦いに備える
ことになるのです。 

16 人の中には、大きな信仰を持っていたのにそれを失う者、信条を変える者、自分の精神のために真理を求めて戸か
ら戸へ、宗教から宗教へと渡り歩く者がいるからである。すべての悪を魂から追い出し、心から消滅させるためには、すべ
ての道を通り抜けることが必要なのです。 

17 あなたがたは、街角や町や村に男女が現れて、自分は神の使いであると公言し、預言者あるいは神の使いであると
主張するのを見るであろう。しかし、今日でも、その働きによって彼らを見分けることができるように、気をつけなさいと
いうのです。あなたがたは決して預言者、先見者、使徒であるとは言わず、常にあなたがたの働きによって、また私があな
たがたに託したすべてのこと、私があなたがたの心の中に置いた教えによって、わが恵みの証拠を示すのである。そうすれ
ば、あなたがたがわたしの預言者、使徒、弟子であるかどうかを語るのは、もはやあなたがたの唇ではなく、あなたがたの
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仲間が、あなたがたの行うわざを見て、そう言うようになるのだ。国々 に平和が戻り、世界中の家庭に喜びがもたらされる
のを見るまで、祈り続けるようにと、私は再び告げます。 

18 この時代、あなたの父の霊は、あなたの呼びかけを聞いたときに姿を現します。あなたの霊の栄養となるわが言葉
を聞きなさい。私の言葉が終わった日から、あなた方は今まで通り助け合うが、その後は、鳥が羽ばたく時のように、自分
から羽ばたくことを覚え、自立するようになる。そうすれば、あなたの霊的な高まりによって、私に届き、インスピレーシ
ョンと平安を得ることができるようになるでしょう。 

19 見よ、眠りに心を奪われ、精神を征服されてはならない。時は過ぎ、目覚め、失われた時を嘆く日が来るのだ。そ
して、その使われなかった瞬間や機会を取り替えたいと思うだろうが、そうすることはできない。ある者は老齢になり、あ
る者はあの世で霊になるのだから。そして、自分の魂に慈悲も寛容もなかったのは自分自身であることに気づかず、父に寛
容と慈悲を求めることになります。 

20 仲間を憐れむこと、それは自分自身を憐れむのと同じことです。もしこの任務を果たさないなら、あなたは真っ先
に泣くでしょう。なぜなら、贈り物が盛られたあなたの手は空っぽになり、あなたが病人を癒した癒しのバームは消え去り
、憑かれた者を解放するあの能力も去っているのを見ることになるからです。自分の霊的な賜物を失わないように、謙虚で
あること、仲間より高く見せようとしないこと。聖餐式で私が弟子たちにしたようにしなさい。 

21 あなたがたの欠点を示すのは、あなたがたを裁くためではなく、あなたがたの道を改め、わが教えに従う従順な民
となるためである。 

22 私があなた方とすることは、後の世代のためになる。しかし、忘れてはならないのは、--

あなた方に教えるために、私はあなた方を怒らせたこともなければ、あなた方の心を血で染めたこともない、ということだ
。曲がった木をまっすぐにし、道を整えることを学べ。 

23 私の正義は素晴らしい。しかし、私があなた方にこの話をするのは、あなた方を脅すためではなく、あなた方の心
を恐怖で満たすためだけである。私の正義はあなた方一人一人の中にあるのだから、明日涙を流したくなければ、今日功徳
を積め、と私は真実に基づいて話す。 

24 あなたがたの行いの一つひとつは、わたしに記録されている。喜ばしい行いは、わたしが種として使い、人の間で
増えるまで世話をする。 

25 あなたは、正義と厳しさに満ちたわたしの声を聞くだろうから、裁判官としてわたしを求めるのではなく、わたし
を求めるように。 

師匠として、父として。明日の展望をお聞かせください。来世で罪滅ぼしをしたいのか？あなたはもう、自分の魂のために
、いばらだらけの道を用意したいのですか？あなたの功績を否定はしませんが、それはまだ雑草の生えた若い麦のようなも
のです。 

26 わたしの教えを実践し、わたしに信頼しなさい。あなたがわたしのことばを実行するとき、わたしはあなたとあな
たのことを見守る。なぜ、強い人と弱い人がいるのだろう？なぜなら、強者が弱者にその強さを伝える方法を理解していな
かったからです。 

27 みんなをひとつにすれば、みんな強くなる。互いに愛し合い、兄弟愛で結ばれれば、弱い低木が葉の茂った木にな
るのを見ることができます。誰も隣人が持ってくる仕事を知らないのだから、すべて受け入れなさい。彼の過去は誰も知ら
ないのだから、誰もあなたから目をそらしてはいけないのです。同胞が不器用であればあるほど、愚かであればあるほど、
慈悲と憐れみをもって接するべきである。岩のように硬いハートから、優しさが滲み出るハートを作る方法を知っている、
あなたにもできる。 

28 あなたがたの心を清めて、あなたがたの行いを清くしなさい。悪い木は決して良い実を結ばないことを忘れないで
ください。 

29 そのために、わたしはこの時代にあなたがたを呼び寄せ、道行く人に木陰を提供し、保護する木とした。このこと
を理解した者は、心を開いてわたしに言った。今日、わたしはあなたの創造物であり、困難で高貴な任務を果たすために送
られたことを知りました」と。私は、あなたの中に私の原点があり、あなたとともに私の終わりがあることを知っています
。 

30 そう、私は道なのです。その上を歩きたい者は皆、自分の十字架を背負って私に従いなさい。あなたがこの道を歩
むために、私はただ、あなたが自分の兄弟姉妹の中にいる父を愛することをお願いします。神を愛し、互いに愛し合うこと
、これが律法であり、道である。それは、いつの時代も人の道を照らしてきた法である。 

31 一つの愛で、私はあなた方を愛してきた。なぜ、皆さんは同じように愛し合ってはいけないのでしょうか？各国は
平和の使者の到着を待っている。地上の民は、迷える羊のように惨めさを嘆きながら、彼らを一網打尽にする羊飼いの到来
を待っているのである。 

32 覚悟しなさい。あなた方がわが霊からこれらの指示を（直接）受ける時は近い。もはや地上のいかなる人間によっ
ても与えられないからだ。誰であれ、神の教えを受けずに何かをすることはない。私はその道を知っているので、あなたに
涙を流してほしくないのです。事前に装備を整え、「その日の仕事」を始めるタイミングを示す。 
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33 大きな宗教団体や宗派は、自分たちの間で相談し、戦いを予期して対決の準備をするのですから。あなたたちも相
談し、準備し、驚かないように祈りなさい。そうしなければ、わが教義は人々 から非難され、中傷され、わが霊はあらゆる
罵倒を受け、私はカルバリのイエスと同じように、あなたたちに奇跡を見せるだろうからだ。 

34 あなたの精神は、より高い生命に目覚めているのです。すでにその中で、より良い世界の理想が形成され始めてい
ます。 

35 心の平安を得、それを真の心の宝として持ち続けることを教えています。私の言葉は、この第三の時にあなた方を
悪から解放し、あなた方が長い間さまよい、苦しんできた不確かな道からあなた方を守ってくれるでしょう。 

36 私の声はすべての心の扉に呼びかけられ、すべての人間の内から答えるのは御霊である。 

37 ある人は、私の呼びかけにすぐに気づくでしょう。また、「誰が呼んでいるのだろう」と不安な気持ちになる人も
いるでしょう。そうして、少しずつ、一人ずつ、光に向かって出発し、努力していくのです。 

38 誰が私の心を動かしているのか」と自問するとき、精神の目覚めはなんと輝かしいことでしょう。私のインスピレ
ーションはどこから来るのか、誰が私に良いことをするよう促しているのか。 

39 私の言葉はまた、あなたの霊を読み、それを貫き、光、真理、愛、従順、純度であるその本質を発見することを教
えています。 

40 人は霊的に自分を発見したとき、自分の中に父の存在を感じるのです。しかし、自分が誰なのか、どこから来たの
かがわからないと、遠い存在、異質な存在、手の届かない存在に感じられ、無感覚のままです。 

41 覚醒した精神だけが真理の領域に入り込むことができるのです。人間は科学だけではそれを認識することはできな
いだろう。 

42 私は、人が知識、名声、力、富、権力などを求めて努力しているのを見ます。私は、このすべてを獲得する手段を
提供します。ただし、その真の本質的な性質において、精神的な真実において、外面的で狡猾なこの世のものでなく、一過
性でごまかしのあるものでなく、です。 

43 人間が物質的なことに没頭し、あなた方のような世界の狭い空間に自分を閉じ込めてしまうと、貧しくなり、魂を
制限し、抑圧してしまう。そして、真理に目を開き、自分の過ちを悟り、再び永遠なるものに視線を向けるために、すべて
を失うことが必要となるのである。 

44 あなたへの神聖な愛に触発され、あなたに真の道を示す私の教えに勝るものはありません。神のものは神に、皇帝
のものは皇帝に捧げることを、私以上に教えることができる者がいるだろうか。 

45 このため、わたしはあなたがたの世界にもう一度、わたしの声を聞かせたのである。 

46 わが愛の光は暗闇の中の心に信仰の灯をともし、わが慈悲はわが王国のために死んだ者たちを目覚めさせるだろう
。 

47 このみことばの意味を発見する方法を理解しない者は、わが教えは人間を押さえつけ、奴隷にするくびきであると
いう意見を持つようになるであろう。しかし、それを正しく解釈できた人は、自分の全身が光に包まれ、限りない歓喜に包
まれるのを感じることだろう。その人の魂から賛美の歌があふれ出し、調和のとれた生活へと導かれ、それが私への最高の
礼拝の形となるのです。 

48 わが掟の中を歩む者は、どんなに試されても倒れることはない。信仰は、彼に勝利に必要な力を与えてくれるでし
ょう。その杯がどんなに苦くとも、決して神を冒涜することはない。彼は忍耐強く、主の御心のままに、希望を持つ方法を
知っています。このように私の教えを実践する者は、功徳を積むので、私の奇跡がその者の中に現れるだろう。 

49 私が定めたものに対する信仰、献身、謙遜は、試練の道を短くする。そうすれば、苦しみの道を何度も行くことは
ないのだから。しかし、試練の中で反抗や不満、さらには冒涜が生じると、試練は長く続き、その教訓を学ぶまで再びその
道を通らなければならなくなるからです。 

50 人生は魂のレッスンの連続です。私の命令で宇宙が形作られたとき、宇宙にはこれ以外の任務はなかった。人生は
坩堝であり、魂の闘いである。多くの人が言うように、それは絶対的な至福ではありません。喜び、勝利、平和、あるいは
至福は、すべての闘争を超え、この試金石を超えたところにあります。すべての幸福を伴う精神の至福は、精神の完成にあ
る。 

51 この真理を理解し、日々 新しい知恵のページを示してくれる本をうっかり見過ごしてしまわないようにしましょう
。あなたの魂が良い観察者になるように教育してください。内省によって心を教育し、霊にふさわしい祈りで祈り、わが神
聖なメッセージを受け取れるよう心と精神を感応させ、あなたを取り巻く生命の霊的言語を学び、それが完成への道を示し
てくれるのです。 

52 あなたを助けるために、私はあなたの疲れた心に降り立ち、新しい命を与える。 

53 これらの声の担い手の心が純粋に私に向かって立ち上がるとき、私の言葉は直接霊に届くのです。この単純な言葉
は、すでに偉大な人々 を感動させたが、愛する人々 よ、あなた方を私のもとに戻すという奇跡を起こすだろう、はるか昔に
あなた方は真理の道から外れてしまったのだから。あなたたちは、私が自分の中にいることを忘れていた。そして、私の声
を聞くようになったとき、あなたたちの心を照らす明るい星のように、私のプレゼンスが新たに輝くのを感じた。 
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54 私はあなたを受け取るが、あなたの人間的な部分でそうする前に、私の神性の真の子であるあなたの霊に目を向け
る。精神には良心、知性があり、それを通してわが霊感と思考を人間に到達させるのである。 

55 私が限りなく愛している人たち、その人たちの唇に言葉となった私の思いは、あなたの魂にとって光に満ちた道と
なるのです。 

56 私の話を聞いてください。この世で謙虚になり、善を蒔けば、天でその実を刈り取ることができる。悪を行うとき
に証人がいると喜ばないのなら、善い行いをするときに証人がいると喜ばれるのはなぜでしょうか。自分の義務を果たした
だけなのに、何を誇れるというのだ。 

57 あなたはまだ未熟で人間なので、賛美はあなたの魂に有害であることを理解しなさい。なぜ、良い仕事をした直後
に、父が報酬を与えてくれると期待するのですか？そのように考える者は、無私の行いをしないので、その慈愛は偽りであ
り、その愛は真実とはほど遠いものである。 

58 あなた方が良い行いをするのを世に知らしめよ。しかし、名誉を得ようとするのではなく、ただ良い手本と教えを
示し、わが真理を証しするために行うのだ。 

59 宇宙のあらゆる場所に主の天使たちがいて、すべての神の子らに慈しみと愛を振りまいているのです。精神的な沈
黙の中で、彼らは兄弟姉妹のために善を行うために絶え間なく活動しているのです。彼らが地球にやってきて、自分たちが
与えたもの、あるいは自分たちが与えた助けを自慢するのを、いつ見たことがありますか？ 

60 謙虚であれ。人間の誇大妄想、傲慢、虚栄心は地上に属し、物質的な性質であり、それらと共にあなたは墓に沈む
のだから。精神は、天の高みに連れていけるもの、光の中で輝けるものだけを保存している。もし、偉大さが精神的なもの
でなく、虚栄心だけであるなら、明日、彼はその魂に苦悩を受けるだろう。 

61 真実と虚偽があり、その両方を知ることで、真の道を選択することができるのです。あなたの目を開き、あなたの
精神を目覚めさせ、あなたの感覚を磨いて、創造されたすべてのものの中にあなたの父の愛を感じられるようにしなさい。
私は、私のために何も求めず、あなたにすべてを与えました。もし、あなたの理解不足で、私があなたに与えたすべてのも
のに対して、私が求めることは多いと言うべきだったのなら、あなたは間違っているのです。もし私があなたに何か、ある
いは多くのことを求めるなら、それはあなたのため、あなたの永遠における至福のためだけです。 

62 あなたは、人生で行ったすべてのことについて、あなたの父に責任を負わなければならないのです。しかし、その
最も重要な時間に、どうやって良心の声を封じるのでしょうか？あなたの霊が、「あなたは決して悪を正当化することはで
きない」という主の声を聞いたとき、あなたはどう答えるのでしょうか。 

63 あなたを堕落から回復させようとする努力、あなたが償いの道を歩む愛と熱意だけが、あなたの存在から罪の痕跡
と汚れを消し去り、神の審判の前にあなたを純粋に見せることができるのです。 

64 すでにここですべてを学ぶことができます。自分の関心のあるところに、自分の考えや心もあることを忘れないで
ください。それが物質的なものであれば物質化し、精神的なものであれば完成への道を歩むことになるのです。 

65 私の言葉が教えてくれたように、この地上で生きなさい。闘争を経験し、善を愛し、努力し、私があなたに託した
すべてのものを楽しみ、しかしあなたの精神は純粋さと愛に満ちた無限の空間の雲のように浮かばせてください。 

66 人が悪質な物質主義に完全な快楽を求めるのは無駄なことである。父の存在がなければ、すべてが悲しく、空虚で
す。彼こそが真の喜びなのです。 

67 すべての悪い考えをあなたから去らせ、高貴な考えを身につけさせなさい。幸せは物質的に持っているものではな
く、精神的に認識しているものにあるのです。知ることは所有することであり、それに従って行動することです。 

68 本当の知識を持っている人は、精神的に謙虚です。彼は、（地上の）すべてを知ろうとばかり努力し、自分が把握
していないものをすべて否定する、地上の知識を誇りに思わない。霊感のある知識の光を内に秘めた者は、適切なタイミン
グで啓示を受けることができ、また、どのように啓示を期待するかも知っている。多くの人が学者を自称しているが、連日
満天下に輝く太陽は、彼らにとって謎であった。 

69 多くの人は、自分は何でも知っていると信じてきた。しかし、本当に言っておくが、彼らの道をかすかに横切るア
リも、彼らにとっては底知れぬ謎を含んでいるのだ。 

70 人は自然の不思議をたくさん探検することができるでしょう。しかし、神の愛の道でそれをしない限り、魂の不滅
の生命にある真の知恵に到達することはできないのです。 

71 人間よ、我に近づけ。秘密や謎を発見するために頭を悩ませる必要はないのです。信仰の鍵で心を開くだけでいい
のです。 

72 父のもとに行き、父と共にあり、父の住まいに入るという確固たる意志を持ちなさい。そうすれば、あなたは驚き
、そして後に、あなたの生活の中で私の愛と許しを行使するときに奇跡を起こすこともできるでしょう。 

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 140 
1 私はあなた方の間にいて、あなた方の精神に平和と光と善の道を教えているのです。 

2 私があなたのもとに来たのは、人々 の生きる苦痛や苦悩が、飢えや渇き、精神の悲惨さにほかならないことを、私
だけが知っているからです。 

3 今日一人、明日一人、彼らは真理の光に目を開き、ついには快楽や富や世俗的な満足では決して自分の完成に到達
できないことを確信し、物質を超えた何かが存在することを疑い、その本質、美、真実が精神に欠けているあのパン、あの
栄養、あの喜びなのだと思うようになる。 

4 人々 の心が私の光で満たされるためには、まず自分の中にあるものをすべて清めなければならないのです。もし、
あなたの全存在が物質主義に浸透しているならば、あなたはどうやってわが掟を満たすことができるでしょうか。まず、自
分の中にあるあらゆる痛み、悪、憎しみを純粋になるまで取り除く必要があり、そうすれば、わが恩寵がそこに入る。 

5 わたしはすべての人の中に、わたしのために定められた場所を造った。しかし、あなたがたはそれを手に入れ、不
純物、不完全なもの、冒涜するもので満たしてしまった。これは真実です。人間は、私が彼の精神に与えた最も神聖なもの
を、自分の中で冒涜しているのです。 

6 私だけが人を憐れむことができる。慈しみが人から離れていったからだ。今日、彼らはもはやそれを知らない。だ
から私は、彼らの苦悩の原因である欠点をすべて示すために来たのだ。 

7 人の宗教は何の役に立つのか？なるほど、彼らは皆、原理としての神への信仰、法則としての善への信仰を持って
いるのですね。あなたは、自分の宗教の教えや命令に従っていますか？あなたはそれを満たしていると私に言うことはでき
ない。なぜなら、あなたがこの世で日々 行っている不完全な業によって、それが偽りであることを証明することになるから
である。 

8 人々 はわたしを信じず、わたしを愛さず、わたしに従わない。私を信じ、私を愛し、私に従順であれば、地上の人
の々生活は変わっていくでしょう。 

9 私は世に自らを示し、私の存在、私の真実、私の力の証明を与えて、世が私に従うようにしたのだ。そして、私の
知恵の最大の証は、「互いに愛し合いなさい」という言葉で彼女に明らかにしました。単純な文章ですが、霊性を持った人
だけが持つ、真の偉大さの秘密が隠されています。 

10 「互いに愛し合いなさい」は、当時、私が弟子たちに残した最後の戒めでした。戒めは法と同じである。それゆえ
、あなた方を神の兄弟姉妹として愛するというこの法の中に、私はすべての戒め、すべての至高の教理と賢言を統合し、愛
が人生を支配する法であることをあなた方に知ってもらうためにしたのである。 

11 小羊であるキリストだけが、その光をこの世に現したのです。だからこそ、すべての人がこの戒めの真理に一致す
る時が来ると、私はあなたに言います。 

12 今こそ人間は、すべての被造物がそうであるように、愛という貢ぎ物を私に捧げるべき時なのです。今まで人類は
、百人隊長が私の苦悶の時に唇に当てた胆汁と酢を私に提供したに過ぎないのです。 

13 苦いものが愛の渇きを癒すことはないことを知らないのか？それなのに、あなたがいつも私に差し出しているのは
、それなのです。一方私は、あなたを覆う無限の慈愛のマントと、命のぶどう酒の杯と、知恵と信仰と愛と真理のパンを持
ってきて、あなたを-痛みの十字架ではなく、完全の山の上に引き上げてあげます。 

14 私の弟子たちは、私の教えの中での実践を神秘で囲ってはならない。自然界にあるようなシンプルさです。私が教
える祈りは、心から出てくるものです。私が知らないことを、あなたは私に隠すことができますか？あなたの魂に嵐が吹き
荒れるとき、あなたは自分のものではない祈りで、どうして私に、自分は落ち着いていて、助けは要らないと言えるのでし
ょう。自分の必要性に応じて、毎日自分なりの祈りを立てる。私を近くに感じ、この世がその問題と苦難であなたを疲れさ
せるとき、私のもとに来なさい。また、あなたが保護者と友人、真の愛、純粋な愛情を見つけ、その交わりと慰めを感じる
ことができる霊界に目を向けなさい。 

15 私はすべての世界を支配し、熟考する。そして、異なる圏に住む兄弟姉妹がどのように互いに近づき、同意し、手
を差し伸べるかを愛を持って見守るだろう。後に、あなた方はただ霊となり、美徳の模範となった人々 を見習うことになる
でしょう。この時、私がイスラエルの人々 の前に姿を現すことを許したあなた方の保護者、執り成し者たちは、人類の間で
大きな使命を果たすことができます。 

16 高次の球で短期間生活することを学ぶ。平和と調和が息づく地域に飛んでいけば、帰ってきたときに、より強く、
より快適な気持ちになれるはずです。 

17 あなたは、私の掟の中で生きるために必要なものをすべて持っています。あなたは、自分の生活条件がそれを満た
すことを許さない、と私に言うことはできません。人生の苦難の中にあっても、祈り、愛し、仲間に善を行うことはできる
。 

18 私の心の扉は、あなたが入って私の言葉を研究するために開かれている。 
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19 あなた方は、創造の初めから使命を与えられている精霊たちです。あなたたちは、わが霊の火花であり、理性と意
志と知性を授かっている。それゆえ、あなたは考え、感じ、愛することができる。 

20 あなたたちは、この時代に輝く宝石のように、人々 の間に光を広める存在です。私にとって、あなたは計り知れな
い価値を持っています。目覚めよ、そしてわがノミがあなたをなめらかにするのを許しなさい。そうすれば、すでに準備の
整ったあなたは地方で熱心に働き、わが真理を知らせ、真の愛の業を通してその証人となることができる。 

21 一九五〇年以降、私があなたがたの間で自分を現すのをやめるとでも思っているのか。たしかに、わが言葉は人間
の心を通して終わるが、わが賜物はあなたがたのうちに残る。私は、あなた方が愛の世界の基礎であることを伝えました。
あなた方がレンガを積み重ね、この遺産を次の世代に残すよう、強くなってほしいのです。 

22 あなたの使命を全うしなさい。私はあなたの働きの一つひとつに増額して報いる。ゴールまでの道のりはまだ長い
ですが、意志を持っていれば短くすることができます。 

23 私はあなたの精神を受け取ります。なぜなら、それこそが完璧な高みへと舞い上がることができるからです。私は
、あなた方が自分自身を霊化し、私たちがひとつになることを期待しています。その間に、私はあなたの精神を啓発してい
ます。 

24 あなたは試練を乗り越えて勝利し、私はあなたを歓迎します。あなたを歓迎するのは、私の愛でしょう。私の愛は
、あなたがどのように来るかを尋ねない。ただ、来なさいと言うだけだ。 

25 あなたが穏やかな精神で私の前に入ることができるように、彼を大切にしなさい、彼はあなたの真の存在なのだか
ら。彼を忘れてはならない。それは、あなた方自身や神を忘れるのと同じことだからだ。満足感、快適さ、人格崇拝、人間
的な快楽にとらわれすぎるのはやめましょう。 

26 精神をおろそかにする者に語りかけ、問う。永遠の命のために、今日あるもののために、明日ないもののために、
絶えず変化する人生のために、勝利は束の間のものであるが、痛みはその直後の結果であるために、あなたは何を捧げたの
でしょうか。 

27 この言葉について、深く考えてみてください。わが律法とわが教義は、あなた方にとって常に不変のものであり、
あなた方の霊的な、また人間としての義務を思い起こさせ、教えてくれるのです。あなたの人生はあなたの作品に対応する
と、私はすでにあなたに言いました。人類が苦痛の鎖を引きずっているとすれば、その鎖をつけたのは私ではなく、彼ら自
身なのです。あなたはまだ多くの泣きと苦しみを経験するでしょう。その苦渋と人間の試練の連鎖を長引かせないために、
わが言葉を研究しなさい。あなたがたを憐れみなさい、わたしはすでにあなたがたを赦したのだから。 

28 私がイエスとして地上にいたとき、罪深い心が私に言った。"ラビ、罪人である私たちに神の赦しを知らせるあな
たの教えは、なんと不思議なことでしょう 

"と。彼らは自分たちが犯罪者や姦通者であることを知っており、彼らが知っている唯一の掟は「目には目を、歯には歯を
」であったからです。だから、彼らは驚いてわたしに尋ねた。「なぜ、あなたは罪の赦しについて話すのですか。ラビよ、
なぜあなたは不届き者に愛を示すのですか？あなたの唇は語るとき、天の輝きを放ち、あなたの教えは最も純粋な愛の燃え
るメッセージである。"彼らには、わが働きの一つ一つで答える。 

29 私の教えは奇妙な教えではなく、愛の教えであり、魂が発展できる道であり、思考や言葉や行いに真の方向性を与
えることができ、贖罪の道の終わりまでついていくものです。 

30 罪を犯した者は、神殿に入り、そこで悔い改めに満たされ、神の愛の宴に参加することが必要である。 

31 もし、あなたが神殿の扉を開ける鍵の使い方を知っていれば、人生の待ち伏せの中で、他の人よりも転ぶことなく
、失敗することなく、旅を短縮することができるのです。 

32 もし、あなたが本当に自分の起こした悪事を悔い改めるなら、いつでも歓迎されるでしょう。しかし、自分の悔い
改めを業によって証明することが必要である。業によってのみ、自分を清めることができるからである。 

33 目指すべき3つの徳目悔い改め、許し、そして愛。もし、これらの感情、これらの美徳があなたの存在の中で輝か
ないのであれば、どのようにしてあなたの精神のためにわが国の光を獲得することができるだろうか？自分を高めて到達す
る方法を知っている人だけが味わえる至福の時間を、あなたはどのように楽しむのでしょうか？ 

34 この祝福に到達する者は、自分の中に父の栄光を携えている。愛の道によってのみ、あなたは真の家に到達するこ
とができます。それは、他の方法では誰も到達することができず、心で獲得しない限り、どんな値段でも買うことができな
い王国です。 

35 愛があれば人生の旅路の荷は軽くなり、どんな痛みも過ぎ去る。愛」という言葉は「命」を意味します。愛と命は
私の教えです。 

36 私の弟子たちが人生を変えるためには、3つの資質が必要である。第一は聞くこと、第二は理解すること、そして
第三は実践することである。 

37 もし、あなた方が生活の渦中から離れ、純粋な思いで来れば、わが言葉はあなた方の心の中で光となるであろう。
しかし、あなた方は人生の闘争と、御父が命じたことと必ずしも一致しない自分の行いによって、混乱してくるのです。私
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は、特に、あなたがやり残した仕事、忘れてしまった仕事、つまり、あなたがこの世に生を受けたとき、あるいはその後忘
れてしまった霊的な仕事を思い起こさせます。 

38 夜明けの華麗な日の出を目の当たりにすると、目の高鳴りが心地よく感じられる。しかし、無限の愛の太陽として
のわが神聖なる光の出現を見るとき、それが精神にとってどれほどの喜びであるか、あなた方は知らないのです。 

39 ああ、もしあなたが自分の内なる感覚を呼び覚まして、あなたを待っている彼、そしてあなたの中にいる彼を見る
ことができたなら！」。さまざまな方法で私を探し求め、ある日、自分の中に私を発見した人は、どんなに大きな驚きを感
じることでしょう。 

40 よく聞いてみると、水が澄んでいる泉は太陽の光を忠実に反射し、水が濁っている泉は同じように反射することが
できない。そのようなあなたの魂は、泉を浄化し、澄んだ水で満たすことがあなたの仕事です。 

41 天の国は一瞬で得られるものではなく、一歩一歩到達していくことが必要です。太陽の光は突然地上に降り注ぐの
ではなく、徐々 に、優しく、暴力的でなく、眠りから優しく目を覚ますまで現れるのです。あなたの精神的な目覚めも同じ
はずです。 

42 弟子たちよ、私は人間としての私の母であり、あなたがたの霊的母であるマリアについて話します。 

43 人間の心は、彼女の霊がこの世にもたらした尊いメッセージを根底から知ることが必要であり、真理のすべてを知
ったあなたは、彼女に捧げたあらゆる偶像崇拝と歓喜の礼拝を心から清め、代わりにあなたの霊的愛を彼女に捧げなければ
ならないのです。 

44 マリアのメッセージは、慰め、母性、謙虚さ、希望に満ちたものでした。彼女は、母性を知らしめるために、そし
て「言葉」が人となるために、処女の胎を提供するために地上に来なければなりませんでした。しかし、彼女の使命は地球
上では終わらない。この世界の向こうが彼女の本当の家であり、そこからすべての子供たちに慈愛と母性のマントを広げ、
そこから失われた人々 の歩みを追い、苦しむ人々 に天の慰めを注ぐことができるのです。 

45 マリアがこの世に生まれ、女の中に肉体を得て、神の運命を果たすことになる何世紀も前に、神の預言者がマリア
を告げたのです。この方によって、あなたがたは処女が子を宿し、その子はインマヌエル、すなわち、われわれとともにお
られる神と呼ばれることを知ったのです。 

46 天の母性の霊が降りた傷のない女性マリアにおいて、預言者が告げた神の約束が成就したのである。 

47 それ以来、世界は彼女を知るようになり、人々 や国々 は愛を込めて彼女の名を語り、苦しみの中で彼女を母として
慕うようになったのです。 

48 悲しみの母」と呼ぶのは、世界が彼女の心に痛みの剣を突き刺したことを知っているからで、あなたの意識から、
その悲痛な表情、無限の悲しみの表情が消えることはありません。 

49 今日、私は、皆さんの心から、永遠に続く苦痛のイメージを取り除き、代わりに、優しく微笑み、霊的に働き、彼
女の被造物がマスターによって示された道を上に向かって進化するのを助ける、愛情深い母としてのマリアを考えるよう伝
えたいと思います。 

50 マリアの使命は、地上での母性に限られたものではないことにお気づきでしょうか。また、第二の時代に現れただ
けでなく、新しい時代も彼女のために用意されており、彼女は霊から霊へと人に語りかけるのである。 

51 預言者であり予見者である私の弟子ヨハネは、歓喜の中で、太陽を身にまとった女、光に輝く処女を目にした。 

52 この女性、この聖母はマリアであり、その胎内に再び新しい救い主を宿すのではなく、愛と信仰と謙遜をもって彼
女の中で自らを養い、すべての完全性の主であるキリストの神聖な足跡に従う人々 の全世界を宿すのです。預言者は、その
女性が出産のように苦しんでいるのを見た。しかし、その苦しみは、人間の浄化、魂の償いの苦しみであった。痛みが終わ
ったとき、人には光があり、あなたのユニバーサル・マザーの精神には喜びが満ち溢れることでしょう。 

53 今日、愛する弟子たちよ、私のもとに来なさい、そして、あなたの正当な地位を得なさい。そして、初心者のあな
たも、私と共に。今日、最初の一歩を踏み出した皆さんは、上へ上へと発展する道を歩み始めてください。初めてわが言葉
を聞きに来た者、心の慰めと霊の光を求めている者、そのすべてを私は歓迎する。 

54 人類が生きているこの物質主義の時代に、あなた方は外に出て私の足跡を探し、話すことに耳を閉ざし、私に置い
た希望だけを自分にもたらすので、私はあなた方を祝福と呼ぶのです。今見ているあなたのように、無垢で純粋なあなたを
、いつも見ていたい。そして、あなたが私の平和を感じるこの日に、私があなたを受け入れるように、私はいつもあなたを
受け入れるでしょう。 

55 私の霊は、すべての人が同じように準備するわけではないことを見て、悲しくなりました。信仰を持たない人もい
る。また、信じている人たちは、これから起こる対立に直面する準備ができていない。ある者は、自分勝手な考えで、兄弟
姉妹との一体感を感じられず、分離してしまったのです。しかし、私はあなたがたに言う。愛だけがあなたを強くし、信仰
があなたを救うのです。いきなり圧倒されないように、いつも見ていてください。 

56 目覚めよ、まだ眠っている者よ、世界を照らす光を見て、この時代にわが来訪を認識できるように、自らを準備せ
よ。あなたの仲間の多くは、地上生活の幸福とあなたの精神の進歩を提供することによって、この道からあなたをそらせよ
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うとします。しかし、その中には愛も誠意もない。だから、私はあなたに尋ねる。この時代、いったい誰があなたに本当の
安らぎを与えてくれるのでしょうか。平和に戻ったと言う国々 は、自らを許さず、支配者も和解せず、したがって、永続的
な平和の基礎を築いていないのです。 

57 私の話を聞きに来る前、あなたはもろい船で航海していた、あなたの信仰は揺らいでいた。あなたが受けた霊的な
教えはごくわずかで、あなたの霊には、あなたがわが言葉を聞いたときに経験した平和と喜びがなかったのです。自分の信
念に傷がついたと感じたら、恐れて黙っていないで、あなたがたが私の弟子であることを告白しなさい。もし、わたしの言
葉を聞いたあなた方が黙っているならば、石が語り、自然の力がこれらの教えの証人となるであろう。私が与えたものを否
定するような臆病なあなたを見たくはありません。もしそうすれば、あなたの心に多くの痛みが生じるからです。もし、病
気で困ってあなたに頼った人が、その癒しの後にあなたを否定しても、泣くな。自分の義務を果たしたと思い、彼らの苦し
みが満たされたことを喜びなさい。多くの人が、あなたへの感謝を否定していたのに、あなたを探し出し、あなたの贈り物
を認めてくれるようになるのです。 

58 私を信じる者だけが奇跡を起こせるのだ。そして、このように信じる者を利用して、私に証拠を求める者に利益を
与えるのである。私はあなたの中に愛を見たい。真の愛は、すべての力を回復させ、人々 に愛を教えることによって、人類
に恩寵を与えるものだ。 

59 私の教えの光は世界を照らすだろう。私の力は、私の働き手を通して明らかにされる。苦しみが非常に大きかった
ように、私が私の子供たちの間で行う奇跡は、さらに大きくなるであろう。 

60 あなた方が準備すれば、私の作品に驚き、一歩一歩完璧な頂上に登ることができるのです。 

61 若者よ、祈り、わが掟を守れ、わたしはあなたがたを利用するのだ。世の中の偽りの栄光によって、魂を鎖に繋い
ではならない。私の戒律の中で私が人に与えるその自由で、自由になりなさい。この種を刈り取らないように、痛みを蒔か
ないように。 

62 あなた方家庭の父に告ぐ、愛をもって子らを導き、真の隣人愛を教え、その徳を熱心に見守りなさい、そうすれば
あなた方は平和を得ることができる。 

63 あなたの支配者を見守り、その決意を尊重する。私がこの国を平和に保ってきたのは、この国が疲れた心の避難所
となり、地上の平和の故郷となることを願うからだ。戦争に巻き込まれないように。しかし、あなたがそれを呼ぶなら、あ
なたがそれを望むなら、それは私の意志ではなく、あなたの意志がなされるのです。試練の厳しさを知って感受性を高め、
異質な痛みを慈しむことを学ぶために必要であれば、あなたの求めるとおりにさせてください。戦争要素は、あなたの呼び
かけを待っているだけで、土地や国々 を占領していることを忘れないでください。戦争を呼びかける人がいる一方で、世界
の平和を祈る人もいる。あなたのこの国は、大きな苦難を乗り越えた人々 に衣食住を分け与えてきました。私は、果実の豊
かなあなたの国土が、不足している人々 にその助けを提供できるようにしたのです。 

64 それらの国の多くの権力者たちは、自分たちを貧しく、何も持たない者たちと運命共同体であるとみなしてきたの
です。彼らは、不幸や人の痛みを知る機会があり、地上での偉大さや所有物の意味を考えてきたのです。霊的な生活を考え
ていなかった者たちは、今日、覚悟を決め、わたしのもとに魂を上げるのだ、痛みが彼らを清めたのだから。 

65 働き手よ、私がこのメッセージを他の地方や国に運ぶ使命を与える時に備えて、自分自身を準備しなさい。 

66 今日来て、心を休め、聖霊から出る御言葉を受け取ることができるようにしましょう。それは、人に真理を明らか
にし、照らし、説明する言葉であり、心を慰めで満たし、魂を平安で溢れさせるものである。 

67 人々 よ、あなたがたに語りかけるのは約束された慰め主であり、過去の時代に私があなたがたにした約束を果たす
のは、霊におけるわが現存なのだ。私が到着すると、あなた方は私を歓迎し、愛すべき大群衆よ、すぐにあなた方の心は私
の前にその苦悩と悲しみをもたらし始める。 

68 いつになったら、あなたがたは--苦難の代わりに--

わたしに満足を表して言うのですか、師よ、来て、わたしたちの業を喜び、来て、わたしたち自身の精神に植えられた花を
刈り取ってください。その時、私はまるで庭師のようにあなた方の心の中に入り、そこから美しい花のように、あなた方の
思いと善行を刈り取ります。 

69 この声の主を通して、今日、あなた方に語りかけるのは、唯一のメシア、唯一のラビなのです。あなたがたにわが
言葉を伝えるのは、あなたがたの兄弟姉妹である。 

70 わが子たちはそれぞれ、彼らの言葉が人類の心に届くために必要不可欠な3つの能力を持つようになる。これらは
権威、愛、知恵。 

71 あなたがある集会所や他の集会所に出席し、そのスポークスマンを通して同じ言葉を聞くと、あなたの心は喜びと
信仰で満たされ、その教えを、それらの共同体が精神性のために団結している真の証明とする。しかし、欠陥のある顕現に
参加すると、心に傷を負ったように感じ、その人々 の中にあるべき統一感や顕現がないことが理解できます。 

72 これが真実です。私の仕事の中にいても、すべての人が自分を愛しているわけではないし、すべての人がそれを理
解しているわけでもない。だから、ある者はわが作品に属し、ある者は彼らの作品に属すると言えるのです。 
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73 愛ゆえに私に従う者は、私の言葉が、彼らを傷つけることなく正し、彼らの欠点を暴くことなく示すことを知って
いるので、私の言葉を愛する。そのため、彼らは自分の生き方を完成させるために忍耐強くなるのです。 

74 完璧を目指す代わりに、魂の完璧さではなく、崇拝、優越、お世辞、あるいは自分の生活だけを求める者たち、こ
れらの者たちは、わが言葉が自分の欠点を示すとき、それに耐えられないのだ。そして、私のものとは違う、自由に自分の
意志を貫ける仕事を作らなければならない。彼らは、私の宣言の間、聞き手がしなければならない唯一のことは、その後、
私のメッセージを理解することができるようにするために、最大の高揚感をもって私の話を聞くことであることをまだ理解
していないのです。 

75 ここまで話しておいて、何がわかったというのだ。なぜなら、あなた方は、わが教義が教えていない多くの表面的
な礼拝行為に気を取られ、さらに、あなた方が受け取った教えに対して様々 な解釈をすることによって混乱しているからで
す。 

76 地球では決して得られない学びを得るチャンスなのです。人の書物では物質的な科学を学ぶことができるが、永遠
の生命を語る神は、真の知恵の書である「御言葉」しか教えることができないのである。 

77 今日、私があなた方に注ぐこの慰め、この慈しみ、この理解、一言で言えば、この愛は、世界があなた方に与える
ことのできないものです。あなたが悲しんでいるとき、私は愛情を込めてあなたの涙を集め、あなたが苦しみに苛まれてい
るとき、私はあなたに寄り添ってそれを和らげます。私には、人類を救い、最後の一人まで救済する使命があります。時折
、私があなた方のドアを叩いて、私に庇護を求めることがあっても驚かないでください。 

78 わが呼びかけを聞いて、わが来訪を心に予感し、わがために言う者は幸いである。「主よ、わが慎ましい家に入り
なさい。 

79 明日、あなた方の多くは、わが新たな使者の代わりとして、他の国や民族に送られるでしょう。あなた方は私と話
し、そして平和、知恵、兄弟愛を表現する言葉で、私の教えを仲間に伝えることができるようになるのです。あなたの手か
らは、癒しのバームと慰めが流れ、死者を蘇らせることができるだろう。あなたの模範は、多くのわが子たちを目覚めさせ
、あなたの模範に駆り立てられて、私に従うようになるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 141 
1 人々 よ、私はあなた方の闘争と努力を見ている。また、あなた方の苦しみの中の忍耐と、わが教えの教訓の成就も

見ているのである。闘いは、人間が通らなければならないすべての道の中にある。それを体験するのは自分だけではないこ
とを理解する。今こそ、強くならなければならない。見て祈り、夜明けごとにわたしと共にありなさい。わたしはこの瞬間
、あなたを照らし、あなたが今日行うすべての業にわたしの光が伴うようにする。 

2 祈りの言葉やアイディアがなくても問題ありません。私は、あなたが自分の考えを無限に広げれば十分です。 

3 この時代の精神的な葛藤が、多くの家庭で反映されていますね。理想を共有できないカップル。ある者は夫が私に
従い、またある者は妻がすべてを無視して信仰に満ちて私に従い、一方、連れは嘲りと不信仰でことごとく彼女を傷つける
のです。寝室で一緒にいても、魂が離れて暮らしていることがよくある。かつての気配りや愛情は、激しい言葉や傷つく表
現に変わっています。そのとき、心の中で燃える信仰の炎は、情熱と動揺した感情の嵐に鞭打たれて揺らぐ。 

4 ある家庭には、子供たち（幼児から青年まで）が両親の争いを目の当たりにして感動し、彼らもまた、心の中に落
ち着かない気持ちや疑念を抱き、自問するのです。真実は誰が持っているのか？どれに従えばいいのか、どのアドバイスに
従えばいいのか。 

5 この戦いは苦しく辛いものですが、あなた方が私の新しい教えを理解するのに十分な準備ができていなかったため
に、この戦いがあなた方の間で勃発せざるを得なかったのです。第二の時代にも同じことが家族の懐で起こった。ある者は
イエス・キリストがメシアであるという主張のために命を捧げ、ある者はその真実を否定し、その教えを根絶することを切
に望んだのである。 

6 わたしに耳を傾け、家庭でこの戦いを行っているあなたがたに、わたしの教えから光を得て、正しい方法で行動す
るのに必要な機転を備えなさい、あなたの心に慈愛がなければならない、あなたの家庭での行動は知性と愛によって導かれ
るべきである、あなたの償いである厳しい試練に忍耐できるよう、わが言葉によって自らを強めなさいと、わたしは言う。 

7 恐れることはない。今、私が教えている方法で任務を果たせば、あなた方の間で奇跡が起こり、ある時は最も手に
負えない、最も信じない者が、その後は最も熱狂的になるのだ。私は彼らの心に触れ、彼らが信じるために必要な証拠を与
えるのです。 

8 人々 よ、泣くな、愛を持ってこの試練の底に行け、それに耐える忍耐と信仰があなた方の報酬となるのだ。 

9 最後に、あなた方は皆、同じ神を愛しているのであって、その愛を実現した形が違うからといって、喧嘩をしては
いけないということを理解してください。信念や伝統や習慣が深く根付いている人がいることを理解し、それを最初に教え
た瞬間に根こそぎ取り去るのは簡単なことではありません。忍耐強く、何年もかけて達成するのです。 

10 ある者は、一度でも私の声を聞くと、その瞬間から信仰心いっぱいに私に身を委ねるのです。一方、私の言葉を欲
して、一度、二度、三度とここに来て、内なる悟りを感じることができない人もいます。これは、すべての魂が歩調を合わ
せて歩くわけではないことに起因しています。ある者はすでに私を感じようとしているが、他の者はまだ進化しておらず、
私の啓示を理解するために魂を浄化する試練の中で強く成長しているのだ。 

11 スピリチュアリズムは、イデオロギー、信条、宗教カルトの間で世界的な争いを引き起こしている。しかし、この
争いの後、この教えは、人々 がとても必要としている祝福された平和をもたらし、すべての魂に私の神聖な正義の太陽を照
らすことになるのです。 

12 この光の時代-これが私の霊的な顕現であったから-

は、多くの人に気づかれることなく過ぎていくことでしょう。しかし、極めて明瞭なしるしと出来事が消えない痕跡として
残り、人類にとって重要な二つの出来事、すなわちわが顕現の始まりと終わりを示し、人々 が研究し、調査し、最終的に主
が再び彼らの間におられたことを認めるようになるのだ。私は、わが子供たちが、わが教義的言説と教えを収めた本を形作
り、それが澄んだ水の流れとなり、この人類の霊化への渇きと光への憧れを癒す生命の川となるよう準備するのだ。 

13 あなたがたの上に二つの時代が過ぎ、第三の時代が始まろうとしている今、わたしは霊をもってあなたがたの実り
を求めに来た。あなたがたの心の沈黙の中で、わたしに向かって言うのを聞く。- 

私がこのように話し続ける時間はすでに短く、あなた方は歩みを急ぎ、作品を向上させなければなりません、宗教界はあな
た方の手本を見ています。大衆はあなたについて行き、あなたを見習う用意があります。しかし、信仰を得るためには、あ
なたの愛の業で証しをしなければなりません。 

14 わが教えをよく学び、わが命令をよく考えよ。そうすれば、時が来れば、使命が示す道を歩み出し、立ち止まる者
を無気力に導き、同時に、十字路で迷う者を救うことができるであろう。踏む前に道を知ってほしい。私の言葉が道である
ことを、私はあなたに告げなかったか。だから、わたしに耳を傾けて勉強しなさい。 

15 誰も自分の意思で道を定めようとしたり、法律を作ったり、わが定めを偽ったりしてはならない。欺いた者と共に
破滅する。 
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16 もしあなたが、この世の砂漠を長い間渡ってきた主の民であるという確信と信仰を持っているならば、一瞬たりと
も律法を忘れず、あなたの父に対して不誠実でなく、あなたの精神が熱望する目標、すなわちあなたが「約束の地」と呼ぶ
、あなたの父が待っている完全な光の場所へと続く道を失ってはならないのである。 

17 どんなときにも私の力を受けているのに、誰が弱いと言うことができようか。私の食卓に何度も座って真の命のパ
ンを食べているのに、誰が空腹だと言うことができようか。皆さんには相続財産、賜物があります。時々 、弱さや貧しさを
感じることがあるとすれば、それは皆さんの信仰がまだ小さいからです。あなたの肉は頑固で、魂が持っているすべての良
いものを認識することができません。その一方で、魂が抱いている悪い傾向や不健康な傾向が、いかに簡単に反映されてし
まうか。幼い子供たちが勝手に無邪気なベールを破ったり、良い行いに反抗的な態度を見せたりしているのを確認してくだ
さい。地球に戻ってくる人は、全員が浄化されて戻ってくるわけではありません。ある者は、人生の教訓からくる苦難の杯
を飲み、最も厳しい試練に耐えて、自分を曲げ、なだめ、改心しなければならないのです。 

18 世界はわが新たなる啓示の光に震え、人は真理を知るであろう。 

19 私が父としてあなたに語りかけるとき、あなたの前に開かれるのは律法の書である。私が師として語るとき、それ
は私の弟子たちに見せる愛の書である。私が聖霊としてあなた方に語りかけるとき、あなた方を私の教えで啓発するのは知
恵の書である。これらは一つの教えを形成するものであり、一つの神から出たものだからです。 

20 この顕現が終わる日は、すでに近い。それゆえ、わたしはわがことばを豊かに宣べ伝え、民が強くなり、備えられ
るようにする。 

21 ある者は心で、ある者は心で、またある者は霊で、この時代に私を見たと言うことができる。私の神聖な教えでリ
フレッシュしたとき、あなた方は私を見たことになります。私の予言のひとつが成就したのを経験したとき、あなた方は私
を見たことになります。私は、この第三の時代における私の到来をあなた方が目撃できるように、様々 な方法で自分自身を
見せるようにした。私を見るには、体の目しかないと思っているのか。スピリチュアルな観点から見ると、あなたの物質的
な目は、最も限定された形で見ています。あなたは、第二の時代に世界が私を見たように、私を人間として見ることが不可
欠であると考えたのですか。"私は彼を見た"？- 

いや、弟子たちよ、精神は心や精神や感覚よりも完璧に感じるものであり、彼こそが私を理解しているのだ。私の言葉は、
ある者は真理に目覚めさせ、ある者は真の生命へと昇華させる。 

22 知識の書」を開くと、あなたにはまだ知られていない多くの霊的な才能や資質があることが明らかになります。 

23 あなたがたは、その後、人々 によい知らせをもたらすために、わたしの教えをもう一つ与えて、あなたがたを送り
出すことを知っているのだ。心とは何か、精神とは何かを知らずに、兄弟姉妹の一人の心に入り込めるとでも思っているの
でしょうか。父から受け継いだものを受け取ってから、どれほどの時間が経ったことでしょう。しかし、ついに人類に精神
化の時代が到来したのです。真理の霊がすべての霊とすべての肉体に注がれるからである。 

24 人々 が霊的に自分が何者であるかを知り、自分の起源を知るとき、無知と傲慢の不屈の精神が犯させた過ちに対し
て泣くほど涙はないでしょう。しかし、浄化の後、私の赦しのマントが世界を覆い、新しい時代が始まるでしょう。人々 の
生活に光が差し込み、良心が目覚めるとき、人々 の生活に変化が起こるとは思いませんか？そう、苦難も戦争も、ある者を
苦しめ、ある者を破滅させるものはすべて、霊的な光、良心、正義、愛と呼べるものの欠如が原因なのです。 

25 人々 よ、私がもはやこの形であなた方に語ることのない日がもう近づいている。あなたを脅かす旋風に耐えられる
ように、私の教えを利用しなさい。人々 は、あなたがイエスと話し、イエスから教えを受けたという証拠を求めに来るでし
ょう。 

26 あなたは今、わが訓戒の書を読み進めている。そこには、律法、預言者、そして常に与えられているわが言葉が書
き記されており、すべてはやがてあなたの霊魂に刻まれることになる。これが、私があなたに残す遺産です。私の作品を調
べる、テストする、研究する、徹底的に調べる。その本質を発見し、認識したとき、あなたは父から無限に愛されていると
感じ、そして、あなたも私を愛するようになるのです。 

27 もし、あなたの同胞が、あなたがたがわが呼びかけに応じたからといって、あなたがたを侮蔑するようなことを言
うなら、耳を閉じて黙っていなさい、彼らは無知なのです。しかし、もしあなたがこの問題を、彼らを裁く機会とするなら
ば、災いなるかな、あなたはすでに良心の光に啓発され、自分が何をしているのか知っているのだから。 

28 私はすべての霊の審判者であり、真実に私を愛する者を知っている。私を父と呼ぶ者が皆、私と共にいるわけでは
ありません。自分が選ばれた者であり、私に仕えていると主張する者の多くは、私を理解していない。あなた方は互いに欺
くことができるが、誰が私を欺くことができようか。 

29 私はあなたに平等、愛、謙虚さを教えました。たとえ運命が異なっているように見えても、私がすべての人に示し
た最終目標は同じです。 

30 あなたの良心をあなたの道しるべとしなさい、それは常に正しいことをあなたに語りかけ、あなたがわが掟の中で
生きているかどうか、あなたの父に捧げるにふさわしい行いをしたかどうかがわかるでしょう。私は純粋な者を愛している
。私を喜ばせたいのなら、純粋でありなさい。 
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31 世はあなたがたを苦しめ、あなたがたに偉大な霊的賜物を語る力強い働きを要求し、あなたがたにそのための装備
がなければ、多くの者が私を父として否定し、私を聞かなかった、私を知らなかったと言うだろう。しかしあなたがたは、
わが言葉が長い間あなたがたの糧であり慰めであったことを知っているのだ。 

32 あなたがたがわたしに求めたもののうち、わたしがあなたに与えなかったものは何ですか。私は、あなた方の信仰
を強めるために、多くの愛の証明をした。絶望することなく、人生の試練を降伏して受け入れる方法を知っている柔和で謙
虚な人々 は幸いである。 

33 私の言葉を理解し、感じ、実践して、あなたの信仰が日々 強くなるように。 

34 今日、あなたは心の扉を開いて、私の教えの光を浴びるのです。どのような業をもって、わが身をあがめようとす
るのか。あなた方は皆、私の前で、精神は沈黙し、身体は沈黙している。首をかしげ、謙虚になるのです。しかし、私の子
供たちが私の前にへりくだることは望んでいない。私はしもべや奴隷を求めるのではなく、無法者や追放者のような生き物
を求めるのでもないのだから。私は、私がとても愛している子供たちのところに来て、父の声を聞きながら、彼らの魂を霊
的な上昇の道へと引き上げるのです。 

35 しかし、見よ、わたしはヤコブの家に来たが、そこには恐怖しかなく、宴会を期待したが、沈黙しかない。なぜだ
、我が民よ。なぜなら、あなたの良心は、あなたの犯した罪のためにあなたを責め、わが来臨の喜びを感じることを妨げる
からです。その理由は、あなた方が自分を愛してこなかったこと、イエスが教えたとおりに働いてこなかったことです。 

36 あなた方は待ち受ける苦痛の影を感知する霊的装置を欠いています。ですから、あなた方の父は、戦争の天使が近
づいていること、その武器が非常に強力であること、そしてその反対側に平和の天使がすすり泣くことをあなた方に知って
もらうために、物質的に自らの声を聞こえるようにしてあなた方の言葉で語りかける必要があるのです。 

37 風の翼に乗り、疫病はますます近づき、霊的空間には何千もの存在が浮遊し、憎悪と不和の場に日ごとに落下し、
その錯乱はあなた方の心と身体を暗くする。 

38 自然の力が解き放たれ、科学者たちを夢から覚めさせている。しかし、彼らは自己中心的な考えで、人類に破壊的
な仕事を続けているのだ。あなたが祈りを忘れている間、あなたは父から託された使命を果たしていないのです。 

39 私がヤコブに「見よ、わたしはあなたに多くの子孫を残し、それによって地上のすべての国々 は祝福されるだろう
」と言ったときから、平和創造という課題があなたの精神に課せられていることをあなたはよくご存じでしょう。だから、
あなたは私の前で黙っているのです。 

40 人の法があなたを勘当し、私が私の証人となるよう訓練したあなたの唇を閉じさせるまで待つのでしょうか。 

41 信仰の薄い人であってはならない。もし私があなたを選んだとすれば、それはあなたが私に仕えることができ、そ
の方法を理解していると知っているからです。 

42 この日、私はあなたに告げます。諸国が平和を望むなら、私は彼らの愛に従って、それを実現させるだろう。もし
、彼らがさらなる戦争を望むなら、そうさせればよい。しかし、それによって、わが正義の杖が地上に下るであろう。 

43 もし人類がわが新しい弟子たちを迫害し、彼らが病人を癒し、わが教義を語るのを妨げようとするならば、奇妙な
病気が人々 の間に蔓延するだろう。科学者は病に倒れ、多くの人が目を閉じ、他の人は思考の混乱に陥るだろう。 

44 あの世の門が開き、混乱した魂の軍団が全地域を荒廃させ、人々 を憑依させるだろう。そして、科学の無力さに直
面して、わが謙虚な働き手が立ち上がり、その知識を証明し、それによって多くの人が信者となる。これらの災難は、とっ
くにあなた方に告知されているのに、あなた方は耳を塞ぎ、目をつぶっているのだ。あなたは恩知らずです。 

45 時には、このような形でお話しすることも必要です。しかし、私の愛の言葉を鞭と混同してはならない。愛してる
私の温もりを感じることができるように、近くに来てください。私の王国の平和を感じることができるように、私に近づい
てください。あなたたちは、「砂漠」を渡りながら私を求めた人たち、私の約束をいつも追いかけていた人たちです。 

46 この生活に嫌気がさしたのでしょうか？そして、この木陰でしばし休んでください。あなたの悲しみをここで私に
告げ、私の胸で泣いてください。いつになったら、わたしと永遠に一緒にいられるのでしょう。私はすでに、すべての魂に
平和が訪れることを望んでいます。 

47 今、ひばりが全宇宙に羽ばたき、その安らぎと温もりを感じてください。 

48 女性たちよ、あなたがたは祈りによって、地上に存在する小さな平和を維持し、家庭の忠実な守護者として、家庭
に愛の温もりを欠くことがないようにする者たちである。こうしてあなた方は母であるマリアと一体となり、人間の誇りを
打ち砕くのです。 

49 男たちよ、私はこの地上で私を代表するために、あなた方をこの地上での主人としたのだ。あなたの霊は父のよう
であり、あなたの体は宇宙のようです。あなたの体の完璧さをその寸法で判断するのではなく、その中に存在する素晴らし
い生命、その秩序、その調和で判断してください。しかし、どんなに完成度が高くても、身体には限りがあり、成長が止ま
る時期がやってきます。しかし、知性と感覚は、死が止めるまで発達し続ける。しかし、地上で得た知恵や経験はすべて魂
に刻み込まれ、永遠に成長し続けるのです。 

50 あなたの家を第二の神殿とし、あなたの愛情を第二の神への礼拝としなさい。私を愛したければ、妻を愛し、子を
愛せよ。偉大な業、思い、模範もこの神殿から湧き出るからである。 
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51 この時、皆さんはエリヤの羊です。ある者は彼のハードルの中で生き、ある者はまだ迷っている。第六の封印の光
は、この時点で転生している魂と転生していない魂をすべて照らします。地球上では、この法則を魂の進歩と救済のために
使う人もいれば、科学の謎に迫り、新たな不思議を発見するために使う人もいるのです。今なお科学の木から実を折って人
の心を毒するのは、冒涜的で不従順な手である。あなた方は、人類が永遠に向かって歩むべき道の反映として、地上におい
て6番目の期間を生きているのです。 

52 私は今この瞬間、イライジャの前で、あなた方が生きているのは、人類が地上で通過する第6のエポックであり、
あなた方の魂が来世で登る7つの脚立の1つの象徴のようなものであることを告げます。 

53 第一のエポックではアベルが、第二ではノアが、第三ではヤコブが、第四ではモーセが、第五ではイエスが、第六
では現在のエリヤが、そして第七では聖霊が私を地上に体現されるのです。 

54 わが使徒に何をしたのか。一人目は、嫉妬に駆られた実弟の一撃で倒れた。2つ目は、大勢の不信心者や偶像崇拝
者から誤解され、嘲笑されたことです。 

55 三人目は、自分の人生における私の力を証明し、その見返りとして親族からさえも恩義を受けたのです。 

56 四代目は、愛してやまない民の信仰が薄いために、律法の板を壊さなければなりませんでした。 

57 5番目は、その到来が予告されていたにもかかわらず、期待されず、信仰も愛も見出されず、愛のメッセージを世
界に伝えた後、預言者や使徒が受けたことのない最も不名誉な死を人々 から受けたのである。 

58 この時、6番目が霊的にやってきた。それでも、疑惑の矢、無関心の矢、嘲笑の矢が彼を追ってくる。 

59 第七の封印が解かれ、使者の代わりに永遠の御霊が人々 を啓示するとき、誰が私を傷つけ、殺そうとするだろうか
。 

60 明日、神学者に惑わされないために、このように話しているのです。 

61 どの印鑑もその時代にはその輝きを放ち、私の子供たちの精神にその光を残しています。だから、第六の封印でも
、地上に御言葉の声を聞くことができたのです。 

62 人々 よ、マリアに祈りなさい。マリアは第二の時代に女性となった神の優しさです。物質化した人間には理解でき
ない純粋さ、人間の心では計り知れない処女性、感性が浄化された者だけが感じることができるものです。 

63 あなたの天の母のマントは、永遠の昔から世界に陰を与え、彼女のものである私の子供たちを愛情を込めて守って
います。霊としてのマリアはこの世に生まれたのではなく、その母性的本質が常に私の一部であったのです。 

64 彼女は、私の純粋さ、私の神聖さの配偶者である。彼女は、女性となったときは私の娘であり、「受肉した言葉」
を受け取ったときは私の母である。 

65 マスターはあなたに言う。あなた方は自分のことばかりに気をとられていて、そのために他人のことを忘れてしま
っているのです。他人の痛みや必要性に無関心で、自分本位な考えから離れることが必要です。 

66 もし、あなたの行く手に痛みが現れたら、それを受け入れる覚悟を決めてください。試練が間近に迫っているのを
見たら、イエスが死の前夜に園で行ったように祈り、こう言いなさい："わが父よ、もし可能ならば、この杯を私から取り
除いてください。- 

見ていなさい、わが子たちよ、あなたたちが覚悟を決めれば、多くの場合、私はあなたたちの唇から苦しみの杯を取り去る
だろう。しかし、もしそれを飲む必要があるなら、私は、あなたが神の御心に委ね、服従することを前提に、あなたに忍耐
する力を与えよう。 

67 痛みは浄化するものであり、愛と精神の高揚をもって耐えれば、自分の汚れだけでなく、他人の汚れも洗い流して
くれることを忘れてはならない。 

68 あなたの痛みを私に任せれば、実を結ばないことはない。人類の間には、どれほどの無用な痛みがあったことだろ
う。しかし、苦しみながら十字架を背負い、償いを最後までやり遂げた人は、永遠に落ちると思った時に山の高さに到達し
ています。 

69 世界はあなたの祈りと功徳によって、試練の中で受けるべき平和を得ていないのです。このような試練にさらされ
るとき、あなたがたは自分のことばかり考え、自分を哀れみ、反抗し、父に祈って言うことをしないのである。そして、マ
スターはあなたに言う。このように祈り、感じる人は、その愛が多くの仲間に良いことをすることができるようになること
を実現します。 

70 人々 よ、今、諸国には一見平和が支配しているように見えるが、あなたがたは平和が訪れたと宣言してはならない
。唇を閉じてください。真の平和は、恐怖や物質的な安らぎの上に成り立つものではありません。平和は、愛と兄弟愛から
生まれるものでなければならない。 

71 現在、人々 は岩の上ではなく砂の上に建物を建てています。そして、再び波が泡立ってその壁にぶつかると、建物
は崩壊してしまうのです。 

72 私は、良心を通して人々 に私の平和を提案し、「私はここにいる」と告げたが、人々 は私に耳を傾けようとはしな
かった。時には子供のように、馬鹿の一つ覚えのように振る舞うこともあります。私は、彼らが子供のように振る舞うのは
、その行動において、精神が長い年月の間に得た光を現さないからだと言っています。第三の時代に生きていながら、まだ
平和とは何かということを意識していないのです。彼らの精神は低迷し、さらに彼らの心は、真の慈悲とは何かを感じず、
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人類への愛に打ち震えていないのです。しかし、ヨモギよりもさらに苦い痛みが彼らを襲い、それによって彼らは目覚め、
より敏感になるのです。この杯を人に渡すのは私ではない。私の中にその苦味は存在し得ないからだ。 

73 人間が引き起こしたすべての痛みは、ひとつのカップに集約され、それを引き起こした者が飲むことになるのです
。そして、これまで苦痛に直面しても自分を許すことがなかった人たちが、これからは精神と肉体を震わせるようになるの
です。 

74 奇妙で驚くべき出来事で人々 が震撼するのを見る時が近づいている。世界で偉大な功績を残した人々 が、その民族
や国を離れ、荒れ地で孤独に良心と平和を求めることを学ぶことができます。また、これまで憎悪と権力欲で知られていた
人々 が、突然、愛と平和の言葉を口にし、世界を驚かせるでしょう。わが光は彼らを包み、わが霊は彼らの唇を通して語る
からである。 

75 あなたは、これらの出来事に備えて、疑問に対する正しい解決策や説明を見つけ、狼狽したり混乱したりした人々
の心に光をもたらす準備ができていますか？ 

76 長い間、私はあなた方を訓練してきましたが、それでもあなた方は平和の兵士になることはできません。国々 を見
よ、戦争準備の時間がいかに少ないか、そして地球の内部さえも揺るがしているのだ。彼らの憎しみの力が、いかに遠くま
で影響力を及ぼしているか、一方で、あなたは彼らにわが平安を感じさせることができないか、ご覧ください。 

77 憎しみは愛より強いのか？闇は光よりも強力なのか？悪は善より大きな影響を与えるのか？- 

いいえ、私の子供たち。 

78 私はあなた方を叱責するのではなく、ただ愛情を込めて、イエス様のぶどう園で働くことは難しいことではない、
根気よく向上しなさいと、あなた方を目覚めさせるのです。もし、あなたが一瞬でも自分を新しくする決意を心に抱いたな
ら、あなたの精神は喜び、父をより身近に感じることでしょう。しかし、誘惑はあなたの歩みを待ち構えていて、あなたを
陥れるのです。 

79 第一、第二の時代とは異なり、物質的、精神的な要素がいたるところで攪拌されている時代を生きていることを自
覚し、良い方向へ自らを高めてください。それは、霊的に準備された者だけに見え、そうでない者には見えない戦いである
。この渦の中で、ある者は光を燃やし、ある者は光を求め、ある者は闇を広げ、ある者は闇から逃れようと、何百万もの人
間や霊的存在が動いている。 

80 災いなるかな、この時代に光を求めて弱くなる者は。何百万という見えない目が、あなたを陥れようと見張ってい
るのです。雑草が生えた畑を征服する良い種になってほしい。海が岸を越えるように、悪は突き進み、次々 と心を混乱させ
、その不純な水は家庭を、子供の心を、青年の心を、女性の純粋な気持ちをも水浸しにします。あなたの最も崇高な制度は
、最も神聖なものと同様に、劣化しています。一方、あなたは何をしているのですか？あなたも、何も気づかない盲人の仲
間ですか？心の安らぎを少しでも求めようと、自分勝手に自分を包み込んでいませんか？戦争の轟音や人の嘆きが届かない
ように、寝室の壁に閉じこもっているのですか？ 

81 今、私があなたがたに告げている時が来たのを見ても、あなたがたは、師が預言的に語ったのではないと言っては
ならない。しかし、人の間に平和が訪れる前に、火は地の全面にある穀物を焼き尽くし、解き放たれた水の洪水は彼らを洗
い清め、雪は彼らを清めるであろう。 

82 目を覚ませ、弟子たちよ。不意打ちを食らわないように、備えよ。武器と中傷が用意されている。また、イデオロ
ギー、教義、理論の戦いにも立ち会うことになるでしょう。神学者たちは、これまで探求してきた以上のものを探求しよう
とする。哲学者たちは、新しいアイデアを世に送り出す。科学者たちは、自分たちの知識が唯一の真実であると宣言するの
です。宗教の狂信者が当事者として登場し、ぶつかり合うことになる。 

83 これは、あなたが装備しなければならない時間です。あなたの声は、冷静で意識的なものとして、唯一のものとし
て聞こえるでしょうから。 

84 私がどれほどあなたを非難しているか、おわかりになりますか？今、自分がどれだけ小さいか、どれだけ多くの傷
や欠点が残っているかがわかりますか？しかし、あなたは私に仕え、あなたの捧げ物は、私の神性の前に喜ばしく、香ばし
いものとなるのです。 

85 幕屋、契約の箱、律法はあなたの心の中にあります。謙虚なあなたには、学者が理解できないことを明らかにしよ
う。 

86 人々 よ、この時代には、放蕩息子のように父の家に帰るのだ。私はあなたを宿し、あなたに告げた。あなたは長子
であるが、あなたがいない間に他の兄弟姉妹は散ってしまった。私は一人残り、孤独の中で泣いた。今、あなたがたは帰っ
てきて、わたしの食卓に座れ、そこにはパンも果物もぶどう酒もある、と言う。隣の部屋には、道具が置いてあります。そ
して、自分たちが恩知らずで不従順であることを嘆き、自分たちが他の民族の中で、自分たちが受けたものを受けていない
亡者であることを悟ったのです。あなたは霊的な賜物を返してくれるように頼み、あなたの富はあなたに返されました。 

87 私は、人類の不和に対して、あなた方が大きな責任を負っていることを理解させました。そして、あなたがたに愛
の剣を託した。この剣で、争いを引き起こす者たちを制圧し、わが面前に連れてくるように。 

88 あなた方の使命は、平和、兄弟愛、精神化です。私は、あなたの心の現在の仕事を責めるのではなく、あなたの心
に過去の仕事を思い出させ、永遠に待っている崇高な使命を理解させるのである。 
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私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 142 
1 私の愛があなた方に降り注ぎ、あなた方が生きている間に私が教えた戒めを実行するよう求めています。私は、あ

なたが恵みに満ち、油注がれ、使命を果たすために準備されているのを見て、私があなたに与えた種の実を刈り取りたいと
思う。あなたの謙虚さと好意を喜びたい。もし私が、あなたの執り成しによって世界が恵みと祝福に満ちたものになると申
し上げたなら、それは、あなたの善行がこの地上を越えて倍加されるのを見る権威をあなたに与えたからである。あなたの
執り成しによって、困窮した魂は光を受けるでしょう。あなたがたに言うが、この世界は浄化のための困難と試練の時代で
あるばかりでなく、他の領域でも償いと苦痛があるのだ。 

2 私の教えを自分のものとし、私の言葉を感じなさい。それは優しく、愛に満ちたものであるがゆえに、厳しいもの
でもある。あなたはそれを理解し、理解することができる。この種を心に根付かせることなく風に流されてはならない、明
日には見逃してしまうからだ。あなたは、わが法則の実践で人生を調整するために、何を待っているのですか？試練があな
たを襲うのを待たないでください。愛と確信から行い、「互いに愛し合いなさい」という戒めを全うしなさい。 

3 私が最も明晰に語りかけるこの時間を使い、私があなたを導くことを許可してください。私の律法に従えば、あな
たの未来は平和であることを忘れないでください。 

4 あなた方自身の内側に目を向け、良心の光で自分自身を調べなさい。そうすれば、私があなた方に正義を持って話
していること、恐怖を広めるのではなく、用心深く生きるよう警告していることがわかるでしょう。 

5 私の言葉は精神の糧である。どんなときでも、私はあなたに語りかけてきた。今、私はこのメッセージを人類に残
し、あなた方を通して自分自身に仕えています。世界が眠っている間、私は見守っている。第二の時代、私の復活の数日後
、私が弟子たちの前に舞い上がり、弟子たちは私が霊となって旅立つのを見たように、今、私は栄光を湛えてあなたがたの
もとにやってきて、すべての生き物を裁くのである。 

6 今日、私の光は全人類に広がっている。国や地方から、あなたの同胞が、これらの教えを知ると、わが言葉を求め
てこの地にやってくる。その時、私はもはや今日のように人間の心を通して自己を現すことはなく、信者であるあなた方は
、私との交わりを持つために自分の精神を高めることに慣れ、私の印刷した言葉をすべての人に見せ、あなたが私の教えで
受けたことの証人となるのである。あなたは彼らに、私は人間になったのではなく、霊で来たのであり、この姿で永遠にあ
なた方の間にとどまっていると言うでしょう。 

7 今日、あなた方が私の受難を記念するとき、私はもう一度カルバリーに行ったこと、私の受難は刻々 と更新されて
いること、戦争、罪、物質主義があなた方の神への侮辱の十字架を形成していることをあなた方に告げます。わが言葉を理
解したあなた方は、私と共に罪との偉大な戦いに身を投じることになる。霊的な軍勢は戦いを始めた、お前もそれに加われ
。 

8 訪問は世界を揺るがす。良い知らせはすべての人に届き、私がもう一つの証しを残し、彼らの行いを裁くために来
たことを知ることになる。 

9 私の話を聞いている皆さんが、後で私の神示を理解できなかったからといって、涙を流すようなことはしたくない
のです。祈りなさい。そして、その祈りの中で、私が今あなたに与えているこの新しい啓示を突き通すための光を受け取る
ことができるだろう。 

10 私はあなたに平和の贈り物を与える。準備さえしておけば、自分の考えや作品で広めていくことができます。あな
たがたが集まり、精神を高め、私と交わる霊的な領域に宿るあの貴重な時間は、もう戻ってこない。また、あなたがたは、
われが示した時以後、人間の仲介によってわが言葉を聞くことはない。 

11 見て、祈りなさい。そうすれば、わたしの言葉が実現するのを見ることができる。 

12 新しい教えを与えているのです。その一つひとつが、課題を達成するための準備となるのです。あなたは、単に肉
体の殻を守るため、富を蓄積するため、名誉を勝ち取るために地上に来たのではないことを理解し始めているのです。あな
たは人生の道中で苦難に遭うことはありません。もしあなたが自分を貧しいと思ったなら、それはあなたが自分の精神に抱
いているものを実現しようとしなかったからです。今あるものに感謝するために、すべてを失う必要があるのでしょうか？
いや、わが子たちよ、まだ賜物がある今日、それを知って、自分の霊のために使う方がよいのだ。 

13 私の教えがあなた方にとって奇妙に思えるなら、あなた方こそ奇妙な者だと言うのです。来るたびに、より遠く、
より汚く、したがって正しい道から遠ざかっているのがわかります。私が今、あなたがたに自分自身を知らせるという形は
、あなたがたにとって新しいと思われますか。新しいものではありません。私の声が、人間の仲介なしに、無限に聞こえる
ようにしたいのか？この形も目新しいものではないでしょう。すでに第一の時代、シナイ山のふもとに集まった民に、私の
声を聞かせたのだ。しかし、このように父の声を聞いたとき、その民はどうなったのでしょうか。彼らの耳，心，そして精
神は，その力の顕現を受け取ることができず，耳を覆って聞こえないようにしなければならないほどであった。彼らはモー
セに，エホバが話すのをやめるよう仲介を依頼した。そのとき、わが声はわが霊からあなたがたの問題に降り注いだ。一方
、いま、わが父の愛があなたがたを待っているところへ立ち上がるために、あなたがたは霊から霊へわが声を聞くように準
備する。 
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14 私は、いつでも完全な明晰さで自らを明らかにしてきたが、人間はその物質主義のために疑っていたのである。シ
ナイで、主が民に与えた崇高な証拠と顕現にさえ、その心は疑い、揺らぎ、あらゆる段階で父に背を向けようとしたのであ
る。民の気の迷いのたびに主の慈しみが示され、ついには主の真理だけが輝き出した。 

15 私が人間として現れたことについてあなた方に話すとき、ずっと前に発表されていたにもかかわらず、世界は眠っ
ていて私を認識することができなかったと言わなければならない。イエスがこの世で目を開いてから、十字架にぶら下がっ
て目を閉じるまで、その生涯の旅路において、私の心は人の疑いに傷つけられた。 

16 彼らがイエスの神性を疑ったのは、イエスの謙遜さ、衣服の乏しさ、物質的な力や地上の宝のなさなどから判断し
たからである。そして、死の戦いにおいても、その人々 の疑念はイエスの心に食い込み、まるで彼らの質問の一つ一つが槍
であるかのように、"彼が神であるならば、どうして彼の体が血を流すことがありうるのか？"と。 

"神の子が死ぬなんてありえない" 

17 この教訓を理解するために、ある者は二千年を経過し、すべての者が理解するためには、さらに多くの年月が必要
である。 

18 今日、もし誰かが、私が不意にやって来たと言うならば、その人は真実を語っていない。なぜなら、私はあなた方
に私の帰りを予告し、私があなた方に与えるであろうしるしを予告したのだから。でも、私がサインを出したとき、あなた
が眠っていたのなら、どうやってサインに気づいたのでしょう？ 

19 第二の時代、わが現存は第一の時代と同じ種類ではなかったように、この時代においても、わが啓示は常に同じ教
義であるにもかかわらず、異なっている。私はいつも、何世紀も前に私の来訪を予告して、あなたがたの準備を整え、あな
たがたの家の乱れを見つけ、私の来訪であなたがたを辱めないようにしたのである。私が来たときに、あなたがドアをノッ
クしたときに、私のたとえ話の処女のように、私にこう言えるように、すべてを準備しておいてほしかったのです。しかし
、私を受け入れたのは、あなた方の疑いであった。私の啓示と私の宣言の形式に対する疑い、私があなた方に与える奇跡を
あなた方が悪の力だとする疑い、私の新しいしもべたちの貧困と謙遜、私が自らを現す場所に対する疑いであった。しかし
、私の顕現が終わった後、あなた方の冷淡さ、疑い、物質主義にもかかわらず、過去の時代に起こったように、信仰とそれ
に対する理解が生まれることを知っているのです。 

20 私があなた方のもとに来たのは、あなた方を愛しているからです。私の新しい顕現のとき、あなた方が羊飼いのい
ない群れのように、医者のいない病人のように、教師のいない生徒のように見つかるとわかっていたからです。私は、新し
い畑に良い種を蒔くために、ある一定の数の人類を準備するために来ました。 

21 今から1950年まで、天から滝のように降り注ぐわが御言葉を、あなた方の心に用いてください。私の旅立ちの後
、あなた方がそれを豊かに伝えることができるように、蓄えておくのです。あなたがたの魂が揺らぐことのないように、わ
たしの教えの中であなたがたを強くしなさい。この教えのために裁判を受けなければならない人もいることを心に留めてお
いてください。あなた方は、私が教えたことを正直に話すことだけに専念しなさい。1950年以降、あなたの記憶はクリア
になり、私の教えを思い出すようになりますが、啓示によって新しい未知の教えも受け取ることになります。 

22 今この瞬間、誰かが心の底から私に言っています。"主よ、なぜ私があなたに従い始めた頃にしたような奇跡を、
今の私はもっと準備ができていて、もっと信仰を持っているのに、私の人生の道筋に起こしてくれないのですか"。- 

観察することが理解できていないからです。今でも、ファーストタイムの時のような奇跡は起こせません。その時は、あな
たが霊の命に目覚めた時です。証拠と物質的な奇跡の時代だったのです。今日は霊的な奇跡の時です。あなたの精神がいつ
も同じレベルにとどまっていて、私が同じレッスンを繰り返すなんてことがあり得るでしょうか？ 

23 あなたが私のプレゼンスに入り、私の言葉を聞いたとき、私はあなたの信仰をよみがえらせるために驚くべき奇跡
を起こしました。この光はすでに持っているのに、なぜ今日、弱者にしか通用しないものを求めるのか。今度は、私があな
たにしたことを、あなたが同胞にする番です。 

24 今日、わたしはあなたがたにわたしの律法を教え、あなたがたにわたしの平和があるように、また、あなたがたの
考えが清らかであるように、今日、あなたがたに言う「みことば」に注意を払うようにと言うのである。ある者には愛を、
ある者には痛みをもって、この世で償いをする者たちに平和をもたらす。私はあなたの目の前で、あなたの心が知らない魂
の傷を暴き、あなたが忍耐強くそれを洗い流すことができるようにします。そして、あなたが私の仕事に対して負っている
大きな責任を感じさせます。 

25 謙虚で単純だが熱心な手に、私は第三の時代におけるわが仕事を託した。 

26 わたしは、儀式や儀礼が存在する家と混同されないように、「神殿」ではなく「集会の場」と呼ぶこれらの家の親
密さの中で、わたしの言葉をあなたがたに与えるのだ。この私の教えを通して、私はあなたの心の中に生ける神の真の神殿
を建てていることを、あなたは知っているのです。集会の場に集う者はみな、わが指示に従う愛と従順と善意によって、霊
的に上昇する。 

27 あなた方が私の仕事の威厳のために働くことは、私の意志である。あなた方の精神にとって非常に重要な時が近づ
いているのである。それらは、声となり思考となった私の光が、あなたが到達しうる最高のつながりの中で、あなたの精神
を無限から貫いているものです。このとき、主の霊が声を発する者の脳に入ったとは言えない。なぜなら、人間は至高の力
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を宿すことができないからだ。それは、わが教えを伝えるべき者の心に降り注いだ一筋の神聖な光であった。このようにし
て、真理はこれらの無知な唇の上に流れ、これが偶像崇拝と宗教的狂信の破壊の始まりとなるのである。 

28 これらの人々 は、「神の光線」の座や基点となり、その頭脳と唇が「言葉」の伝達者となるという最高の恩寵を持
ちながら、他の人々 と同様に単純な人間であり続けなければならないのである。 

29 明日にはこれらの集会場が増え、大勢の人々 がそこに集まって、主に仕える人々 を道具として区別しようとする者
もなく、主の霊から霊への宣言を主のしもべに聞くことになるであろう。すべての作品にシンプルさを求めます。私は、心
が謙虚な人が好きです。私は羊飼いの間で、馬小屋で生まれたことを思い出してください。彼らの中に、私を感じ、私を信
じる純粋さを見つけたからです。あなた方はまだ誰もゆりかごを持ったことがありませんが、あなた方に謙遜の模範を示す
ために、王がそうしなければならなかったのです。 

30 なぜ、私は永遠の命の教えを与えた後、再び人のもとに来るのだろう。なぜなら、人は私の教えの例のそれぞれを
儀式にしたのだから。私を感じなさい。そして、私をこのような形やあのような形で表現しようとしないでください。どれ
をとっても、あなたを真実から遠ざけてしまいます。永遠の父である私を、あなたが描いたような老人の姿で想像しようと
しないでください。私は時間の上にいて、あなたのように時間に左右されないので、時間も闘争も創造主の心に痕跡を残さ
ないからです。 

31 私の言葉は、昔のように再び人々 に不快感を与えるだろうが、私は彼らに真実を伝えるだろう。誰もさらすことな
く、偽善者は偽善者、姦通者は姦通者、悪は悪と呼びました。真理が歪められたので、再び輝くことが必要であったように
、今、真理が隠されたので、もう一度、人の目の前に現れることが必要であったのです。今、私はあなたに何を教えている
のでしょうか？- 

すべてのものを、すべての人を、心をこめて祝福すること。このように祝福する人は、ご自分の温かさをすべての人に与え
る父に似ているからです。あなたの平和、あなたの力、あなたの心の温かさは、あなたが相手からどんなに離れていると思
っていても、あなたがそれを送る相手に届くでしょう。もし、すべての人がお互いを知らず、一度も会ったことがなくても
、お互いを祝福し合ったらどうなるでしょうか。地上に完全な平和が支配し、戦争は想像を絶するものになること。この奇
跡を実現するためには、徳を積んで心を上向きにすることです。こんなことあり得ないと思いますか？ 

32 改心した罪人のうち、どれだけの人があなたの言う「聖なるもの」に到達したことでしょう。彼らはもともとあな
たより劣っていたのですが、あなたはまだその完成度に達していないのです。あなたは愛し始め、直感の賜物が実を結び始
め、すでにインスピレーションを得ている。私があなたに触れると、あなたは反応するからだ。すべてのドアが私のノック
に反応するわけではありませんが、開いたドアは私の光をあなたに届けます。罪人の変身は不可能ではありません。マグダ
ラ、パウロ、アウグスティヌス、アッシジのフランシスコなど、第二時代の名前を思い出してみてください。なぜ、ファー
スト・エラの人たちだけを覚えていなければならないのか。 

33 私が述べた者たちは、罪と情念の泥を知りながらも、今は天の光として輝き、人の啓発者として、その光をあなた
がたに送っている。 

34 私だけが未知を解き明かすことができるのです。このように、現代の人々 は、イエス様の地上での青春を知ろうと
しても無駄だと言えるでしょう。彼らは研究し、想像するが、私の幼年時代と、私の宣教の時代しか知らないのだ。イエス
様は、天の御国を宣べ伝えるために旅立たれる前に、人間から何も学ばれなかったのです。幼い頃、すでに律法の教師たち
を混乱させていた彼らから、何を学ばなければならなかったのだろうか。人が何も知らないその時間は、ただ待っているだ
けの時間だった。 

35 もし、あなたが心に愛を持って私から学ぶなら、あなたが間違っていることはありえないのです。 

36 これが私の覚悟です。今日もある人が来て、その人を通してまたある人が来て、その人を通してまたある人が近づ
いてくる。日ごとに、世代ごとに、私をより身近に感じるようになり、彼らの霊性はより高まるからです。 

37 毎日慈悲を行うこと、これが私への最高の昇華となるのです。与え、助け、慰める、これが日々 の最高の祈りとな
る。 

38 あなたの思いで私に祈りなさい。特定の場所を必要とせず、体の姿勢も無頓着である。安らかな気持ちで天の高み
に思いを馳せ、わが霊感を待ちなさい。 

39 その日、わたしがあなたがたに何を語るかは、預言者たちでさえも知らない。私だけが、私の高貴な助言の中で、
あなたにそれを明らかにすることができます。あなたの父の親密な計画を知らないことを恐れてはならない。マスターであ
る私は、常に新しい教訓を明らかにするという知識で幸せになってください。私があなたに何かを隠そうとするのは、あな
たに知られたくないという意図だけだと、どうして思えるのでしょう。私はあなたを愛しています。私の父の心には、いか
なる利己主義も存在し得ないのです。私があなたに近づくのは、あなたの霊を啓発して、私を理解し、愛するようにするた
めである。 

40 私は霊をもってあなたがたのところに来たが、すべての人が私を信じたわけではなく、すべての人が私を感じたわ
けでもない。多くの者が私を否定し、さらに多くの者が私を否定する。もし私が、私を否定する者たちに、千差万別の姿で
我が身を現したとしても、彼らはどの姿でも私を認識することはできないでしょう。 
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41 しかし、私は自分の力を制限することで、人々 に見てもらい、聴いてもらい、理解してもらうようにしたのです。 

42 なぜ、あなたは精神的な成長の道を歩んでいないのでしょうか？わたしは、あなたがたの後進のために、わが身を
見せようか。もし、あなたが用意をして、私が石に姿を現し、その石を通してあなたに語りかけたら、私はその姿でもあな
たに認識されることでしょう。私の本質を知る者は、どこでも私を感じることができる。一方、わが神性の虚像を形成した
者たちは、わが栄光のすべてを見たとしても、わが身を認識することができず、わが身を否定することさえあるだろう。 

43 私が人の心という器官を通して自分を知らせることの何が不思議なのだろう。私は自分を隠さず、存在する。その
証拠を得たい者は、自分の心を清めれば、その霊の目で真理を見ることができる。 

44 人間以外には、神の心を映し出すことはできない。人の心は、神の理の鏡である。彼の心は、私が愛を保つ源なの
です。彼の良心は、わが霊からの光である。もしあなたが、自分がそのような素晴らしい贈り物を持っていることを疑い、
それに価値を感じないとしたら、それはあなたの父のせいではなく、あなたのせいです。なぜなら、あなたはまだ、私があ
なたに対して持っている無限の愛を理解していないからです。見よ、あなたがたの汚れは、このような形であなたがたの間
にわれを現す妨げにはなっていない。しかし、もし明日、科学者たちがこれらの現象を悪いと判断したら、彼らが判断する
のは私ではなく、彼ら自身であるだろう。 

45 私は、人間が自分自身を見るときに、父の姿を映し出すことができるように、人間を完璧に創造した。しかし、人
間は自分自身を見ることも、自分の中に入り込むことも知らなかった。 

46 さまざまな時代において、私は思いがけない方法で人に自分を知らせた。神の子である約束のメシアが、第二紀に
生まれるための粗末な家さえないなんて、誰が言ったでしょう？大工の妻であるマリアがイエスの母になるなんて、誰が言
ったのでしょう？ 

47 私の地上での最初の歩みの初めから、私は私の力の兆候を示したが、多くの人に疑われることさえなかった。 

48 今回、私はあなたを驚かせるために来たのではありません。もし、あなた方が、親から子へ、世代から世代へと、
わが再臨の約束を伝えて準備していたならば、私はあなた方がわが再臨を期待していることを知っただろうに、だれも私を
期待していなかった。ある者はこれらの予言を忘れ、ある者は秘密にされていたため知らなかった。天空を見渡し、世界の
出来事を観察し、わが来訪の時を告げるサインを探し求める者は、どれほど少ないことだろう。 

49 それでも、慰めの霊としてのわが再臨を待ち望んでいた者たちは、その時が来たこと、キリストが人類に霊的に到
来したことを感じているのです。他の人々 は、わが来訪の噂を聞いても、信じなかった。 

50 イエス様は弟子たちに、「一時だけ、私はあなた方から離れる」と言われました。また来るよ"そして、師が天使
に囲まれながら「雲に乗って」地上にやってきて、光線を送ることが明らかにされたのである。 

51 見よ、私はここ "雲の上 

"で天使たちに囲まれている。天使たちは、私の神性の使者として、またあなた方の良き相談相手として、あなた方に姿を
現した霊的存在である。光線は、わが啓示をもたらし、すべての心を知恵で溢れさせるわが言葉である。 

52 見ずに信じた者は幸いである、彼らはわが現存を感じるからである。 

53 今こそ、誘惑があなたを打ち負かそうと、たゆまぬ闘志を燃やしている時なのだから。縛られる時期が近づいてい
ることを察知しているのです。彼女はあなたを私から引き離すために何千もの狡猾な手段を持っています。しかし、あらゆ
る待ち伏せを回避する方法が明らかにされるように、祈り、見守る必要があります。私の仕事の意味である神聖な果実の本
当の味を知るために、私はあなたに教えました。私は、あなた方に徳の道を教え、精神的、人間的な義務を果たすことを教
えました。これが道だ。どうして迷うんだ？ 

54 試練から逃げず、立ち向かうことを学びましょう。安全のためにドアを閉めればいいというものではありません。
ドアを閉めれば、危険は入り込む。低俗な情熱に誘惑されてはならない。 

55 覚悟を決めろ、今取り組んでいる理論に反対されるぞ。偽預言者が現れるから、用心しなさい。まだ最初のテスト
に合格していないのに、戦いに勝ったと思って寝てはいけない。 

56 戦いを恐れるな、見ていろ、そして勝つのだ。精神は不死身、他の武器はすべて壊れやすい。だから、精神で戦え
、目はいつも明晰に見えるようにしろ、相手はなすがままだ、怒りは精神化を知らないから目が見えなくなるのである。 

57 スピリチュアリズムの牧師や神父はいらない。単純に使徒が欲しいだけです。マスターになることを世界に発信し
ないでほしい。いや、わが良き弟子となりなさい。あなた方の仲介で、偉大な教えを伝えよう。 

58 もし、あなた方が準備するならば、この闘争の時間は苦痛の代わりに安らぎとなり、その中で人はしるしと不思議
を経験することになるでしょう。 

59 私の言葉は天に響き、その響きはあなたの地にも聞こえている。 

60 この恵みの日に、あなたを受け取ります。あなた方はイエスの弟子であり、わが教えの偉大さの前では、いつも小
さな者である。私はあなたのランプの光を灯し、あなたの足が血を流すほど自分で育てた茨を取り除く。すべての傷を癒す
ヒーリングバームを受け取り、それを通して、苦しみを止めましょう。 
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61 わたしに耳を傾け、そして、わたしがあなたがたに与える、簡素でありながら深い意味を持つわが言葉を理解しな
さい。 その中に、愛と正義に満ちたわが教えを見出すだろう。 

62 私の神聖な輝きを送ったとき、私は自分自身をあなたに与えました。私はあなた方にわが慰めの霊を明らかにした
が、あなた方はまだこの顕現の意味を理解することができず、そうすることによって、それがさらに明確になるのを防いで
いる。あなた方が兄弟姉妹をひどく裁くと、不和が生じ、あなた方がわがメッセージを受け取る伝達経路を妨げたり、閉じ
たりするからだ。わが民の間には団結も愛もないので、あなた方は恵みの源から遠ざかっているのです。なぜなら、もしあ
なたが同胞に対してそうしないなら、あなたが私を愛していると私に保証することはできないからです。 

63 私の法律は公正であり、そのうちの1つに背いただけで世界の平和は失われる。私の法律は、あなたが想定してい
るよりもずっと大きく、ずっと繊細です。だから、人類が黎明期から行ってきた営みは、今もなお影響を及ぼし、渦を巻く
ように広がってあなたに届いているのです。 

64 国家とは、人間が作った境界線に過ぎない。国家、宗教、大小の集団は、互いを認めず、自分たちが裁くべきでな
い外国の行為を裁くので、わが掟の外にある。それぞれの国には、隣の国の悪いところと同じくらい、あるいはそれ以上に
、改善すべきことがたくさんあるのです。 

65 人は法を口にするが、心に刻まず、感じず、従わない。精神が目覚めるときが来たのです。石ころのような心は、
本来あるべき姿、つまり創造主に愛された宝石のように輝いていないからだ。真に価値あるものはいかに少ないか。しかし
、わが忍耐は計り知れない。私は、あなたの魂を永遠に教え、磨き、完成させるマスターである。 

66 人間を完全の模範とせず、父を模範とせよ。兄弟の一人が悪い行いをするのを見ても、落ち込まずに、父を模範と
せよ。あなた方の信仰が弱くならないように。あなた方は皆、贖罪の長い旅の途中で一度は倒れ、再び立ち上がる。起きて
、私の中で生きる意志を持ちなさい。もし、あなたが人生の闘争に挑む力を欠いているならば、私からそれを受け取り、あ
なたの父に寄りかかりなさい。 

67 なぜ、私があなたの中に置いた愛の源を枯渇させてしまったのですか？愛が命であり、救いであることを知らない
のでしょうか。愛の言葉で語り、わが戒律を広め、わが力を感じよ。わが全能力を霊に与えるために来たことを知るだろう
し、働けば働くほど強くなるのだ。 

68 私はあなたに教えるために来たのであり、また、あなたをより良くするために来たのです。自分の中に入り込んで
、自分を知る。まず赦すことと愛することを学ばなければ、大きな進歩を遂げたとは思えません。そうしてこそ、自分の霊
的な賜物を使いこなし、大きな仕事をし、どこにでも行くことができるようになるのです。そうすれば、あなたを止める障
害はなく、あらゆる危険は消滅する。暗闇に降りても混乱することなく、それどころか、その後、明るい光に照らされ、そ
こに住む人々 を救うことができるようになるのです。 

69 心を尽くし、魂を尽くして神を愛せよ」「自分のように隣人を愛せよ」という戒めを、私は昔からあなたがたに知
らせてきた。- 

これらの法則は二元的でありながら一つを形成しており、これを守ることでこの世界は喜びと平和と幸福に満たされるので
ある。これらの法則に従わないために、人間は苦しみ、方向性を見失ってきたことを理解すれば、新しい人生を始める勇気
が湧いてくるし、自分の内面や仲間に対しても、やるべきことがたくさんあることに気がつくはずだ。 

70 愛は、一瞬にして信仰に火をつけ、人々 を団結させ、今日まだ眠っている多くの能力を目覚めさせ、肉体と精神の
目に新しい光を与えることができます。あなたの心に愛があれば、あなたの中に天国があるのです。 

71 ひとたび世界が愛すれば、そこに平和が訪れ、わが王国とわがプレゼンスがすべての霊魂に宿り、あなた方は完全
なる幸福を獲得する霊的生活を楽しむ準備ができる。 

72 あなたが世界に届けるメッセージをより明確にするために、あなたは何度地上に戻らなければならないのでしょう
か？あなたの魂が、現世のヒバリのように、その春を体験し、楽しみ、その巡礼の中で、私のもとに戻るために必要な経験
を見出すことができるようにしなさい。富める者が、はかない宝物を積み上げている間に、あなた方は経験、真の知識を集
めなければならない。 

73 唯一の神を信じる家庭、つまり愛と忍耐と自己犠牲が実践される神殿のような家庭を作ってほしいのです。その中
で、あなたがたは、やさしさと理解をもって取り囲む子どもたちの教師となり、彼らを見守り、同情をもって彼らのすべて
の歩みを見守る。美しい人にも、醜く見える人にも、あなたの愛を注いでください。美しい顔は、必ずしも同じように美し
い心を映し出すとは限りません。一方、一見醜い生き物の裏には、大切にすべき美徳に満ちた魂があるかもしれない。 

74 謙虚に祈り、私の意志があなたのためになされるようにしなさい。あなたの求めるものが、必ずしも正義、高貴、
善であるとは限らないのだから。そうすれば、あなたがたのためになるものを与えて、平和で幸福な人生を送れるようにし
よう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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 神は私たちに自然の力に対する権威を与えてくださる  8-9 

 医者中の医者であるイエスと霊の癒し21-28 

 偽預言者に対する警告  45-47 

 エリヤ ── 霊的な羊飼い、マリア ── 天国の母  61 

の心による宣言の終了。 

 ボイスキャリアですが、最初はインスピレーションで... 63-66 

インストラクション 113 

 イエスの教えを洞察する  5-12 

イエスにおいて語られたキリストは、父なる神ご自身であった16-17 

 例：敵を愛せ  30-31 

 ボイスベア リングの重要な任務  34-35 

であるのか、疑う者たちへのキリストの答えである。 

 私たちに語りかける  48-50 

 人間の最も神聖なものは精神の自由である  52 

 愛することが私たちの運命  58-59 

141219 

 3つの時代 69で明かされる、唯一無二の本 

インストラクション 114 

クリスチャンを自称する多くの人は、その教えを 

 キリストが理解されていない  1-7 
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 三時の預言者たちが合流する  10-16 

私たちの精神的な起源から、私たちの 

 スピリットに必要なギフト  20 

 人類よ目覚めよ、約束の者はここにいる31+34 

精神のない生き物は、私たちの劣等種である 

 兄弟姉妹  38 

すべての宗教は、さまざまな方法で 

 父に至る  43 

私たちの内なる平和によって、私たちは神の存在を認識することができるのです。 

 悪の本質に関する神の啓示. 55-62 

インストラクション 115 

 私たちの本当の家  3-4 

 神の前では霊的な崇拝のみが有効である  9-10 

マリアは母の化身 

 神様の愛と優しさ  11-19 

抑圧された人民の解放の時 

 流血を伴うことなく、確信犯的に  41-50 

 聖人崇拝に関するキリストの発言の明確化  52-57 

インストラクション 116 

 そこに立つ者は、倒れないように気をつけよう  12-13 

 精神的成長の果てしない道17-18 

真の神への礼拝は、宗教的なものを必要としない 

 シンボルやカルトフィギュアが必要  27-29 

神主の言葉は有効 

 また、すべての未来の世代のために  38 

インストラクション 117 

 試練と苦悩は魂を浄化する8 

時代の転換点──それでも続く惑星 

 地球はともかく、人は変わらなければならない15-20 ＋27-28 

 

今後のユニットについての説明 

 神の子たちの  21-22 

スピリチュアルなイスラエルへの明確なミッションステートメント ...... 32 

 祈りは最強の武器 45 

私たちの不祥事と自由意志の乱用 55-57 
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 イエスの模範的な生き方の例  58-62 

インストラクション 118 

 子供たちを私のもとに来させなさい  1-9 

神の審判の時は、私たちの結果である。 

 ヒューマンエラー  19-23 

 「あなたは私のほかに神々 を持ってはならない」  24-28 

キリストの教えが他言語に翻訳される 

 翻訳されて公開される42 

「誘惑に陥らないように、よく見て、祈りなさい」 57-59 

インストラクション 119 

霊的イスラエルとの共通点 

 初回と3回目1-8 

 アブラハム、神への従順と愛の象徴  18-19 

アブラハムが要求したものとの対応関係 

 御子の犠牲的な死とイエスの犠牲的な死  20-23 

 イエスの犠牲的な死における血の意義  25-27 

 必要なものと無駄なものを切り分ける啓蒙  47-49 

 真の平和のための前提条件  50-53 

インストラクション 120 

 前駆者エリヤ  8-14 

 魂の輪廻転生  15-17 

 キリストは道である  34-40 

近未来：悪が存在しなくなる。  

 となり、善いことばかりが続く47 

 本物の予言者と偽物の予言者  60 

 三度目の正直の本 ── トゥルーライフの本62 

インストラクション 121 

 キリストの声をどう聞くか  2 

 霊的才能  3 

 人類への重大かつタイムリーな警告  8 

の下、最も多様な神の使者たち。 

 人類 13-17 

 マスターの地上での生活について報告27-29 

ロケ・ロハス氏による「エリヤの魂」開封の儀について 
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 1866年9月1日 三度目の正直  30-33 

各国の偽りの平和の特徴 

 と、天からの真の平和の40 

宗教団体の争点 

 真実のために 40  b 

 神の真理の光は世界を照らす  41 

インストラクション 122 

一見平和に見える国々 の後に 

 宗教団体間の論争  15-18 

輪廻転生は愛の法則であり 

 罰しない  25-30 

高次の精神性を獲得した後 - 先見性と回顧性 

 私たちの生活の中で可能なこと  31-34 

 キリストは真の予言の特徴を説明する  41-50 

 キリストの霊による再臨の兆し.. 52-53 

 7つの封印の秘密を解き明かす.. 54-60 

インストラクション 123 

 キリストの霊的な再臨を示すサイン2  a 

私たちの清められた魂は、すべての人のための救いの箱となる。 

 信者は 2b 

 3つの時代における神の啓示  1＋3-6 

 顕在化のプロセスについて  7-10 

 144,000人の刻印された者たちの任務..........................。 14-20 

 第三の時代におけるキリストの霊的再臨  25-28 

 第三の聖書  52-53 

 キリストは約束された平和の王国を宣言しています ... 55-57 

 スピリチュアライゼーションとは何かについての説明  64-70 

インストラクション 124 

エリヤとマリアの助けによる霊的イスラエルの宣教 1-11 

精神的な本質だけを追求し、その先にあるものはない。 

 レターズハング 12 

メキシコが神格化される理由 

 ヨハネの黙示録は 13-14が選ばれた 

 キリスト教の民族はどこにいるのか？ 16-17 

1950年当時の声の出演者による宣言文の終わりは 
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同時に、披露宴の準備の始まりも 

スピリット・トゥ・スピリット  32-38 

神が定めた発表の国、メキシコ 

 彼の精神的教義  52-58 

インストラクション 125 

平和と正義を求めるキリストの呼びかけと 

 ラブ 1～15 

 科学に対する深刻な非難  17-18 

唯物論の異常とその虚偽 

 グラマーはやがて終焉を迎える  20-21 

神は私たちに自由意志を与え、その結果 

 私たちが負わなければならない虐待の  25-26 

 私たちに課せられた十字架は、私たちの救いを表している 29。 

 終末の苦い予言  34 

 祈りの力  35 

神に選ばれた国、メキシコ 

 スピリチュアルリターン  41-47 

 真の礼拝と偽りの礼拝  49-57 

インストラクション 126 

 自由意志の乱用は破滅に導く  5-7 

 ヤコブの梯子の霊的意味  12-13 

 祈りは御霊がその神と交わす言葉である  22-24 

 スピリチュアライゼーションの計り知れない意義 . 25-27 

宗教間の闘争のきっかけは 

 コミュニティ  34 

聖霊の神殿を建てることは 

 イメージとシンボルのある教会の終焉  35 

 

 約束された平和の王国が近づいている43-44 

イエスの物質的な言動とその 

 真の霊感  47-50 

教令127号（1945年1月1日公布） 

 人はパンのみにて生くるにあらず  5-6 

 人間の愛と霊の愛  7-10 

 私たちの霊的な準備の絶対的な必要性  12-13 
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 人間に対する神のよろこびは終わりを告げた  31 

に関して、私たちはもはや神の前で幼い子供ではありません。 

 私たちの魂の長い発展について35 

1945年1月1日、予言が宣言された。 

 オン・ザ・セブン・ネーションズ  51-65 

インストラクション 128 

精神は神の法則を知り、それを通じて 

 同じように魂と身体を導くものである  6 

繊細な任務を負ったゴーストの軍団 

  はこの世に生を受ける 8 

 神は私たちを神の意志を実現する道具にしたいと願っておられる  30 

神の正義は正しいバランスを与える 

 慈悲を実践するときの報酬  46-49 

 謙虚さは勝利であり、虚栄心は敗北である  54 

イエスの血は、上向きの発展への道を開く 

 私たちの心の 62 

インストラクション 129 

人間は全能の存在から生まれる 

 服従すべき存在  2 

 血と犠牲──私たちの信仰の象徴15 

神様は私たちの罪を赦してくださいますが、私たちは 

 例外なく償わなければならない  20 

第三の聖書の神の教え 

 心に深く刻むべきもの  27-28 

人が精神的に離れてしまう原因 

 とそれを克服する  36-39 

の人間的な葛藤。 

 宗教・思想が始まった  42-48 

インストラクション130（聖週間の木曜日） 

 イエスの血と犠牲の死の真の意味  1-8 

 最高の満足感は、近所の人を助けること  20-21 

私たちは、自分たちをアイデアから切り離す必要があります 

 神とその住まいと天国について  35-37 

知的財産の向上への努力の呼びかけ 

 リーチターゲット  38 
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人が防げば、神は災いを送る。 

 弟子たちがその使命を果たすために  49 

 七つの封印とその代表者  56-63 

インストラクション131（イースター土曜日） 

イエスの3日目の復活は、次のように対応しています。 

 第三の時間の始まり  3＋14 

 偽りの「キリスト」と真の「神の使い」 5 

神の受難を表象で表現しないようにという勧告 

 と外部カルトが実現する11-12  + 15-17 

をそれぞれ担っています。 

 地上の魂と天上のその後18 

 ヤコブの梯子 "の精神的意義  22 

静寂の中で気分を高揚させるための招待状。 

 神の声を聞くために28 

 自由意志による決定と神の導き36 

インストラクション 132 

神の言葉は、種のようなものです。 

 発芽の障害となるものを多く見つけることができる  4-6 

1866年以来の「神の教え」が開かれた 

 聖霊の時代  14-23 

私たちは今、苦悩の時代に生きている、その 

 苦難と試練  44-46 

神様は最初から家庭を確立しています。 

 男女兼用  47-48 

 キリストの霊的帰天とそのメッセージ  50-58 

インストラクション 133 

 キリストは私たちの地上生活の理由を明らかにする  2 

 神は霊でありながら、被造物の中に存在する  5 

 労苦し、重荷を負う者よ、わたしのもとに来なさい  9 

において、神は超人的な犠牲を要求していない。 

 彼の後継者  55-58 

 主の弟子の死について  61-62 

 戦争で自滅する人々 のために祈る  63-70 

 奉仕すること ── 弟子たちの重要な仕事のひとつ74 

インストラクション 134 

霊的に目覚めた弟子たちへの明確なエグザベーション。 
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 神主の教えを広めること  3-17 

 今が試練の時  22-33 

 輪廻転生への思い  41-43 

 アレゴリーで人生について教える  49-52 

神は私たちを訪問するのではなく、私たちの中に住まわれるからです・・・。 54 

 信仰と慈悲について  55 

 なぜ、私たちの生活の中に痛みがあるのでしょうか。   57 

インストラクション 135 

 人間の正義は正義ではない1-4 

地球という惑星の終焉は近いものではありませんが 

誤りと罪のこの世界の没落は、以下の通りです。 

 第3の時代の光を封印する  5-7 

 キリストは霊的なイスラエルの発展について説明する  10-16 

ノア、ヨシュア、モーゼは、その証拠を示した。 

 自然の力に対する権威  17-20 

キリストの使者が集団となる 

 特異な霊的カルトに遭遇する  21-28 

キリストは精神的・霊的発達を説明する 

 人間の  36-49 

私たちの存在を構成する3つの価値要素：スピリット。 

 ソウル＆ボディ  41 

天のお父様は、ご自分のことを先に示し、説明されています。 

 主が子供たちと将来的に持つ計画  52-67 

インストラクション 136 

 信仰について  1-10 

 スピリチュアリティを獲得するための呼びかけ  11-21 

神様のいる国、メキシコの歴史について 

 選ばれし神の顕現  22-30 

キリストは、ご自分の誕生と教化活動を比較して 

第二の時代には、その霊的な到来と 

 霊的な賜物を発展させるように諭す  31-55 

1950年 キリストは、その宣言の最後を、以下のように締めくくる。 

 声の伝承者、しかしその感動は続く  56 

大浄化の後、宗教的なコミュニティは 

 や宗派がなくなっても、キリストの教えだけは残る  57 
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キリストが説明する、今日の「われらの父よ」は霊的に 

 を祈り、もはや唇で 64 

神は人間の中にいるのではなく、すべての存在と 

 被造物全体が神の中にある  71 

 私たちが成長することで、精神的に高くなることができる  73 

 三つの時代における神の法  79 

インストラクション 137 

神霊の光は、私たちに次のことを教えてくれます。 

 父への道  1 

誰もが自分の宗教で命じられていることを全うすれば 

 彼は救いを見つけるだろう  2 

律法の前に、神様はどのように民を導かれていたのでしょうか？ 

 モーゼがいたんですか？   12-14 

キリストは私たちの生活を霊的にするよう勧めている15-22。 

神の教えを無駄に戦うこと。 

  23-27を突破しているため 

精神的な対立と激動 

かどをたてる 

 と新しい 28-36の始まりです。 

人類の営みが、その時を迎えようとしています。 

 良心の呵責に晒される37-40 

 キリストは先の大戦の大きな苦しみを思い起こす  43-48 

雲」の象徴であり、スピリチュアルな 

 キリストの再臨  56-66 

 

訓令138号（1945年公布） 

 祈りによって神とつながる  1~5 

神様は、イスラエルの民にした約束をすべて果たされました。 

と、イスラエルに霊的なものをも作ってくださる。 

  9-11を実現する 

 預言者エリヤの大きな霊的任務12 

つらい試練は、私たちの人生の癒しになる 14-17 

 アイデア合戦が勃発する  34-35 

神は偶像崇拝を避けるために、すべてのシンボルを消滅させた。 

 を防ぐために  36-37 
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イスラエルが祝福されるためには、不統一を終わらせなければならない。 

 全人類のためになること  38-41 

キリストの教えは敵意を克服する 

 精神と物質の間.. 51-52 

 1950年以降のキリストと私たちのつながり  74 

キリストの人類への警告：その日 

 彼の義が近づいた  77-79 

インストラクション 139 

 平和のための祈りと精神的闘い1-9 

思想・信条のぶつかり合い 

 前科13犯～16犯 ＋33犯 

 偽りの神の使いの出現17 

 神の子らが歩むべき道  30 

 人間の精神の目覚め  34-41 

唯物論は間違った道 ── 愛の精神的教義 

 は、本当の道を示している  42-49 

全宇宙を神と見なした 

 教育機関の設立  50-51 

 報酬を期待せずに善を行う  56-58 

インストラクション 140 

私たちの中にある唯物論を根絶やしにした後でなければ 

 私たちは霊的な道を歩んでいる  1-8 

 愛は人生を支配する法則  9-13 

真の神の子たちの霊には使命がある 

 天地創造の始まりから保存されている .. 19-20 

 

イエスの人母としてのマリアの真実 

 そして、すべての人々 の霊的母として42-52 

キリストの戒め：勇気をもってキリストの教えを公言せよ 

 そして愛を持って広める  57-67 

インストラクション 141 

祈りの本質は美しい言葉ではありません。 

 が、純粋な心の思いは......。 2 

生きるための闘いは、そうでなければならないのです。 
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 私たちの返還に関する試験について  3-8 

この時代の重要な出来事は2つある。 

 神の顕現の始まりと終わり  12-16 

 キリストが霊視を解説  21 

 神の御霊は私たちをすべての真理に導く  22-27 

 マリア、神の優しさは女性を作った  64 

 痛みや試練に対する神の思し召し  66-68 

 見かけの平和と真の平和  69-72 

 キリストは私たちの霊的使命を明らかにされた 85-88 

インストラクション 142 

キリストの言葉は精神の糧 

 および同管理  2-12 

私たちに対するさまざまな種類の神のコミュニケーション 

 さまざまな時や場面で13-20 

もはや精神的な奇跡の時代である 

 素材  22-23 

声の担い手(マウスピース)の使命 

 神様の 27-29 

私たちは、どんな形であれ、神を想像してはならないのです。 

 しかし、彼を感じる  30 

私たちの使命は、すべての人とすべてのものを祝福することです31。 

 正しい祈りについて  37-38 

 キリストの霊的な帰還について語る48-52 

誘惑は、その時が近づいていることを疑っている。 

 を結ぶ  53 

 

スピリチュアリズムには、牧師も牧師以外の人もいないはずです。 

 神父は 57を与える 

二重の愛の戒めを守ることで 

 世界に平和と繁栄をもたらす69 
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メキシコにおける神の教え 1866-1950 

文学 
 

 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   

私たちの人生とすべての存在の起源、本質、目標である神聖な愛。 

神の愛 - 私たちの人生とあらゆるものの起源、存在、そして終わり 

実録・第七巻、第八巻、第九巻、第十巻、第十一巻 第三の遺言 
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「真の人生の書」の紹介（無料）。 
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Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, 

D.F.（オリノコ・ナンバー54・インテリア5）。 

真実の人生の書 I-XII」（邦題：「真実の人生の書」）。 

第三遺言書とメキシコの神の啓示に関するその他の書籍 

ウェブサイト 
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