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この問題についての注意 
 

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

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

これまでに、以下の巻が翻訳されました：ステータス：2020年12月 

 

第三の試練  

ドイツ語原文から各国語へ  

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

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

実生活の本 

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

他の5巻はすでに英語版が出版されていました。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  

 

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

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

巻は、私のホームページで無料でPDFダウンロードすることができます。  

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

 

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

ホスタには、次のような意味があると、主は教えてくれた。  

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

ホス...ト...ア（私の名前、アンナのA）  

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

 

アンナ・マリア・ホスタ 

ちきゅうこく 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

電子メール：a.m.hosta@web.de  
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序文 
いつの時代も、創造主の霊は被造物に対してさまざまな方法で語りかけている。 

最初の時」、父は良心を通して直接的な形で子らに御自身を知らせ、さらに使者、案内人、預言者の口を通して語られ
たのである。主のしもべたちの予言や啓示は、人間の精神の上昇と、主の到来を告げるものであった。 

パレスチナのイエスの誕生によって、「第二の時代」が始まった。「言葉」が神の子として受肉し、人類に語りかけた
のだ。"私は道であり、真理であり、命である"。イエス・キリストは33年間の生涯を人間の間で過ごしながら、ご自分が
神であることを証言し、弟子たちにご自分の旅立ちに備えて、「肉ではなく、霊の象徴である雲に乗って、天使の群れに囲
まれて帰って来る」と言われました。 

そして、1866年9月1日、西部の運命の地、メキシコで起こった出来事から「第三の時」は始まったのである。そこで
、人間の思考と言語の能力に関する聖霊の啓示が行われましたが、それは1950年12月31日に不可逆的に終了し、この準備
期間の後、人間はより完全な形で人間の精神と神霊および霊界一般との直接対話ができるようになるのです。 

約束された贖罪者とその天使の顕現のために、主はその至高の意志に従って、自ら選び用意した人間の道具を用い、そ
の知性を通して神の霊の光線を知らしめたのである。 

1930年頃から始まる黙示録時代の最後の20年余りは、主の教えのほとんどが速記で記録された。豊富な教え、教義、予言
、啓示などは、全国各地にできたさまざまな集会所で行われた。それまで「声の伝道師」として活躍していた小グループが
、神霊の明確な指示により、宣布された366の教えを12巻にまとめたのである。タイトルをつけたのだ。 

「LIBRO DE LA VIDA VERDADERA」ドイツ語では「Buch des Wahren 

Lebens」。  
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メキシコからのご挨拶 
1866年から1950年の間に、霊のうちに再臨したキリスト──最初はエリヤの霊によって準備された──の示現がメキ

シコでどのように行われたかを読者に知ってもらうために、自ら「ことば」の道具となったメキシコ人からのドイツ人への
挨拶をここに紹介しよう。彼は、人間的に言えば、単純な出自で、闘牛士として人生をスタートし、その後、自分と家族の
ために写真家として日々 の糧を得、質素な生活を送っていたのである。 

"21歳 

"になったばかりだった。私は長年、非常に厄介な皮膚病の犠牲者として家に閉じこもり、太陽や新鮮な空気の恩恵をほん
の少しも享受することができませんでした。 

その孤独な年月は、私にとって永遠のように思われ、最も虚しい夢を追い求める青春の黎明期にあっただけに、私は少
なからず焦りと絶望の危機を経験したのです。正直言って、この試練を精神的に支えてくれたのは、両親や兄弟の篤いサポ
ートと、もちろんいつか健康を取り戻せるという淡い期待だけだった。 

多くの医師が私のケースを取り上げ、数え切れないほどの治療が行われましたが、すべて無駄でした。ただ、失敗する
たびに絶望感が増していったことだけは覚えています。 

孤立と沈黙と孤独に日々 耐えられなくなった私は、祈りの中に私の精神が言いようのない安らぎを見いだし、心の中に
、まもなく自分が監禁から解放されることを予感することに気づきました。 

祈りはますます長くなり、精神的な集中力も深まりました。祈りが続く限り、私はすべての苦しみから解放されたまま
なので、できるだけ頻繁に瞑想するようにしました。そして、その至福の時間が終わり、孤独で静かで画一的な生活の現実
に戻ったとき、私はいつも、自分の精神が強化され、鼓舞された別世界から来たような感覚を覚えたのである。ここで断っ
ておくが、私の祈りは、思いもよらない瞬間のアイデアから生まれたものである。そのとき、時間の概念がなくなり、自分
を取り囲むものがすべて消えてしまう瞬間があったことを、私は決して忘れないだろう。しかし、私は子供の頃、つまり1

2歳頃から、説明できないが、ほとんど毎日、数分間続く魂の離脱のような状態に陥り、その間、おそらく潜在意識に導か
れて、自動人形のように行動しなければならなかったことを思い出す。この不思議な状態が続く限り、少しの困難もなかっ
た。不思議なことに、最初は恐怖を感じたが、次第に慣れてくるとともに、時間の経過とともに現象が強まった。 

私の病気はピークに達しました。何にも変えられない内なる炎に包まれ、肌が焼けるような思いがしたこともありまし
た。同時に、私の外見もどんどんみすぼらしくなっていきました。 

ある日、父が現れ、確かに神に選ばれた一人の素朴な男の口から、神の師の言葉を聞いたという知らせがあった。メキ
シコの辺境にある貧しい集会所でのことだ。その宣言文に長年憧れていた親友が、彼を連れて行ったのだ。 

私は一瞬にして、光を渇望し、正義を渇望する人々 を求めて人々 に近づくために、人間の知覚の助けを借りて話してい
るのは、マスターである彼だと確信したのです。 

毎日毎日、待ち望んでいた奇跡が目の前にあったのだ。苦しい時によく話したHEが、今、私のすぐそばで、私の心身
の回復を待ってくれているのです。 

私は、主の呼びかけに従ったのです1934年2月14日の日曜日、私は初めて、神のメッセージを聞くことができる数あ
る会議室のうちの1つである、その質素な部屋に入った。私は、天の言葉を伝える「言葉の運び手」の内耳を刺激する「神
の光線」の到来を待つために、出席者が内観と深い集中力をもって準備していることに大きな感銘を受けたのです。 

その時の「言葉の運び手」「道具」は女性だった。平凡といえば平凡な女性で、生まれつき目が見えない。正直なとこ
ろ、彼女の外見にはあまり良い印象を受けなかった。このように、想像を絶する深さと驚きと知恵に満ちた説教が、驚くほ
ど抑揚のある甘い声で語られ、それが深い感銘と感動を与えてくれたのですから、彼女の唇が開かれたときの私の驚きは格
別でした。 

さらに、その場にいた人々 は、話し手の存在を完全に忘れて、霊の領域へと昇華し、神の教えを十分に堪能したのであ
る。しかし、そのとき、たまたま目を開けて、その話し手を観察してみると、その貧しく平凡な存在が、いかに心を高揚さ
せて姿を変えたか、まさに、その瞬間、大きな美と畏敬の念を放つ威厳に気づくことができるのである。 

彼女の唇からは、1時間、2時間、3時間と、無尽蔵の潮流のように神々 しい言葉が流れ出てきた。そして、疲れを見せ
ることもなく、声がかすれたり、もろくなったりすることもなく、完璧にこなした。それどころか、ラリーが長引けば長引
くほど、そのひらめきは完璧になっていくように思えた。 

そのようなコミュニケーションの中で、マスターの存在を強く感じ、その親密さと友情をはっきりと感じることができ
た。すべての人の心に語りかけたのです彼は、その場にいる人々 の最も隠れた考えを読み取り、聞き手の最も秘密の繊維に
触れ、しかも誰も傷つけず、非難することなく、それを実現した。愛と知恵に満ちたまなざしで、師がどのような言葉をか
けているのか、一人ひとりが心で感じていたのである。 
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神様の言葉は、言葉を持つ人の唇で、さまざまな音色や色に変化していくのです。主が父として語るとき、その声は優
しさ、許し、愛撫を伝えるものでした。主が師として語られるとき、その声は深遠で賢明になり、主が審判者として語られ
るとき、言葉を伝える者の声は無限の権威と力を持ち、正義と神の熱心さが際立って、聞く者を本当に打ちのめし、悔い改
めの涙と償いを決意させるのであった。 

このような偉大な人たちの前では、私はとても小さく、集まった人たちの中で一番最後だと思いました。無知な私は、
主は私の些細な存在に気づいていないに違いないと思ったのです。しかし、私はすぐに自分の間違いを納得し、マスターの
視線がすべての人を発見していることを知ることになった。その霊的な饗宴を楽しむことだけが目的で、数ヶ月間、頻繁に
訪問していたのですが、忘れられない午後に主から呼び出されました。1934年8月9日、驚きの中から抜け出すことなく、
私は「ことばの担い手」として神のことばに仕えるために印をつけられ、油注がれたのでした。 

その最高の瞬間に、最も深い動き、最も高貴で最も忌まわしい感情が私の心を捉えたのである。被造物に対して無限の
権利を持つ方に対して、その崇高な瞬間に何を拒むことができようか。 

私の運命は決まっていたのです。その日以来、私はこの困難で繊細な働きに自分の人生を捧げることだけを考えて生き
てきました。 

数ヶ月の準備期間は、同時に私の肉体を完全に回復させ、私を神聖なるマスターの代弁者として訓練するのに役立ちま
した。私はその時から、神格の光がこの形で現れるのをやめる1950年12月31日まで、彼に肉体と魂を捧げました。 

というのも、私たちのキャリアは驚くべき出来事の連続であり、ここで使用できる限られたスペースでは、それらを語
ることは不可能だからです。 

しかし、私たちが準備のために持っていた本は、私たち自身の唇から流れ出る言葉以外にはなかったということを強調
することが最も重要である。なぜなら、私たちが神のメッセージを忠実に受け取ることができるように、いかなる影響も私
たちの心には入り込まないようにするためです。私たちが謙虚であれば、主はご自分の民の前で愛と好意をもって私たちを
区別してくださいました。しかし、もし私たちが一度でも虚栄心や利己主義に支配されたなら、主は私たちからインスピレ
ーションを一時的に取り除いて、主なしでは何もできないこと、主なしでは私たちは無であることを示すことで、その正義
に触れてくださいました。 

1950年末のマスターの最後のコミュニケーション以来、私は、ことばの運び手としての使命の遂行中に、毎年私の中
に抱いていたあの独特の感覚を、二度と感じたことはありません。 

その日以来、大勢の兄弟たちが、主が私たちに与えてくださった顕現や啓示のうち、幸いにも書き留められたものをで
きるだけ多く集める仕事に専念するようになりました。そして、その本は、マスターが愛と光と正義と平和の贈り物として
、この時代と未来の人々 に残した真理の水を、人類が飲むことができる源となっているのである。 

マスターがこのような形で顕現している間、不相応にもその代弁者であった私に証言が求められ、私はこのセリフでそ
れを行おうとしました。私は、この証言が、神聖なるマスターが、その善意によって、この時代の人類に、価値のないもの
と同じくらい単純な仲介者を通して明らかにしたメッセージを含むこの本を手にする人々 に、自信と信仰を抱かせるきっか
けとなることを切に願い、私にできる限りの誠意をもって、この証言に取り組みました。 

同時に、私の魂の奥底から、ドイツにいる兄弟姉妹に主の名において友愛の挨拶を送ります。"彼らの素晴らしい霊的
覚醒を、主は人間の仲介者を通して私たちに示されたのです。 
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インストラクション 143 
1 イデオロギー、教義、信条の戦いは大変なものになるでしょうから、来るべき戦いに耐えられるよう、あなたの精

神を強くします。本当に申し上げますが、霊能者の迫害が始まれば、信仰と勇気に満ちた新しい使徒が現れるでしょう。私
がこの時代に本当にあなた方と共にあったことを宣べ伝えるのは彼らであり、彼らはその国の開拓者であり預言者であろう
。その中には、私のインスピレーションを書き留める者、私の教えを理解する者、霊的なヴィジョンを見る者が現れるでし
ょう。 

2 その時、私は男にも女にも、若者にも子供にも老人にも、わが身を現わすだろう。 

3 全世界が啓示、顕現、幻視を受け、すべての目が私を見るようになると書かれているからです。 

4 私は科学者の職場で自分を感じさせ、私の存在は彼を驚かせた。私は戦いの最中、自然の力を利用して進軍を阻止
し、軍勢を驚かせたことがあります。私は、パンのなくなった哀れな家に、私の慈悲を注いで、御自分を現わした。青年が
家の戸口にやってきて、手にパンを持ってきたので、男も女も "これは誰だ？"と不思議に思った。 

5 弟子たちよ、私の仕事を研究しなさい。目に見えるもの、目に見えないものすべてが猛威を振るうとき、私の愛の
教えを証言できるように、あなた方は強くあらねばならないのだ。あなたの精神を開花させ、使命を果たすために、私は今
、7つの贈り物をあなたに託しました。  

ここには、リーダー、「礎石」、声の担い手、全権、先見者、「金の羽」、「柱」※がある。しかし、私がこれらの贈り
物をイスラエルの人々 に与えたのは、今回が初めてではありません。約束の地を求めて砂漠を渡ったときも、私は同じ贈り
物をした。モーセは導き手であると同時に、私の言葉を伝え、私の意志を民に示したのです。その手には、あなたがたの心
の中に建てるべき神殿の土台となる、わたしの律法の礎石を置いた。ユダ族は、大衆の勇気と自信を支える強い柱であった
。レビ族は、主への信仰を生かすために私が可能にした霊的な働き手の軍団であった。歴史、預言、啓示は指定された手に
よって書き留められ、私の霊感によって、預言者たちは御霊の目で未来を見たのです。 

* 1.リーダー：会衆の長。 
2. 礎となるのは、経験豊富で相談役の長老。 
3. ボイスベアラー：顕在意識の伝達者。 
4. 全権大使：特に病人の治癒を担当する。 
5. 先見者：特に霊的な視力の才能に恵まれた者。 
6. 金色の羽根のこと。アナウンスを書き留める（速記録）役割を担う人。 
7. 柱：会衆の中で実績のある7人の長老。 
参照：教令246条31項（第9巻）、その時の指導者が最後となることによる。 

6 この時、あなたの精神に新しい贈り物はありません。あなたは私から生じた瞬間から、すべてを自分の中に抱えて
います。 

7 今まで知らなかった偉大な教えを、私があなたがたに明かす日が近づいている。どの宗教団体にも私からの使者が
いるのは事実だが、わが宝庫を開くのは彼らではない。ましてや、この仕事を運命づけられずに、自ら進んで引き受けた人
たちであるはずがない。私がこの奉仕のために送り出した者たちは、霊感による知恵を持っている。わがしもべでない者た
ちは、書物から知識を得ている。ある者は祈り、愛し*、ある者は読み、学ぶ。しかし、心は決して霊の高い視野に到達し
ない**。前者が話すと、説得し、揺さぶり、撫で、癒す。後者は驚き、感心させるが、慰め、救いはない。 

* 本文中の括弧内も訳者が追加挿入したものです。 

** 

現在のスペイン語原文では、spiritとsoulの区別はされていません。そこでは常に「espiritu」＝精神である。ドイツ語では、魂と
いう言葉を使う方が適切な場合が多く、時には欠かせない。例えば、ある教えの中で初めて使われる場合、あるいはどちらの言葉も
ある意味で正当化されるが、翻訳者が検討した結果、魂という言葉を優先させた場合、この注の上に脚注で指摘されている。(参照
：第Ⅱ巻付録） 

8 謙虚に、弟子たちに、報酬を期待せずに働くことです。天の父に愛されていることを知り、愛に喜びを感じてくだ
さい。報酬を想像してはいけない、あなたの心では決して把握できないからだ。 

9 もう一度言いますが、私はあなたに言いたいのです。覚悟を決めてください。今年も大発見で驚かせてやらないわ
けにはいかないでしょう。この時、第六の封印の光があなた方を照らしている。今、この神秘の内容を学ぶのは良いことだ
。これらの教訓は、私の声の担い手を通して説明します。 

10 私の使徒ヨハネは、幻視で見たものを理解せずに聞き、書き留めた。その預言者の祝福された手は、私の約束と啓
示を寓話で記述したものを残しました。そして、今この時、私はその言葉やインスピレーションを説明するのです。しかし
、私がこの光をあなた方に伝え、あなた方がこの言葉を理解できるようにするために、あなた方は身を清め、見張り、祈り
なさい。 

* 原則として、祈りへの誘いの次は、「最初でも」です。 
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通路 ── 見落とされがちな 

"時計"。それは、いくつかの点で理解されることです。まず、イエスが逮捕される直前のゲッセマネでの困難な時間に、3人の弟子
に目を覚ましているように求めたことを思い出す（マタイ26：36-

46他）。また、執り成しの祈りでも行われているように、目覚めた意識を持っている他人の運命に、慈悲深く、したがってサポー
ト的な方法で参加することも、有効な要求です。さらに、霊的な覚醒、つまり、しばしば静かで弱い霊と良心の衝動に注意を払い、
やがてそれに気づき、隣人愛と慈悲の内なる衝動から考え、感じ、行動するための絶え間ない準備も意味するのである。そうすれば
、現世と来世の考えや直観が、感情や行動に影響を与えながら、すぐに意識され、コントロールされるようになるのです。(この観
点から、マンガからテレビ、インターネットまで、さまざまなメディアにおける文字や画像の影響について、特に子どもや若者の間
で一部矛盾した研究も見る必要がある。目覚めているということは、環境や隣人との関係において、また内なる霊的なコミュニケー
ションにおいて、神の意志を感じ取ること（良心の声・インスピレーション）において、注意深くあること、そして受容的であるこ
とを意味します。この文脈では、夢も言及されるべきである。夢は記憶を通じて意識にもたらされ、通常の睡眠中に一種の覚醒意識
dを伴うことも可能である。 
すなわち、身体が眠っている間に目覚めること。夢の重要性は、聖書の文章だけでなく、教えの中の他の箇所（U. 159, 3; U. 

162, 4; U. 167, 47など）からも浮かび上がってきます。また、魂の発展や精神的な高揚、態度にも左右される（U.100,30）。 

11 本当にあなた方に言いますが、もしあなた方がまだ高い教えを聞いていないなら、それはあなた方が高尚さと純粋
さを欠いているからにほかなりません。七つの封印の書」のページを心に刻むために、慈愛の心で自分自身をふさわしくし
てください。 

12 私が子供たちのところに来たのは、あなたがたに徳を教え、あなたがたの霊を強くし、あなたがたの肉の誘惑に打
ち勝つようにするためです。あなたの霊的な目を開いて、私の宝庫にある多くのものを見てください。 

13 私は、あなた方が私の聖霊の神殿の一部となるように、私のことばであなた方の心に働きかけている。 

14 愛する人々 ：師は教えを与え、その意味の中にあなた方の精神を照らす光があるのです。 

15 あなたがたの祈りは、父なる神によって聞かれ、力を与えられ、キュレネのシモンのように、あなたがたの十字架
を担うのを助けてくださると知っているからである。 

16 私の言葉の中に、あなたの闘いに打ち勝つための盾と光り輝く武器がある。私は、あなたの魂が成長し、あなたの
霊的な才能が開花することによって、あなたが誘惑に対抗できるように、あなたを準備しているのです。 

17 目覚めて生きよ、愛する人々 よ、第二の時代に私の弟子たちに与えられた譬え話の賢い処女のように行動せよ。彼
らのように、灯をともし、常に私に信仰と希望を置くことができるように。あなた方の中に、私がこの第三の時代に大きな
愛情を込めて用意した聖域がある。あなた方はわが言葉の番人であり、私はすべての心と精神を愛の泉、美徳の泉、癒しの
バームの泉に変え、人類の間に澄んだ水のように流れ出るようにしたのだ。 

18 イスラエルよ、あなたがたの喜びは大きい。なぜなら、あなたがたは、装備されたとき、悲しむ心に慰めを与える
ことができ、苦痛に打ちひしがれている者が、あなたのことばによって励まされたことを体験したからである。このように
自分の仕事を全うする者は幸いである。私の慈悲を人々 に届けるために奮闘し続けよう。私はこの闘いに励むために、私の
言葉を携えてやってきました。私は、人類が物質主義によって長い時間をかけて破壊してきたものを、建設し、修復するこ
とを教えているのです。あなたの霊は、自分の生きている時代を知り、その道で遭遇する試練に、よりよく、よりよく耐え
ることを学びます。なぜなら、その信仰と私の作品への愛が大きいからです。 

19 愛する子供たちよ、私はあなたたちの闘いの終わりに報いを与えよう。今はまだ、いつ、どのように実現するかわ
からないが、まことに、わたしの言葉は実現し、あなたがたに至福と清涼と幸福を味わう約束の地を提供したのである。そ
のとき、あなたの精神は勝利を得たことになるのです。 

20 私は今一度、あなたの魂が歩むべき道を示しています。その道には私の光、美徳、そしてあなたの道を歩むべき精
神的理想が描かれています。私はこの時、炎の剣を持って来ました。霊を殺すためではなく、あなた方の周りに広がってい
る闇と戦うためです。 

21 見よ、これがわが言葉の力だ。われは愛の業をもって、あなたがたの前に明らかにする。私はそれで自分自身を証
しする。私は、あなた方を光の子に変えるために、すべての心に奇跡を起こす。わたしはひとりひとりに、わたしのことば
、すなわち律法を与える。しかし、私の力で無理に従わせることはなく、私の言葉の中にあなたの心を傷つける鞭を見るこ
とを自覚しなさい。父である私は、子供たちに苦痛を与えないことを知らないのだろうか。私の教えによってあなた方を清
め、あなた方が私の前にもたらす傷を癒すことを理解しなさい。私の言葉が一瞬でもあなた方を裁くなら、それは私が完全
な正義であるため、あなた方がわが律法の遂行を忘れた時に自ら作り出す苦痛を免れるためである。 

22 精神的に自由になってほしい。しかし、肉体が刺激する放縦に陥ってはならない。私が肉体をあなたに託したのは
、あなたの魂の上昇を支える意志ある道具となるためだ。しかし、それは支配すべき者の奴隷と化している。私は、あなた
方が情念の嵐に流されないように、そして自分自身をコントロールする方法を知るために、わが言葉をもってあなた方に教
える。 
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23 わが民よ、あなたがたの働きの一つひとつにおいて、私を愛し、私をあかししなさい。徳を積んで、私の光を広め
てください。私はそれをあなたの霊に流し、永遠の命のパンで養い、命の実をごちそうになり、私の知恵を受け取ります。
これが私の言葉の本質です。あなたがたの心を清らかな聖杯のように整えて、そこに私の血を一滴一滴流し込むのです。 

24 わが民よ、わが言葉の寓意的な意味を理解し、それによってリフレッシュされよ。 

25 あなたの物質の目は、私の輝く顔を見ることができませんが、あなたの霊が取り入れる言葉のおかげで、あなたは
私を理解することができます。私の言葉は、すべてが完璧に調和するように、創造されたすべてのものにリズムを与える振
動である。そうすれば、あなたの霊は私の言葉の力に屈し、救いの門、そして約束の地に到達することができるのです。 

26 

ここに私の存在がある。見よ、私の霊の力が、あなた方の中で律法となり、あなた方にこう言っている、「互いに愛し合い
なさい」と。この目に見えない法則によって、私はすべてのわが子たちを一つにする。私は、すべてのハートから愛の炎を
燃やし、すべての人がひとつの理想に融合できるようにします。 

27 あなたのマスターは、あなたが長い間待ち望んでいた平和と救いのメッセージを届けてくれます。私だけが、私の
教えによって、あなたを心の故郷に導く道を見つけることができるのです。 

28 あなたは人間の唇を通して私の言葉を聞いています。 

29 スピリチュアライゼーションの道を歩むために必要なものは何でしょうか？愛があれば、あなたは非常に高く昇り
、私を信頼すれば、あなたの人生でつまずくことはなく、あなたの中にある癒しの能力、話す能力、説得する能力が開花し
、これらすべてがあなたの精神の進歩に役立つことでしょう。 

30 あなた方は皆、私の足跡をたどることができる。あなた方は皆、私に登り、私に到達するために装備されているか
らだ。そこに辿り着く人とそうでない人がいるなんて、誰が言ったんだ？ 

31 私は異なる階層の霊を創造したのではなく、皆同じように創造され、あなた方は皆、私の神聖な油注ぎを持ってい
るのだ。しかし、今日、あなた方は創造されたときのように純粋ではない。だから、私はあなた方に自らを清めなければな
らないと言うのである。あなたがたの心から発せられるものが純粋であるように、あなたがたはわたしの霊感に従うように
、あなたがたの仕事が無私であり、あなたがたの義がすべての働きに反映されるように、わたしは望んでいる。私利私欲や
妬みは、高尚な精神の現れではありません。あなた方の心が浄化され、光のための自由な空間ができたとき、あなた方は私
の仕事を知らせる準備ができるのです。 

32 私の万能光線は人の精神を啓発し、浄化し、高揚させる。私は、あなた方が単に人間の上に立ち、私が教えたとお
りに奇跡を起こすことを望んでいるからである。 

33 私は慈悲深いので、あなたの仕事を裁くことはしていないことを忘れないでください。私はあなたがたに援助を与
える。私は苦しむ者、道を踏み外した者を助けるために来た。私は誰も暴いたわけではなく、あなたが自分の行いの一つ一
つに責任を感じ、罪を償うことで立ち上がり、これからはしっかりとした地盤を築くことができるように、あなたの精神を
整えただけなのです。 

34 信仰と愛によって病人を癒す。私がどれだけの恵みをあなた方に用意したかを知るために、あなた方の能力を伸ば
し、私があなた方に求めることがあなた方の能力を超えていると言わないようにしなさい。 

35 私の存在を心から願い、愛を説き、力強く出発してください。愛が病人に健康を回復させることができることを、
証拠をもって教え、実証してください。 

36 あなたの精神を高めて、世界の何百万という病人のことを考え、あなたの祈りのバームを彼らにすべて注いでくだ
さい。 

37 キリストは死んだのではなく、魂に命と復活を与えるために永遠に生きているのです。もしあなたが苦しんで私の
ところに来たのなら、この集会所を出てから自分の痛みを探し、もうそれを見つけることができないなら、それはあなたが
私の言葉を理解し、その中にあなたを健康と平安に回復させる癒しのバームを見つけたからである。 

38 私はこの時代、人の不信仰にもかかわらず、わが律法を示すために来たのだ。わたしが選んで使徒とした者たちは
、わたしのことばを聞いて信じ、その信仰は揺るぎないものである。しかし、私の話を聞いた後、旅立った者、そして、自
分を知らせるのは私であることを否定する者は、すでに私の愛の種をその精神に宿しており、遅かれ早かれ私のもとに戻っ
てくる。 

39 もし、あなたが私の目的のために誤った判断をされ、自分が間違っていたと説得されたら、あなたはどう答えます
か？ 

40 あなたは最後まで私に従うと言い、あなたの心に愛の光を灯し、最大の試練に耐えて私の証人となると言う。 

41 もしあなたが、この真理の証人として、自分の単純で正直な生活を指し示し、御霊に権威を持って語らせるなら、
あなたは自分の信仰を守り、彼らは私を信じるでしょう。敵に打ち勝つ最強の武器は、愛、慎重さ、正義感です。同胞の信
仰を尊重し、その精神を軽んじること。謙虚になり、私の教えのために互いを敵に回さないようにしましょう。皆、私の戒
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めに従い、私の前にふさわしくない行いをすると言う。覚悟を決めて、義務に背かないようにしましょう。あなたたちを通
して、私は人類に語りかける。私が選んだ一人一人が、私の教えを伝える口実となり、親善大使となるのだ。 

42 仲間に受け入れてもらいたいなら、心の聖域に私を携えてください。私は、自分の真実の本を、世界が読めるよう
に開いておく。 

43 私は、1950年を前にして、あなた方に霊的な準備を残しておきたい、あなた方に別れを告げるとき、私の平安を
与えたい。私の最後の命令と指示を受け取る権利を獲得することが私の遺言です。 

44 私の愛の炎で印をつけられた144,000人が、ある者は物質的に、ある者は霊的に結合するその年の後、彼らは装
備を整え、私が彼らに与えた霊的な贈り物を取り去ることも、他の贈り物を与えることもできる人間の力は存在しなくなる
のである。 

45 この時期まで自分を霊化し、上昇気流に乗って魂を成長させてきた人たちは幸いです。彼らは、あなたを待ち受け
る変革の時に備え、宗派や宗教団体に立ち向かうだけの強さを備えているからです。 

46 私の教えは、私から発せられる爽やかな流れのようなもので、皆さんの注意を喚起しています。誰もその進路を止
めることはできない。高い山から流れ落ちて、渇いた大地を肥沃にしたのです。 

47 私はあなたと共にいる。何も恐れる必要はない。私のインスピレーションは永遠に流れ続け、あなた方は永遠に私
から自らを養うことができる。その天使のように、私は今日、あなた方に言います。霊的に成長した人間の意識の中に神の
栄光を、そして世界の平和を確立しようと努力する人類に地上の平和を。 

48 愛する人々 よ、わたしはあなたがたに、わたしのことばの清めの火を注ぎ、あなたがたに力と光といのちを与える
。私は、この声帯を通じて、私の考えを、それを通過する際に汚されることなく、あなたに送る。神性は、霊化されなくて
も、人間の脳を通して顕在化すれば、汚れない。 

49 私の前に絶え間なく現れる「最後の者」が最初の一歩を踏み出し、その瞬間から、その最初のレッスンから、この
顕現の本質を知ることができるように、私は頻繁に教えを繰り返さなければならないのです。 

50 私はあなたを愛し、あなたも私を愛している。精神に障壁はありません。人生の旅路の中で、あなたはこれを体験
する機会がたくさんあります。あなたは私を愛することを学んでいます。そして、真の愛に到達したと感じる瞬間がありま
す。私は、あなたの心を啓発し、人生の旅に力を与えるために運命づけました。 

51 知らないこと、できないことをやれとは言いません。そうすれば、私はあなたに不義理をすることになるでしょう
。あなたが到達した開発レベルを知っている人がいるとすれば、それは私です。なお、準備もなしに、霊から霊へ私と会話
してくださいとは言いません。私は、声の主を通してあなた方と交信するとき、この準備をさせる。その脳を通して、私は
あなた方に私の教えを送る。 

52 弟子たちよ、耳を傾けることを学びなさい。私の教えの真理を理解できるのは、この方法だけです。 

53 マスターは、人間とその神との間の精神的な和解という問題を自ら引き受け、その考えをあなたに送り、それがあ
なたを照らし出すように啓発していることを知るがよい。発信者の口から出る言葉は、外見的にはあまりにも平易だが、そ
の意味は、それを送るあなたの父のように完璧である。この作品の意図するところは、あなたの想像や理解を超えたところ
にあるので、神々 しく、偉大で、永遠であることを想像してください。疲れた時の慰めよりも、病んだ時の癒しよりも。そ
れは、神を愛する幸福を与え、真の生命の知識を与える、精神にとって最高の贈り物なのです。 

54 霊的に上昇する者のために用意されたものを理解し、認識した者は、もはや自分に啓示されたその光から自分の霊
を引き離すことはできないことを知れ。未知の世界に入ろうが、何度も地上に戻ろうが、かつて神聖な光の輝きとして受け
取ったものは、常に現前として、神聖なインスピレーションとして、彼の最も純粋な存在から再び立ち上がるのである。時
には、甘い目覚めのように、あるいは天上の歌のように、心に喜びが溢れ、心の故郷に帰りたいという思いがよみがえるで
しょう。これが、現世に帰ってきた魂に対する私の教えの意味です。見かけは過去を忘れていても、本当は私の教えの知識
を失ってはいないのです。 

55 今この瞬間、この形であなた方に語りかけているのは、神聖な「言葉」であると疑う者たちに、もし彼らが私にそ
の名を与えたくないのなら、もし彼らがこの言葉を神聖なマスターに帰することを望まないのなら、この教えの意味を汲ん
でそのあらゆる考えを突き詰めていくべきだ、もし彼らが聞いたことを振り返り、それが人類にとって光と真実を含んでい
るという結論に至るなら、それを地上での自分の歩みの基準として、それによって自分の人生を変革すべきだと言っている
のである。 

56 私はあなたに真の知恵を渡すことを知っています。人が何を信じようと、わが真理の少しも変わることはないので
す。しかし、人間は自分が信じるもの、知るもの、愛するものを確信することが必要である。このような理由から、私は時
、々私の顕現において、彼らに私を認識させるために、人間のレベルまで自分を下げることがあります。 

57 私がすでに弟子と呼んでいる人たちには、私が「幼な子」と呼んでいる人たちにこの教義を教え、理解させる神聖
な義務があると言わなければなりません。なぜなら、彼らはまだ私の教えで見るもの、聞くものを理解していないのですか
ら。私の弟子となるには、理解するだけでは不十分で、感じなければならないのです。なぜなら、私がわが言葉で与えた教
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えを十分に理解しているにもかかわらず、まだ神聖な教義を把握できていない人々 に手を差し伸べることができない者が大
勢いるからである。私の子どもたちは、あなたの説明や経験を必要とすることが多いので、注意してください。あなたが彼
らに教えることができるように、あなた自身を訓練しなさい。そうすれば、彼らの中にどのように信仰が展開され、あなた
の中に御言葉の賜物があるのかを体験することができます。理性と理解を併せ持った深い信仰心を燃やすのです。 

* 

ここで忘れてはならないのは、昔も今も、多くの法律が知られていないということです。無知と誤りのために、信仰と知識、宗教と
科学の間に矛盾が生じた。この矛盾は霊の教義によって解消される。なぜなら、「盲目」の信仰ではなく、霊的な知識と洞察に基づ
く信仰が可能になるからだ--知る信仰、それによって霊的・別世界の現実に向かって拡大し啓発された科学が可能になる。 

58 皆さんは心が荒んでいるかというと、そうではありません。私は、あなたが人のために涙する姿をしばしば目にし
、異質な痛みに心が引き裂かれるのを体験してきました。 

59 この時代は、私の光線が心の器官*を通じて現れることで幕を開けました。純度が高いから選ばれたとは思わない
でください。もしそうなら、私は一人も見つけられなかったでしょう。 

* 声の出し手 "の思考力、発言力。 

60 私の神々 しいまでの強化に満足し、私と一緒にいることで安心感を得ることができます。明日、あなたの心が愛に
目覚め、隣人愛の感情によって活気づいたとき、私が彼にしたように、あなたの同胞に絶え間なくしてあげなさい。 

61 この仕事の最初の弟子たちの集まりの光と喜びに満ちたあの日を思い出してください。ロケ・ロハス*の周りに集
まった人々 に、エリヤの光がインスピレーションとして注がれたのは、1866年9月1日のことであった。 

* この最初の投票権者兼代理人の名前は、「ロケ・ロシャス」（スイス語の「ch」）と発音されます。 

62 その日、最初の指導者となる者、最初の声を出す者が聖別されたのである。インスピレーション、啓示、約束、誓
約に満ちた一日でした。 

63 その弟子たちは、シナイやタボル山に霊的に運ばれ、第一時代、第二時代の偉大な啓示を思い出したのである。モ
ーセの霊的存在，私の霊的存在，そしてエリヤの霊的存在は，私の弟子の何人かが見たタボル山での霊的幻影，すなわち人
が々「イエスの変容」と呼んだ啓示と同様に，彼らとともにあったのですから。 

64 今日、私の話を聞くあなた方に、モーセの霊的存在、私の存在、そしてエリヤの存在があなた方と共にあることを
、私は真実に告げます。第二紀の人々 が持っていて、あなたが持っていないものは何ですか？あなたがたも彼らと同じ信仰
を持っている。ただ、あの時と同じように、あなたがたの中にも不完全なものがあり、罪があると言っているのだ。 

65 モーセ、イエス、エリヤの3人のメッセンジャーは、人間の目には見えず、霊的な感覚によってのみ感知される霊
的な存在である。だから、私はあなたがたに言う。今、あなたの精神に注がれている光を享受するために、あなた自身の準
備をしなさい。 

66 心を開いて、その中にモーゼの存在を感じてください。砂漠を越えてきた最初の民を励ましたように、旅を続ける
よう励ます彼の霊的な声を聞いて、敏感になってください。 

67 モーセは父の懐で怠ることなく、その霊は絶えることなく働き、すべての霊に律法の声を聞かせる。霊に約束され
たその地に到達するために、真の信仰の子であれと言うのである。 

68 皆さん、聞いた教えを胸に刻み、人生の旅路で導いてくれた私の霊的存在をいつも楽しむことができるようにしま
しょう。 

69 祈りなさい、わたしはあなたがたの思いを受け止め、あなたがたの執り成しが続く限り、わたしの祝福を人類に降
り注ぐからである。 

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 144 
1 あなたのスピリットを高め、物質の閾値を超越し、私の神聖なスピリットとつながることができるのです。 

2 なぜ、自分の霊を地上に服従させ、霊的な喜びを奪おうとするのでしょうか。彼は別の世界に属していることを忘
れてはいけない。 

3 あなたの霊を私の聖域に入らせ、そこで光を飽和させ、以後、あなたの歩みの導き手、主人、内なる審判者とさせ
なさい。 

4 私の言葉を聞いているこの大勢の人々 は、この時代、彼らの霊の目を光に開いています。私があなた方に指導した
ような純粋さと真実と誠意をもって説教した人間はいませんでしたから。いつの時代も、人はわが真理を偽り、わが律法を
人類から隠してきた。 

5 今、私が第二の時代にあなた方に教えた教義は、隠され、不完全であり、あなた方が今日持っている精神的発達に
従って解釈されたものではなく、何世紀も前の人間の理解に従って解釈されたものであることがわかりました。しかし、わ
たしはあなたがたのところに来て、あなたがたの空腹を見て、あなたがたに豊かな「パン」を与え、あなたがたを満足させ
、その後、まだ来ていない人々 にそれを渡すようにしたのである。 

6 新しい時が待っていること、私の言葉は終わりを告げ、私の教えに一人残されることを忘れないでください。もし
、あなた方が自分の心構えを知っていれば、私のことを話すことができるようになるでしょう。しかし、もしあなたの知識
にもかかわらず、誘惑に陥り、私の言葉を歪め、あるいは正しく解釈しないなら、あなたの唇にある私の教えは、あなたの
仲間のための栄養にはならないでしょう。 

7 まだ、お祈りをし、任務の準備をする時間です。私の正義があなた方を苦しめるのを待たず、あなた方の兄弟国が
血で畑を濡らし、家を惨めにするように、苦痛と戦争であなた方を苦しめるのを待たずに。あなたの祈りによってあなたの
国を支え、エルサレムのように滅ぼされることを許さないでください。あなたの作品で、許し、愛、祈り、慈愛を花とする
庭を耕しなさい。その庭は、あなた方の心の中に始まり、あなた方の精神の中に終わるのです。一日のうちのわずかな時間
を思索に費やし、あなたの精神を高めて、私のインスピレーションがあなたに届くようにしなさい。ほら、手元に本がない
でしょ、そのインスピレーションによってのみ、今、光を受け取ることができるのです。私の真理を証言しなければならな
い時が来ることを忘れないでください。その時は、あなたの心の中にある本に頼らなければならないのです。心が曇らない
ように、その見えない本を読むことを学んでください。あなたの霊の声があなたの唇に表現されるように、あなた方自身に
没頭してください。 

8 どの宗教団体も、どの宗派も、対立が近いことを予期しているからこそ、準備をするのである。あなたは彼らの間
に立つことになるが、その時、あなたは装備される。私はあなたの知性を用いて、わが身を知らしめるからだ。 

9 今日、私はあなたがまだ弱っているのを見ます。あなたは愛のわざに対する感謝の気持ちで仲間の忘恩を受けたと
き、黙って泣き、私に言いました。"これがあなたが私の肩にかけた十字架ですか 

"と。これに対して、私はもう一つの質問で答えます。あなたはすでに、人間の間でのイエスの模範を忘れてしまったので
すか？もし世界があなたを傷つけたら、私に責めないでください、憐れんでください、私はあなたの傷を再び塞ぎます。 

10 人に貧しいと思わせておいて、もしあなたが謙虚であれば、私はあなたを精神的に偉大にする。できる限り黙って
、でも一生懸命に。わたしのあかしをしなさい。 

11 もし、あなたの精神が高揚する必要を感じるとしたら、それはこの世界で異質だと感じる瞬間があるからです。そ
して、真の祖国、故郷はあの世にあることを悟る。 

12 イスラエルの12部族は世界中に散らばっています。遠く離れていても、その使命を果たすために団結する。彼ら
は私の新しい啓示を期待して無限大を検索しています。しかし、予言は成就され、彼らは光を見ることになる。その中には
、鍛え抜かれた頭脳、気高い心、強いインスピレーションを持つ、偉大な精神が含まれています。彼らの多くはあなたのも
とにやってきて、その高い霊性に驚くことでしょう--

彼らはこの時、私の話を聞いてはいないのですが。あなたのちょっとした準備に、相手が驚くようなことがあってはいけま
せん。 

13 その霊性と霊的賜物の展開に驚かされる共同体が出現し、預言者が現れる時が近づいています。私の聖霊の光がす
べての霊と知性を照らし、それが生きている時代を明らかにし、それぞれの使命を示すからです。 

14 この国の門は、やがて外国からやってくる男女を匿うために開かれる。彼らは皆、飢えと痛みと必要を携えている
。そして、あなた方の間で、彼らは温もりとパンと安らぎを見つけるだろう。彼らを愛情をもって迎えられるよう、心を整
えてください。 

15 あなた方のうち何人が外国に行かなければならないか、そして、あなた方を兄弟として迎えるために、外国に頼ら
なければならなくなるのです。 

16 私があなたたちから離れたら、あなたたちは一つの心を形成する。 



U 144 

15 

17 光の精霊たちとともに語りましょう。「いと高き神に栄光を、善意の人々 に地上の平和を」。こうして、天使たち
の賛美の歌声が響く。 

18 皆さん、私の言葉に心を込めて耳を傾ける準備をしてください。そうすれば、再びマスターの光を見ることができ
たことが、恵みであったと気づくでしょう。私のインスピレーションは人の言葉となり、それを必要とする魂や光を渇望す
る魂を求める。かつてあなたに約束された甘い慰めは、あなたを納得させようとするこの謙虚で優しい言葉の本質にありま
す。天国のような香りがして、第二時代の私の弟子たちが最後の晩餐の夜に鼓動が早くなったように、鼓動が早くなるので
す。 

19 ようこそ、私の教えへ。救いの約束があるから来るのであり、真の命を示す御言葉があるから来るのである。私を
手本に、あなたの十字架を愛し、あなたの人生の十字架に接吻し、あなたの父の意志を祝福してください。 

20 十字架を背負いながらそれに反抗すれば、その痛みがあなた方の心に深い傷をつけることになるからだ。人々 よ、
私は自分の十字架を心から愛している。しかし、私が自分の十字架を何と呼んでいるか知っているか？私の十字架は、私が
こよなく愛するあなた方、人々 で構成されています。 

21 困難な迷走を冒涜してはならない。新しい痛みはすべてあなたの心に新しい光をもたらし、すべての試練はあなた
の存在の中に経験の花を湧き上がらせるだろう。理解する。痛みが襲ってくるのは、それが必要だからです。また、喜びが
自分のものになるとき、自分もそれを必要としていたことを理解しなければなりません。 

22 苦しみを隠し、すべての喜びを仲間と分かち合う人は、たとえそれが非常に小さなものであっても幸いである。 

23 なぜなら、痛みは人間が受け継ぐものであり、それが自分を清め、父のもとに帰ることができるようにするもので
あることを知ったからです。 

24 私は、人を私に導く愛の業を通して、人とともに梯子を築くために必要なすべての手段を与えたのです。私は彼に
私の知恵と愛を相続させたのです。しかし、その才能をうまく生かせなかったので、その穴を埋めるように痛みが襲ってき
た。 

25 ゆりかごは人間の始まりで、墓は終わりです。この2つの極端な瞬間を結びつける存在の期間において、あなたは
喜ぶよりも苦しむことが多いようですね。生まれたとき、生きている間、そして最後に死ぬとき、あなたは泣くのです。あ
なたの足跡をたどる私は、あなたを救いたいし、救わなければならないのです。私の教えは、平和の道を見つけるために、
あなたを呼ぶ声です。いつの時代も、わが律法は正義と愛と平和の律法である。それは、あなた方が自らを救うための道を
示し、それを認識させるものです。 

26 この時代の多くの人々 は、私の教えの中で愛という言葉が頻繁に繰り返されるのを聞くと、"こんなに熱心に説い
ているのは、いったいどんな愛なんだろう 

"と思うだろう。そして、私の従者たちは、私があなた方に教え、鼓舞した愛とは何かを説明し、解説するような仕事を行
わなければなりません。第二の時代にも、イエスがあれほど人に語った愛の本質とは何かという質問がありました。師は、
花が乾いて枯れているバラの木のそばに座って、説教しながらその花を手で撫でると、その花は師の愛撫の影響でよみがえ
り、師を囲んだ人々 はこの奇跡に心から感激したそうです。そのようなことは、人が互いに愛し合うことを知るとき、人の
心にも起こることでしょう。バラ科の植物が再び花を咲かせ、枯れたバラがよみがえる。 

27 この光を受けたとき、すべての人が同じ意見になるとは限りません。なぜなら、発達の時期がすべての人に同じで
はないからです。ある者は人生の道程に他の者よりも多くの時間を費やす。また、すべての人間は、発展の道から逸脱した
ために、知識と上方への発展が遅れていることを知るのである。 

28 それは、物質的な満足を最も重要視し、愛と正義をもって生きる術を軽んじたからである。 

29 私は、枯れた心を蘇らせ、停滞した魂や病気の魂を復活させる神の雨のような新しい教えを世界にもたらす。 

30 私が「求めよ、さらば与えられん」と言ったことを思い出せ。だから、あなた方は多くの要求を携えてやってくる
のだ。しかし、今、私はあなたがたに、求めることと受け取ることを学びなさいと言うのです。謙虚に求め、服従して受け
よ。 

31 あなたの心が私に言うのです。"ご主人様、私たちが愚かで無知な要求によって、何度あなたを怒らせたと思いま
すか？"と。しかし、あなたが無知からそれをしたとき、私はあなたが私を怒らせたことはないと言っています。 

32 あなた方の知識がないために、私は再びあなた方の間で主人であることを証明し、ここで愛をもって私の弟子たち
を教え、矯正しているのだ。 

33 私の呼びかけに急ぐがよい。すべての運命は私に由来する。それを押し付けるのは世界ではなく、あなたの運命を
決めるのは地球の法則でもない。あなたの意志の自由にも限界がある、人間は独立していない。私は唯一の独立した存在で
あり、その存在においてすべての創造物が成り立っている。しかし、私はあなたの完全さを渇望していることを告げます。 

34 なぜ、失敗作のようなこの人生を意気消沈して歩んでいる姿を見るのだろう。顔を上げ、運命を信じ、常に前を見
よ、そこに、地平線に、私が見えるだろう。 
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35 人類よ、私の教えを認めよ。その精神性は、孤独や痛みの瞬間に、私の声を聴かせてくれることでしょう。試練の
時に未知の力を与え、世の中のおしゃべりに心が疲れ、悲しい気持ちになった時、無限から天上のコンサートを聴かせてく
れるでしょう。そして、歓喜から目覚めたとき、"私はどの本からこれを学んだのか？"と問うことになるのです。しかし、
「私の知恵と私の愛の書において」と、私はあなたに伝えます。 

36 そうなれば、霊と霊の対話ができるようになります。そうすれば、あなたは主の神殿に入ったことになる。 

37 精神が高揚することで、肉体が強化され、生きるための闘いをサポートするのです。もし、あなたが私を本当に信
頼するならば、あなたの仲間のドアを無駄にノックする必要はないでしょう。 

38 私の教えは、あなたの精神を鍛え上げることです。お父さんと一緒になって、私の教えで子供たちの心を教育して
ください。 

39 今日、あなた方は私の弟子であり、明日、彼らはあなた方の子供となるのです。 

40 まだ子供の時に父親を亡くした人のことを考えてみてください。 

41 母親の優しさを体験したことのない人のことを考えてみてください。 

42 私の律法の道だけが、彼らの欠落を補い、救いの門へと導くことができるのです。だから、私のマークは、あなた
の人生のすべての道に、永久に刻印されるのです。 

43 愛する人々 よ、明日、私があなたたちと共にいたという言葉が伝わると、大勢の人々 があなたたちに質問しに来る
だろう。その時、あなた方の家庭の生活が清く、父への献身が私の教えた通りであれば、それがあなた方のできる最高の答
えとなり、あなた方が私の言葉を聞いたという最高の証拠になると思わないか。 

44 空気、大地、水までもが人間の悪行によって汚染されているこの時代に、悪や闇に感染していない者がいかに少な
いことか。 

45 あなたがたの仲間のうち、徳と平和のうちに生きている共同体に出会ったとき、父が自分たちに教えてくれたこと
を否定できる者がいるだろうか。退位した君主は、失った権力を嘆き悲しみ、地上の虚栄心の偽りを認識した時、この民の
懐で心の安らぎを取り戻すことができるだろう。宗派や宗教団体から聖職者がやってきて、この会衆の霊性、誠実さに満ち
た神への礼拝を体験するとき、自らの良心の裁きを心に感じ、その誤りを咎めることになるであろう。 

46 その民は主のものであり、地上のすべての民にその声を響かせ、真理の光で彼らを征服し、征服した後は、その家
族の一員とさせるのである。 

47 今日、あなたは自分が誰の話を聞いているのかを知り、その人の中にこの天のパンを受け取れるように自分の霊を
整えているのです。教えてくれる人が人間の先生じゃないから、自分の精神を整えるんですね。学者でもなく、哲学者でも
なく、科学者でもなく、この世の王でもない、しかし、これらをすべて合わせた以上の存在である。目の前に広がるのは、
完璧なまでの道を教えてくれる本。 

48 私の弟子たちはこのすべてを知っているが、到着したばかりの「最後の」弟子たちは、この物質的な貧しさの中に
私がいることに驚く。そして、私はこの世に何も持っていないこと、あなたたちの間に住んだとき、私は謙遜して生きたこ
と、こうして私の国はこの世のものではなく、私が求めるものは人間の心であることを理解するようあなたたちに教える必
要があるのだ。あなたが見ている私の頭の上の "冠 

"は、私が自分でかぶったのではなく、人がかぶせたもので、いばらでできていた。 

49 私のもとに来て、あなたの切なる願いを打ち明け、あなたの弱さを告白し、私に強さを求めてください。私はあな
たたちと一緒にいる。私は子どもたちから離れず、あなたたちの行くところならどこへでもついて行く。あなたたちが牢獄
に入るときでさえ、私はそこにいてあなたたちを慰めるのだ。長い旅に出るとき、あなたには私の仲間がいる。あなたが病
気になったら、私が看護師として、医師として、あなたの先頭に立つのです。寂しいとき、私の存在を感じてもらう。 

50 私の種を育てるように、ここで私を知ってください。エリヤがロケ・ロハスの口を通して新しい時を告げた時から
、私はたゆまずあなた方に語りかけてきた。多くの者が種と道具を捨てたが、わたしはわたしの畑で働き続けている。しか
し、私がいつもこのような形でコミュニケーションをとっていると信じている人がいるとすれば、それは間違いである。こ
のような形で私の声を聞くことができる時間は、すでに短くなっている。あなた方が自らを霊化し、私の霊と直接つながり
、霊的高揚の雲の上に主を見ることができるように、この顕現を終わらせることが必要なのだ。 

51 この言葉がないのは、まだ気にならないのでしょうか。皆さんは、自分のため、仲間のために、すでに十分な蓄え
をお持ちでしょうか。それとも、この仕事は私が出発する日に終わると思っているのですか？ 

52 私は、来るべき時代に、あなた方が、伝統やお祭り騒ぎに熱中して、法を置き去りにした過去の時代のように行動
せず、法の遂行に専念できるように、信心深い形式、儀式、伝統を根絶やしにします。 

53 モーセの霊が、あれほど愛した民の信仰のなさ、弱さを目の当たりにして、来世でどれほど泣いたか知らないのだ
ろうか。彼の種は、後に救い主の血によって水を与えられた。 

54 家長の名で遺産を残した人たちを、どうやって探したのか。分割され、互いによそ者と見なす二つの王国（ユダヤ
とガリラヤ）に分かれた。私は彼らを、彼らだけでなく、地上のすべての民を統合するために来たのだ。私が持っていたも
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のはすべてここに置いてきた。世界から持っていったのは恩義と苦痛だけだ。私は、永遠の遺産である私の言葉と、最後の
一滴まで流された私の血をこの世に残しました。私の体は土に沈み、私の霊は使徒たちの間に流された。これが私の遺言で
した。私が亡くなった後、人々 は私を認めてくれました。私の種は芽を出し、他の国々 へと広がっていきました。私の迫害
者は、その後、私の兵士となったのです。私を冒涜していた人たちが、後に私を祝福してくれたのです。 

55 各国にとって、キリスト教の種が開花することは、平和と道徳の時代を意味した。徳が実を結び、目標と理想が天
となったのです。その後、弱さが戻り、私の教えを守っているように見えるだけでした。お祭りや華麗な儀式で世間を欺く
成就は、人に感銘を与えますが、父を満足させることも、精神を高揚させることもありません。 

56 美徳がないから混沌が戻ってきたのであり、美徳のないところに真実はありえない。その理由は、父がモーセに与
えた律法には力がないとか、イエスの教えは過去の時代にしか通用しないとか、そういうことではない。どちらも精神的な
内容では永遠の法則ですが、その水は誰にも強制されない泉のようなもので、この愛の泉に近づく人は皆、自分の意志でそ
うしているのだということを自覚してください。 

57 最初の時、私は律法を民に与えたので、すべての部族がその中で一致して生きることができるようになった。しか
し、私が来てみると、彼らは分裂し、互いに判断を誤り、わが律法を冒涜し、偶像礼拝に陥っていた。 

58 私の愛の教えは、すべての民族を一つの法則で統合するために、後から来たものです。しかし、今、私は人類に戻
ってきて、再び宗派、宗教共同体、イデオロギー、理論に分かれているのを目の当たりにしています。それぞれ自分の考え
や有利な条件によって、信仰を実践しているのです。すべての人が同じ神を愛していると言いながら、別々 になっているの
です。しかし、言っておくが、同胞を愛さない者は、私を愛していないのだ。たしかに、すべての魂が同じ歩幅で道を歩む
わけではありません。なぜなら、その成長の度合いが異なるからです。しかし、わが法則とわが教えを知る者が、その核心
として相互の愛が含まれていることを知っていないはずがありません。多くの人が自分をクリスチャンだと言っていますが
、もう一度言いますが、愛のない者はクリスチャンにはなれません。 

59 あなたがたに言うが、世はわが教義の多くの霊的な教えを知らない。わが教義の解釈を求めてそれを応用する代わ
りに、儀式と伝統に満足しているからである。このため、人類の間に大きな苦難が生じ、人々 が解決策を見出せない紛争が
発生しているのです。 

60 この時代の混沌は、人類にとって予期せぬものだったのでしょうか。いや、それを回避するために発表されたのだ
。この時代の啓示を私の弟子ヨハネに与えたのは、もしあなたがそれを解釈する方法を知っていたら、もしあなたがそれを
無関心に脇に置くのではなく、その価値を与えていたら、この時代が黙示録の第6の封印に属することを知り、あなたたち
は見守り祈り、大きな悪から身を守っただろうからである。 

61 私の言葉が、来るべき時のために、どのようにあなたを準備させるかを見てください。だから使えというのです。
この顕現は、モーセが荒野を進んでカナンに到達しなかったように、イエスがこの世を進んで十字架で人生の旅を終えたよ
うに、過ぎ去るのである。 

62 私は、この顕現の終了に続く時間のために、あなた方を準備しているのです。そのとき、すべての集会所には、わ
が言葉が書かれた本が置かれ、あなたがたは集まって、その本を読んで気分を一新することができるであろう。 

63 今、私の言葉を表現する者を選んだように、私がこの形で現われなくなった時、読書を通して言葉を伝える者を選
ぶだろう。しかし、今すでに言っておくが、私の教えを実践するつもりもなく、ただ聞くだけで満足していては、結局は何
の種も刈り取ることはできないのだ。私の教えは、あなた方が習慣や伝統を作る契機とするためにあるのではなく、あなた
方の精神の義務を果たすための真の方法と考え、あなた方の作品を通じてそれを証明するためにあることを理解しなければ
なりません。 

64 1950年以降、我が民はこの教えを掘り下げて研究し、重要な結論を出すことになる。 

65 今、"金の羽 

"が神の命令に従って作っている本は、無限の価値を持つ宝石のように高く評価されるだろう。あなたが会議でそれらを開
くたびに、それらに含まれる霊的エッセンスは、あなたの魂と苦しみの上に天から息を吹きかけるようなものだからです。
本書は、「七つの封印の書」に秘められた数々 の秘密を解き明かします。 

66 そして、聖霊の光があなたを啓発し、今まで謎であったことを正しく説明することができるようになるのです。 

67 すでに、このすべての発現中に発表された年は、あなたに私の別れを告げるために近くにあり、私があなたに言わ
なければならないすべてのことを手渡すことは私の意志です。私は今、この新約聖書の最後の言葉をあなたに与えようとし
ているのです。 

68 私は冒頭で7つの封印について説明しなかったが、それはその時あなた方が私を理解できなかったからだ。しかし
、今、私はこの謎に光をもたらし、あなたがそれを理解し、すべての無知、疑い、誤りから自由になるようにした。 

69 世界はやがて、これらすべての神の啓示に興味を持ち、あなたの解釈を知るからこそ、あなたを探し出して質問す
るようになる。そうなったとき、あなた方は仲間から身を隠すのですか？常に人前で私の啓示を受けてきたあなたがたが、
それを否定するのか。 
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70 眠らず、揺らぐことなく、分裂することなく。なぜなら、そのとき、仲間たちがあなたに尋ねる代わりに、敵があ
なたを攻撃しに来るのが見えるからです。彼らは、その敵意によって、私の律法を実行し、あなたに真理を尊重させること
の意味を教えようとしていないとは、断言できません。そして、あなたは問うでしょう。「主よ、あなたはその正義の腕を
私の敵に授けられたのですか。 

71 私はあなた方に、どこを見ても兄弟姉妹しかいないように、自分自身を鍛えなさいと言ったのです。私があなた方
につけた神の印は、あなた方が私の新しい弟子として認識されるために役立つ光であってほしいのです。 

72 あなたの霊が父のもとに戻り、あなたの果たされた使命を父に示すことは、どんなに美しいことでしょう。その幸
せのイメージを、この世界では、父親の指示に素直に従い、父の家に戻ってきた子供が体験しているのです。父親は自分が
従順であり、尊敬されていることを知り、子供は自分が父親に褒められ、受け入れられていることを知り、両者の心はなん
という喜びで満たされることでしょう。 

73 天の父の家に帰る霊が、どのような祝宴を開くか、想像がつきますか？父が子を迎える口づけ、その家に住む生き
物の喜びは何だろう。 

74 安全な道で立ち止まらず、その道を進もう、人々 よ、私があなた方を迎えるために待っている大門に到着するまで
、目をそらすな。 

75 私が送る試練にいつも同意できるように、熱心であれ、信仰の炎を心に燃やすことを学び、私への信頼を深めよ。 

76 私はあなたを啓発しているのです。数え切れないほどの光線が人類に降り注ぎ、あなたが今まで闇を作り出してい
たところに光をもたらしているのです。新しい時代の夜明けが訪れ、すべての人が目覚め、私のもとへ戻るよう呼びかけて
いるのです。私があなたがたに告げたように、私の種を地から集めなければならない時が、すでに近づいているからである
。 

77 私のリスナーである皆さんは、私の言葉が顕現するのを見、その影響下で男女が救済されるのを見、信仰と希望が
死んでいた人々 が生き返るのを見、身体と魂が病んでいた人々 が回復するのを見たでしょう。それは、私があなたのもとに
帰ってきて、あなたを助け、あなたの迷いを少なくするためである。父なる神のもとに到着するのを妨げたり遅らせたりす
るものがないように、見守り、祈りなさい。愛と犠牲の道を歩んで来なさい。もしあなたが父に霊を上げ、私に力を求める
なら、私はあなたの声を聞き、巡礼の最終目的地に着くまであなたを強め、そこで私はあなたに平安を与えるだろう。 

78 私が今まで教えてきたことをすべて実現しなさい。しかし、わたしもあなたがたに言う。わたしがあなたがたに教
えたように、愛と忍耐をもって、同胞を教えなさい。 

79 あなた方は、人類が作り出した様々 な宗教団体や宗派に私を求めたが、私はあなた方が儀式を放棄し、狂信の痕跡
をすべて心から根絶することを望んでいる。精神的に私のところに来て、心から私を愛し、私の法律を尊重し、従う。そう
すれば、私に真の礼拝を捧げることができる。 

80 悩める者、孤独な者、病める者よ、私のもとに来なさい。罪の鎖を引きずっている者、辱めを受け、義に飢え、渇
きを覚えている者、私のもとに来なさい。 

81 もし、あなたが精神の財を持ちたいのなら、私はそれをあなたに与えよう。もし、あなたが地上の財を有効に使う
ために私に求めるなら、あなたの願いは尊く正しいので、私も同様にそれをあなたに与えよう。そうすれば、あなた方は良
き管理者となり、私はこれらの財を増やし、あなた方の仲間に分け与えることができるようにしよう。 

82 人を見てみろ、自分の存在意義を見いだせずに、いかに無駄な苦労に疲れているか。彼らは理想のない人生を見せ
てくれる。なぜなら、彼らは美徳の道から外れて、不自然さと死が支配するところでのみ快楽を求めるからだ。彼らは、愛
の中に、助け合いの中に、博愛の中に、人生の喜びを見出すことができなかったのだ。彼らは、自分たちをこよなく愛し、
すべての人の平和と救いだけを願っておられる父の訴えに耳を傾けなかったのです。 

83 宗教団体や宗派に分かれている世界は、私が不在か、少なくとも遠くにいると考えているので、この時間に私を呼
んでいるのです。私が一緒にいるにもかかわらず、彼女は私の存在を感じていないのです。しかし、あなた方には、一人ず
つ主のハードルに入り、そこで私の教えを理解したときに、皆一緒になると言っているのです。 

84 この種を育てて、前に進みましょう。光はあなたの道しるべとなり、あなたの後には、私があなたに託す大勢がや
ってくるでしょう。 

85 祈りの翼で、仲間の間に光を広げに行け。刑務所や病院に行って、そこに快適さを置いてきてください。 

86 疲れたときは、私のもとに来なさい。私があなたを強くする。恐れてはいけない。私は許しであり、恵みであり、
真の正義なのだ。 

87 私は、種と働き手を求めて畑に流れ出る源なのです。 

88 地面は、人々 が急いで自分のパートを開始するために準備されています。 

89 そして、良い種が実を結び始めたら、それを邪魔する雑草を駆逐してください。毒草に由来するものはすべて破壊
し、怠け者になるな、そうすれば豊作をもたらさないからだ。 
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90 黄金の穂が輝く畑を見せてください。そして、収穫して穀倉を満たし、それぞれに割り当てられた数の魂が人生の
旅路で飢えることがないようにすることができるのです。 

91 人の間で優勢な偶像崇拝の行為は、偽りとして拒絶されるでしょう。私があなた方に示した教えは、真理の理を備
えており、やがて認められるでしょう。 

92 学者は、存在するもの、起こるものすべてに理由を求め、自然の外には原理も真理もないことを、科学で証明しよ
うとするのである。しかし、私は彼らを未熟で、弱く、無知だと考えています。 

93 12歳のイエスは、群衆の質問、視線、判断に耐えなければならなかったとき、一冊の本も読んでいなかったので
す。しかし、彼は知恵に満ちた演説をした。その子の心には至高の光が輝き、その唇にはまさに神の言葉が花開いたからで
ある。なぜなら、あなたがこれから受ける尋問や裁判に直面したとき、あなたにもそれができるからです。そうすれば、神
の教えには必ず原理と論理的根拠と正当性があるので、納得してもらえるでしょう。論理的で自然な理由のない奇跡はない
、原因なくして起こるものはない。木の葉も私の意志なしには動きません。 

94 あなたは、"主の威光は計り知れないほど大きいのに、なぜ、最も取るに足らない人間を使って、主の知恵を広め
ているのか "と問われるでしょう。 

95 これに対してあなたは、神の子に対する愛には限りがなく、それゆえに人間はしばしばそれを理解することができ
ないのだと答えるでしょう。 

96 あなた方は謙虚でなければならない。あなた方の主人が王国を離れてこの地上に住み、謙虚な姿を見せたのなら、
あなた方と対等な人たちの目には、私に見習わなければならないのだ。 

97 もし、第二の時代のように、物質に戻る必要があれば、たとえ肉体と精神に苦痛を与えるその道を通らなければな
らないと分かっていても、私は来るでしょう。しかし、今、私は霊で来ている。あなた方は、私の神聖な真理を把握するた
めに、自らを備えなければならない。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 145 
1 見よ、神の霊は再びあなた方の間にいる。 

2 愛する子供たちよ、私のもとに来なさい、道と砂漠の巡礼の旅から休みなさい。 

3 あなたの創造主である私は、私の柔和さ、謙虚さ、そしてすべての子供たちへの私の愛を人に示すのです。第二の
時代、私は私の「ことば」を送ってあなた方の間で人間となり、彼は自らを「人の子」と呼んで、私の謙遜さをあなた方に
証明したのです。 

4 私は今、被造物の特権である人間を通して自分を現し、兄弟姉妹の心の器官を通して私の言葉を聞くことができる
ようにしているのだ。 

5 あなたは私のことをどんなに遠くにいると思っていて、実際はどんなに近くにいるのでしょう。 

6 この日、私が託した今年一年に別れを告げる全人類を、あなたの中に受け入れます。 

7 

あなたがたは、その日、わたしがあなたがたに、父として、主人として、あるいは裁き主として、どのように自分を示すか
を知らない。 

8 私はあなたを驚かせ、あなたの心の奥底に入り込みます。 

9 真実によれば，エホバ，「ことば」，および聖霊は一つの神，唯一の神であり，すべての被造物の始めであり終わ
りである，存在するすべてのもののアルファでありオメガであると，わたしはあなたがたに告げます。私は父として語りか
け、師として教える。私の優しさは、あなたの肉と精神に降り注ぐでしょう。 

10 あなたの普遍的な母であるマリアは、私の中に住んでおり、彼女はその愛する被造物に最も優しい愛撫を与えてい
ます。彼女はあなた方の心の中に、その安らぎと聖域の備えを残してくれたのです。マリアは世界を見守り、ヒバリのよう
にその上に翼を広げて、極から極まで守っているのです。 

11 すべての創造物から、私は感謝としてもたらされる賛辞を受け取ります。 

12 幼少期から老年期まで、男と女の心を見抜く鋭い眼差し。私は、国や地方、諸教会、そしてまだ地上に住む実体の
ない存在の中に、目に見えない形で姿を現します。そして、私の霊的な存在は、人類の未来がどうなるのか分からないと、
人々 を震え上がらせます。 

13 今、私は意志の自由を持つ人間に触れようと思う。彼は自分の意志を貫きたいが、すべては私の意志に従って起こ
るのだ。 

14 開発はすべての魂に影響を与え、徳と直感を開発するからこそ、この光は彼らに届くのです。 

15 世界には平和がないこと、飢えや渇き、必要や不幸があることを理解することになるでしょう。しかし、私はあな
たに尋ねます。なぜ？ 

16 私がこの地上に置いた豊かな祝福は消えてしまったのでしょうか。宇宙の秩序や法則は変わったのか？王家の星は
、もはや光と命を与えてはいないのでしょうか。泉に水がなくなり、畑に稔りがなくなり、木に実がならなくなったのか？
あなた方の頭脳には知識の光がなく、心には感情がないのだろうか。あなたの精神には力が残っておらず、もはや私に顔を
上げることができないのですか？あなた方は皆、私から生まれてきたのに、なぜ敵のように振舞うのか。 

17 神霊も泣くが、今は私の涙が世に落ちることはない、許す。彼らは私の神聖なマントの上に倒れ込むだろう。 

18 私からトウモロコシの穂を取りなさい。それは愛と平和と親善の麦である。それを育てて、あなたの魂を支える糧
としなさい。 

19 私の手には剣が握られているが、それは殺人用の武器ではなく、真実である。真理の兵士になろうとする者は、こ
れを右手に持て。そうすれば、あらゆる戦いにその光で勝利することができるだろう。 

20 人の霊は、私が今与えている教えを求めて前進しているのです。すでに巡礼者たちが到着し始めている。 

21 学者が試練を与えるので、目を覚ましていなければなりません。自分を偉いと思っている学者が隠していたこと、
理解させなかったことが、必ず卑しい者に明かされるからだ。 

22 迫害されたとき、紅海が開いて通れるように、力を合わせてください。しかし、人々 よ、あなた方は私の愛の掟を
果たさなければならない。私の許しが欲しいのですか？私も、仲間を許してほしいと思っています。 

23 あなたがたは自分の死者をわたしに託したのです。あなたは私に愛を与えてくれたが、それを同胞への慈悲として
示すようお願いする。 

24 人類よ、太陽の光はすでに近づき、あなた方の世界の顔を照らし、その光であなた方に新しい日が貴重な期間とし
て明けることを伝え、その中であなた方は進歩を遂げ、善意ある人間にふさわしい真の平和を獲得することができるように
なるのです。 

25 彷徨える魂の民よ、父なる神の声を聞き、しばしの休息を。私のことばに耳を傾け、これを愛し、これを信じる者
は幸いである。その者は父にふさわしい子であり、愛のわざによって私の律法と教えを熱心に守っているからである。 
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26 今、皆さんは私の言葉に耳を傾けていますが、無駄な考えで思考を乱すことはありません。ある者は熱心に聞き、
ある者は自責の念に駆られ、またある者は私の一語一句にしがみつく。 

27 今この瞬間、ここにいるこの会衆に代表される人類は、泣く者には痛みの影のように、その恩恵を受ける者には優
しい手のように、つまりあなたの精神の永遠のための秒読みのような一年を過ごしたのです。しかし、時は流れ、私は私の
子供たちと永遠に共にあるのです。 

28 この日、すべての魂がその魂に私の神聖な存在を感じる瞬間があります。そして、抱えている課題が大きければ大
きいほど、その内側に語りかける声も強くなるのです。 

29 1945年は、戦争の最後の影を残した年であった。鎌は何千もの存在を刈り取り、何千もの魂が精神の故郷*に帰
りました。科学は世界を驚かせ、その破壊兵器で地球を震撼させた。勝者が敗者を裁き、処刑したのである。痛み、悲惨さ
、飢えが広がり、跡には未亡人、孤児、寒さが残る。災いは国から国へと伝わり、自然の力も正義と憤りの声を上げる。破
壊、死、荒廃のデブリフィールドは、文明を自称する人間が地球の表面に残した痕跡である。これが、この人類が私に与え
てくれる収穫なのです。しかし、私はあなたに尋ねます。この収穫は、私の穀物庫に入るに値するものだろうか？あなたの
邪悪な果実は、あなたの父に受け入れられるに値するものですか？この木は、もしあなたが互いに愛し合いなさいという神
の戒めに従ったならば、植えることができた木以外の何ものでもありません」と、私はあなたに告げます。 

* スペイン語の "valle 

"は文字通り谷を意味し、しばしば「向こう側、（精神）世界、生活空間、家（土地）、家での」という意味を持ちます。 

30 モーゼの時代には、打撃には反撃で返すのが当たり前だったように、人間は隣人に対して厳しく、不屈の精神で接
しているのです。今日、私は、もしあなたが正義を考えるなら、あなたは隣人を測るのと同じ物差しで測られることになる
、と告げます。 

31 しかし、私はあなたを許し、あなたを祝福し、私の教えという祝福された種を愛情をもって育てる時間を与えます
。私は偉大な戦士である。誰がこの「大義」の兵士になることを急ぐのか。私は平和の力を借りて戦争をする。そして、私
は善の剣で悪を滅ぼす。 

32 人生の静かな時に、私に従って善の道を歩もうと決心する者は、私の兵士であり、私はその手に剣を置き、彼が戦
って勝てるようにする。この剣は真理であり、その光に耐えることのできる敵はいない。 

33 愛するイスラエルよ、今日は喜ぶべき日である。なぜなら、永遠の神があなたたちとともにいて、互いに愛し、赦
すことを教えてくれるからである。私はあなたがたに私の教えを与え、喜びに満ちてあなたがたのところに来た。しかし、
あなたがたはしばし私を忘れるので、私は苦しんでもいる。 

34 私の平和を受け取ってください。もう一度、あなたを祝福し、許します。あなた方の心は、全世界の平和と赦しを
求める叫びとして、供え物として、焼燔の犠牲として、私の足元に身を投げたのです。マスターの教えは、再び皆さんの心
と魂に松明のように灯りました。 

35 それは、地上の国々 が準備不足のまま迎える光と闇の戦いの時であり、訪問と償いの時、浄化と正義の時である。
私は、すべての国が混乱しているのを目の当たりにしています。すべての宗派、宗教団体が分裂している。しかし、今この
時、私は再びあなた方の前に『真理の書』を掲げる。 

36 新しい年が来るというが、私はあなたに言う。御霊は時代に左右されない。それは、永遠と御霊に従う時間である
。 

37 私の言葉を聞いてこれを愛する者、私の宣言を理解し、見聞きしたことの記憶を大切に心にとどめる者は幸いであ
る。 

38 信者も未信者も耳を傾ける。私を愛する者も、私を冒涜する者も、私の言葉に耳を傾ける。目覚めた者も眠ってい
る者も、勤勉な者も怠惰な者も、精神化された者も物質化された者も、みな私の祈りの家で聞いている。 

39 みんな、どれだけ迷ったんだ！？何度道に迷ったことか！？どれだけ探したんだ！？どれだけいろいろなことを探
ったのでしょうか!あなたはとても高く昇り、奈落の底に落ちてしまったのです。 

40 しかし，ここには，永遠の，未知の，忘れられた方であるエホバが，人々 に尋ねておられます：あなたがたは今，
疲れているのか？今、あなたがたは罪の道を歩むことをやめようとするのか。まだ失望が足りないのか？あなたはまだ、こ
の世界で偉大になりたいと思っていますか？偉大さは謙虚さにあることを知らないのですか？ 

41 私は父であり、与える者である。私は、いつの時代も人に向かって、"求めよ、さらば与えられん 

"と言ってきた者である。ここに私の手がある。その中には正義の杖、金の穂、光の剣がある。カップの底には、まだ苦い
イースト菌が残っている。しかし、新しい年は平和を約束するものでもあるのです。 

42 あなたは、私が約束したように、天の御国があなたのところに来ることを望みますか？私の意志はあなたのもので
す 
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43 罪深き人類よ、私は愛に満ちた父であるから、あなたを赦す。黄金の穂を手に、この麦を育てるのだ。それを百倍
にして、収穫の時にあなたの精神をリフレッシュしてください。それは、愛、調和、兄弟愛、平和、親善の小麦です。自分
の中に持ち込もうこの小麦で毎日のパンを焼き、あなたの兄弟に与えなさい。それは、許し、慈しみ、友情の小麦です。 

皆さん、私の言うことがわかりますか？ 

44 この日、私は未来からベールを取り去り、あなたを準備します。この民を求めて、いかに大勢が、列車が進んでい
るか、この光を求めて、いかに大軍が流れ出しているかを見よ。巡礼者たちがあなたのドアをノックしています。目覚めよ
、人々 よ!科学者は、あなたを探求し、あなたに質問することを急ぐ。 

45 あなたは私の秘密を尊重し、私が呼んだときだけ侵入してきました。私が許した範囲で私のことを知り、徐々 に私
に近づいていくのです。 

46 あなたは、この時代に私が選んだ人たちに属しています。ある者は幼少期に、ある者は青年期に、ある者は老年期
にのみ召されましたが、各自がまだこの世に生きている期間を考慮して、任務を託されたのであります。 

47 私のところに来た人で、私に心配を託さない人はいなかった。しかし、その後に、それは私に近づくためのステッ
プに過ぎないということに気づいたのです。そして、その試練を経て、さらに多くの喜びがあなたの精神にもたらされるこ
とを祝福したのです。 

48 その痛みがあなたを私に近づけたのだから、あなたはその痛みを祝福してください。その後、あなたは祈ることを
学び、最後に、私の教えである愛と慈悲を兄弟に実践する霊的な任務を遂行するようになったのです。 

49 それ以来、あなたがたの人生に奇跡が起こり、以前と同じパンを食べても、もはや苦い味ではなく、甘くておいし
い味となり、途中で遭遇した、神を冒涜し、信仰を失った困難も、もはや乗り越えられないと考えて気落ちせず、かつては
あなたを打ちのめした体の苦しみさえ、もはや落ち込ませることはないのである。 

50 それは信仰の力であり、霊化と再生の効果である。 

51 過去には、感覚的な満足だけを求めていたために、多くの霊的な印象が気づかれずに通り過ぎていきました。感覚
的な印象は、しばしば魂を物質化する傾向があります。今、あなたは新しい人生を発見し始めています。あなたを取り囲む
すべてのものの本質、美しさ、意味、真実を発見し始めているのです。 

52 私の教えを聞いているうちに、考え方が寛大になり、今までの拝金主義が変わり、生活が向上していくのです。す
でにあなたは、以前のようにしつこくお願いすることをやめ、祈ること、そして祈りの中で私に言うことを感じることを学
んでいるのです。だから、あなたが私に「主よ、あなたの御心が私に成されますように」と言ったのは、あなたが自分の言
葉の意味を理解し、私が決めたことだけを私から受け取るように自分の心を整えたからなのです。なぜなら、命の水を求め
て、常に新しい心がこの集会所に集まってくるからです。私は、彼らが私を理解し、同時に理解されたと感じられるように
、別の方法で話さなければなりません。 

53 あなた方一人一人が最初にここに来て私の言葉を聞いたとき、私が同じように受け取ったことを思い出してくださ
い。ある人たちには、私のことを理解できないので、霊的な使命について話すことはしません。家族の内外で遭遇する厳し
い試練を解決する方法を教えています。苦しみを慰め、健康を回復させる癒しのバームを与え、励まし、希望で満たします
。 

54 すると病人は、天からのまなざしが自分の痛みを知っていること、そしてそのまなざしは、自分が背負っている苦
しみの重荷から解放してくれる父のまなざしであることを感じるのである。地上では優しさも理解も好意も知らなかった心
が、突然、私の言葉の魅力に包まれたように感じるのです。無限の愛で愛し、長い間我慢していた痛みが奔流となって溢れ
出すのを感じるのです。 

55 孤独な男も、誤解された男も、情欲や悪徳の奴隷となった男も、捨てられた女も、人生に立ち向かうことを恐れる
若い娘も、すべての問題を私の前に持ち出す家族の父も母も、この世に住処のない孤児も、私は彼らの声を聞き、私の言葉
の細かいノミで彼らの心に働きかけよう」。 

56 なぜなら、そうすることで彼女を重荷から解放し、彼女がその後歩むべき道を用意し、そうすることで彼女の中に
信仰の灯をともすことができるからです。 

57 私の愛の源は、この瞬間にあなたの上に流れ、あなたを許し、祝福するのです。 

58 私はこの日、あなた方が私の言葉を聞き、それによってリフレッシュすることができるように、あなた方を迎えま
す。 

59 これらの群衆の中に、偽善者やパリサイ人、高利貸し、物質的財や名誉などの道徳的財、あるいは信仰や平和など
の霊的財を奪う者がいたとしても、私はあなた方が皆、汚れないように愛撫する。 

60 最も迷い、最も律法から離れた者にこそ、私は繰り返しわが言葉の力を示すのである。だから、私はこの間、あな
たがたに詳しく話したのです。あなたがたを深淵から救い、頂上に導くために、愛に満ちた正義と無限の知恵に満ちた教え
を説いたのです。深淵は暗闇に満ちており、そこでは決して真実を知ることはできないからだ。一方、頂上は知恵と愛と正
義の光で輝いています。 
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61 正義の訪れと叱責は、頑迷な者、愚かな者、悪に執着する者のためにある。でも、愛の言葉で改心してくれる場合
もあるんですよ。 

62 この会衆は、この二つの点で絶え間なく触れられている。精神的*、肉体的におとなしい人は愛で十分に導くこと
ができるが、愛に反応しない人には、節度と秩序を取り戻すための苦痛が必要である。 

* 

143.7の脚注で述べたことは、spiritualとpsychicという形容詞にも同様に適用される。この2つの言葉は大きく重なることが多い
が、「スピリチュアル-

メンタル」の二重呼称や、「スピリチュアル」ではなく「サイキック」という現代的な呼称は控えられていた。 

63 ゆっくりと、一歩一歩、再生が現れるにつれて、苦痛によって自らを浄化する人々 の階級から、精神化によって自
らを高める人々 の階級へと移行していく。 

64 皆さんは私の話を聞いて、黙ったままです。あなたの良心の本は、あなたの精神の前に、あなたの心の前に開かれ
ています。真の道を示し、自ら進んできた道を認識させるものです。しかし、この時、観客の精神は、私の最後の言葉さえ
も聞こうと復活したのだ。 

65 ここで、この言葉を前にして、自分の存在の内と外、つまり、霊と肉において震えない者はいないのだ。ここで私
の話を聞いている間、彼は生について、死について、神の正義について、永遠について、精神生活について、善と悪につい
て考えているのです。 

66 私の声を聞いて、彼は自分の中に魂の存在を感じ、自分がどこから来たかを思い出す。 

67 私の話を聞いている短い間に、彼はすべての隣人と一体感を感じ、自分の存在の深みで彼らを真の兄弟姉妹、霊的
な永遠の兄弟姉妹として認識し、これは地上では一時的なものなので、肉に従っているだけの人たちよりもさらに身近な存
在であると思います。 

68 私の話を聞いて、私に認められたと感じない人はいないでしょう。だから、わたしの前では、だれもあえて自分の
汚れを隠したり、ごまかしたりすることはない。そして、私は彼らに気づかせる。しかし、誰も公にはしない。私は決して
暴露しない裁判官だからだ。私はあなたがたの中に、姦淫、嬰児殺、盗人、悪徳、病苦など、罪を犯した者の魂にかかるら
い病のようなものを暴露すると言っているのです。しかし、私は、あなたの心の罪を暴くことができることを示すことによ
って、わが言葉の真理をあなたに証明するだけではない。また、悪や誘惑に打ち勝つ武器を与え、再生の方法を教え、あな
たの存在の中に善、高、純粋への欲求を目覚めさせ、卑しいもの、偽り、魂にとって有害なものすべてへの絶対的な嫌悪を
起こさせることによって、私の教えの力をあなたに証明したいのです。 

69 私が新しい民を形成している男女の皆さん、この祝福された時間に内心静かに泣いている愛すべき大勢の皆さん、
私と共に休み、私の許しが皆さんの上に降り注ぎ、皆さんの傷を清め、重荷から解放し、皆さんが新しい存在を始められる
ように感じてください。 

70 私は、自分の犯した罪の重さに気づき、その時、引き裂かれた心で、私に許してくれるよう頼む人たちの心からの
悔い改めを見る。私は、彼らがこの世で測ったのと同じ物差しで罪の償いをさせないように、そして最後に、私に悔恨を証
明する機会を与えてくれるよう頼む人たち。真の悔恨の涙を流す彼をどうして知らないでいられようか、彼が苦悩しながら
私に求めてくるその機会をどうして否定できようか。同様に、私は偽りの悔い改めで自分を欺く者をも知っているが、私で
はない、私はあなたの存在の向こう側を見るからだ。彼らが良心の呵責に完全に目覚めるのに必要な限り、私は試練を与え
よう。 

71 皆さん、今こそ私の愛撫、私の愛、私の平安を感じてください。皆さんは師の家での霊的な宴に来たのですから、
父の許しと愛の料理を楽しむのは当然のことです。 

72 私の愛のマントが宇宙に広がる。 

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 146 
1 弟子たちよ、わたしはあなたがたの額を撫でて、深い悲しみを払い、あなたがたはわたしに目を上げて、"主よ、

あなたはここにおられたのですか "と言ったのである。 

2 わたしのことばに注意を向けなければならない。わたしが真に聞かれるとき、わたしは宝庫を開き、わたしの弟子
たちにわたしの知恵を注ぐ。あなたは私に尋ねます、「あなたの偉大な忍耐と偉大な神聖な愛は何によるものですか？あな
たがたの多くは地上で親であり、あなたがたはみな子供であったのです。自分の子供が最もひどい侮辱を受け、最も残酷な
恩義を受けたときでさえ、自分の子供を苦しめることを望む父親がいるだろうか。その父親の心には深い傷ができ、痛みが
突き刺さり、時には怒りで心が曇ることもありますが、その子の悔い改めの言葉や謙遜の行為で、再び父親の心に迫ること
ができるようになったのです。人間としてそうしているのに、なぜ私が完璧に愛し、許していることに驚くのでしょうか。 

3 あなたを愛し、愛されていると感じるために、私はあなたを創りました。私があなたを必要としているのと同じよ
うに、あなたも私を必要としています。私には必要ないと言う人は、真実を語っていない。もしそうであれば、私はあなた
を創ることも、愛の証であるあの犠牲によってあなたを救うために人となることもなく、あなたを滅ぼしたことでしょう。
しかし、あなたがたが私の愛で自らを養うなら、あなたがたの父にも同じものを提供することになることを理解しなければ
ならない。私はあなたがたに何度も言う、「私は渇く、あなたの愛を渇く」と。 

4 あなたは私の霊の一部なのだから、あなたは私から離れてはいけないし、私はあなたの不在をどのように感じなけ
ればならないか。なぜ、私の言葉を理解し、私が来た方法まで理解するよう求めるのか、おわかりでしょうか。- 

私が罪深い体を通して自らを現すという事実を、あなた方が不思議に思わないように。あなたの罪は、私の愛の障害にはな
りえません。私はあなたを浄化して、私に近づけるために来たのです。このことを理解している人とそうでない人がいます
。それゆえ、この時代に私の話を聞いた大勢の男女の中には、私が人のもとに帰ってきたと声高に宣言する者もいれば、そ
んなことはあり得ないと言う者もいるのです。 

5 私の存在は、決してあなたから離れてはいません。それは、私の約束を果たすためにあなたに注ぐ私の言葉である
。この言葉から放たれるのは、私の愛であり、私の光である。現在、私はあなた方に教えているが、わが意志によれば、こ
の顕現の最後となるよう運命づけられている1950年が来れば、わが霊があなた方から離れることなく、この顕現の形態を
終わらせるだろう。 

6 この時、一部の心だけが準備される。 

7 私は第二の時代、世界が改心するのを待って、はじめて出発したのでしょうか。私は、嘲笑、蔑視、残酷さ、疑念
の中で旅立ちました。世界がよみがえるためには、私の死が必要だと思ったからです。この時、私はあなた方の混乱、狼狽
、疑念の瞬間に新たに出発するのです。しかし、愛の証として人類に遺された私の言葉は、もう一度世界を揺り動かすだろ
う。 

8 思想、信条、宗教、教義、哲学、理論、科学の戦争が起こり、私の名前と私の教えがすべての唇に触れることにな
るのだ。私の帰還は議論され、裁かれるでしょう。そして、偉大な信者が立ち上がり、キリストが再び人間の間に現れたと
宣言するのです。その時、私はその心を無限から励まし、その道で奇跡を起こし、その信仰を強めよう。 

9 今日、人類は、東方の賢者たちがベツレヘムの飼い葉桶にやってきて、神の子を崇めたその日を記念しています。
今日、ある心が私に尋ねます。"主よ、あの強大で賢明な諸侯があなたの前にひれ伏して、あなたの神性を認めたというの
は本当ですか？" 

10 そう、私の子供たちよ、科学、権力、富が私の前にやってきてひざまずいたのだ。 

11 また、羊飼いたちとその妻や子供たちは、この世の救い主と天の優しさの象徴であるマリアを迎え入れるために、
謙虚で健康的で素朴な贈り物を携えていたのです。謙虚さ、無邪気さ、素朴さを表現しています。しかし、羊皮紙の巻物の
中にメシアについて書かれた予言と約束を持っていた人々 は、誰がこの世に来たのか疑うことなく、ぐっすりと眠ってしま
ったのです。 

12 私の使徒たちの歴史に書かれていることを疑うこともあるでしょう。私の人生は多くの偽りの伝説に囲まれていた
からです。今、私は、彼らが書き記したことは真理であり、さらに、あなた方の救いのために絶対に必要なことだと言って
いるのです。これらすべては今私が確認する。しかし、人の想像力が作り出したものは、この時代、わが言葉の真理によっ
て永遠に破壊されるであろう。庶民は私の言葉を聞き、その心に謙虚さと慎み深さという贈り物を携えてきたのです。その
後、あなた方の科学の世界、金持ちや権力者は、私の見えないプレゼンス（存在）の前にひれ伏すことになる。 

13 私は過去の時代よりも物質化されたあなたと出会いましたが、霊を通じて達成された進化は、人類が私の新しい霊
的な姿を理解することを可能にするでしょう。人間がいかに私の神性から自分を遠ざけようと、見よ、彼は神性から一歩し
か離れていないのだ。私が存在しないと主張する人もいる。しかし、これに感心してはいけない。この人たちは、私に対し
て非現実的な考えを抱いているから、このような言い方をするのだ。この点で、彼らの科学に失望し、私が彼らの考えてい
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たところと違っていたとき、彼らは私を否定した。しかし、私が本当に存在するのかどうかを知りたいという欲求は、どれ
ほど大きいことでしょう。 

14 人間はまだ自分自身を発見していません。多くの混乱した謎の解決策と多くの疑問への答えを得るために、まだ霊
的に自分自身を認識していないのです。今こそ、自分自身を見つけ、発見し、認識すべき時なのです。そのとき、彼は私の
存在をどれだけ明確に感じられるだろうか。 

15 私はあなた方が短期間、あの世の存在と接触することを許可しました。第2時代には許可しませんでしたが、当時
は彼らもあなた方も準備ができていなかったからです。この扉は、この時代にわたしによって開かれたものであり、これに
よって、わたしの預言者の告げ口と、いくつかの約束が実現するのである。1866年、この目に見えない扉は、あなた方の
ために、また、選ばれた者たちの心の器官のために開かれ、光の精霊たちが人間にもたらすであろうメッセージを知らせる
ために開かれたのです。その年の前に、霊が地上の国や民に現れ、私の来臨の前兆となった。 

16 あなた方は科学の分野では多大な努力をしてきましたが、精神的なことに関しては深く眠っていたのです。しかし
、私は愛を根源とし、そこから慈悲、知恵、兄弟愛を発する神聖な科学を教えるために来たのだ。あなたの科学は、人々 を
より親密にし、時間と距離を乗り越え、理解の果実となりました。では、心によって世界が近づき、心によって永遠が得ら
れることの何が不思議なのだろう。この道を歩むことを望む者は、心に畏敬の念をまとい、見守り、祈り、良心の呼びかけ
に従わなければならない。 

17 この物質的で具体的な形での霊界との交流は短いもので、1950年にはこのレッスンと体験は終了すると、私はあ
なたに伝えました。しかし、もしあなたがそれを適切に使用するならば、それはあなたに無数の果実を残します。そのうち
の一つは、私が一時的にあなた方の心に許した有効性を必要とせずに、霊と霊との対話、直接的なコミュニケーションのた
めにあなた方自身を準備することです。その時、愛だけがお互いを引きつけるのです。 

18 混乱した科学や新しい狂信や迷信の餌食にならないように、このような形で教えているのです。だから、第二の時
代には、このような形で与えられた教えを知ることは許されなかったのである。キリストはあなたがたに約束し、エリヤは
この時代にそれを実現した。1950年以降も、霊的な存在は物質的にこの世に現れ続けるだろう。これは、多くの疑い深い
人たちを信じさせ、多くの霊的存在を目覚めさせるのに役立つだろう。しかし、ここにいるこの人々 は従順であり、この種
の顕現が示された時に彼らと共に終わるようにしなければなりません。その後、この弟子たちは諸国を巡り、人の間に生え
た雑草をしっかりと根こそぎにし、経験の光だけが肥沃な麦として残るようにするのです。聖なるものに対して行われる冒
涜の後には、純粋なものに対する敬虔な気持ちを教える人々 がやってくるでしょう。そして、人の心に霊性が支配するよう
になると、自分の心が他の世界へと上昇し、それらが自分の心の中に入ってくるのを感じるようになるのです。そうすれば
、人々 は心の中に天の国の存在を感じることができるようになり、精神的な高揚を得ることができるのです。 

19 地上で結ばれた愛の絆は、永遠において霊的に結合する者たちによって、さらに緊密なものとなるのです。こうし
て、もはや何の違いもない普遍的な家族が形成されるのです。 

20 また、あなたがたの中には、暗闇に生きる混乱した存在も現れている。彼らは、私があなたに託した贈り物の扉を
通ってきたのです。しかし、誰がそれらの発現を悪とみなし、私のこの教えを不正と判断することができようか。この贈り
物は、人間の間だけでなく、魂が暗くなった人々 の間でも善を行うために役立つと思いませんか？ 

21 これらの教えを偽りと判断する人は、第二時代のイエスの著作をひどく研究している。霊的な生活も物質的な生活
と同じで、あなたが生きているこの生活のように、岐路や訪問や誘惑があるのです。善を行うための扉が開くと、困った人
たちがそこに殺到する。第二の時代のイエスがそうであったように、そしてこの時代にその贈り物を受け取った人たちがそ
うであったようにね。そこに、あなたの慈悲を見たいのです。 

22 憑かれた人が来ても、悪魔に憑かれたとは言わず、憑かれた人の中に贖罪の同胞を、支配する者の中に彼を混乱さ
せる苦しい兄弟姉妹を見て、あなたを祝福します。 

23 将来的には、それらの存在が現実を理解するために、あなたの脳を使う必要はなくなるのです。光を見るためには
、あなたの思いを心の中で受け止めるだけで十分です。 

24 私がこの形で皆さんとご一緒するのは、すでに最後の期間となりました。それを信じ、また、私の言葉を物質的に
聞かせるために、ましてや人間になるために、この世に戻ることはないと信じなさい。 

25 あなた方は武装しなさい。私が戻った、キリストが地上に現れたという噂が、あなた方のもとにやってくるでしょ
う。そして、あなたは忠実であり続けなければなりません。 

堅さは言う。"主はすべての子とともに霊になる 

"と。しかし、もしあなた方が眠っていて、自分自身を霊化しないならば、あなた方は、私が（人間の声の主を通して語っ
た）わが言葉を撤回したことを否定し、神を冒涜し不従順となり、大勢の人間にわが光線を呼びかけて、「我々 に言葉を与
えてくださった方に、我々 に語り続けていただくように懇願しよう」と言うだろう。歌と賛美歌を捧げて聞かせよう」。し
かし、本当にあなたに言います。私の光線は人間の理解器官には戻りません。私はあなたの愚かさを支持しないからです。
それはどんな結果をもたらすのでしょうか？- 
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見かけの光の言葉は、あなたを混乱に陥れるということです。あなたの心はそれを望んでいないのでしょうか？そして、そ
の試練に備えなさい。あなた方の従順と謙遜の上に、わが霊感の光は輝くだろう。 

26 もし、これらの共同体が1950年までに一つの共同体に合併されなければ、まもなく混乱が支配することを、私は
あなた方に告げます。なぜなら、「主人は自らを知らしめ続けるだろう」と言う人々 がいて、その時この人々 に災いが起こ
るからですこの脅威をまだ考慮していないのですか？まだ、兄弟愛と団結の精神は目覚めず、あなた方は団結するのは出来
事だと期待しているのです。しかし、それを期待すると、かえって疫病、無秩序、戦争、自然の力の裁きが起こり、地球の
表面にも内部にも、海にも空にも、もはや世界に平和の場はないのです。 

27 人々 よ、私はこの日、親切に満ちたわが言葉を始めたが、その後、危険を警告し、そのうちに誤りを正す必要があ
るため、厳しくなった。しかし、私の教えの言葉は、優しい言葉で締めくくります。 

28 弟子たちよ、人々 がキリストの誕生を記念する日に、あなた方が義務、謙遜、従順という霊的な献身の道を歩んで
私のもとに来ることができるように、私はあなた方の目をさらに大きく開けたことを忘れてはならない。 

29 今日、あの時の羊飼いたちのように、あなたは私に愛と喜びの贈り物である乳と蜜とパンを差し出してはいないの
です。また、この時代の王や学者たちが、香や金や没薬を私に持ってくることもない。すべての人は、私に魂を差し出し、
私が彼らの中に愛の供物を置くことができるようになる。 

30 今この時、人間の理解器官によって、私は私の言葉をもってあなたがたに降り立ち、あなたがたを歓迎し、あなた
がたに永遠に私の赦しを与えたことを告げようとしている。 

31 私はあなたの中で新しい種を待ち望んでいます。あなたが光の種となるために、私の声を聞いてください。 

32 多くの人が死にたいと思うのは、この世に理想がなく、疲れているからではないでしょうか。確かに肉体の死は魂
の新生ですが、その肉体は自分を浄化するためのものです。祈り、見守ることで、弱ることはない。私はあなたの中にいま
す。キリストの血が人類に降り注いだと言うとき、それは単なる象徴、シンボルに過ぎないとお考えでしょうか。私の血と
体が、あなた方一人ひとりに託された使命を果たすための道を示していると言ったら、あなた方はどう思うでしょう。そし
て、もし私の霊があなた方ひとりひとりの中に溢れているのなら、なぜあなた方は自分を兄弟と認めず、むしろ自分たちを
嫌悪するのだろうか。あなたが仲間にすることは、私にすることだと考えたことがないのですか？ 

33 イエスの人間的な降臨を探し続けてはならない、それはあなたがたにわが身体の完全性を明らかにすることはない
。私が当時と今とで与えた偉大な啓示を浸透させれば、私がこの時期に伝えていることを理解することができます。 

34 たとえ私のことが書かれていても、神の霊感で書かれたのではない、世の中の書物に手を伸ばすな。人間の心から
出たものは誤りを含むかもしれないが、天から出たものはあなたを惑わすことはできないことを忘れないでください。真珠
やダイヤモンドを守る以上に、私の啓示を熱心に守ってください。 

35 人々 は本の中で、イエスが知識を得るためにエッセネ派と一緒にいたと主張しています。しかし、すべてを知り、
世界が生まれる前から存在する彼は、人間から学ぶことは何もない。神は人間から何も学ぶことができない。どこにいても
、教えるためだった。この世に神より賢い人がいるだろうか？キリストは神の知恵を人にもたらすために父から来られたの
です。あなたの師は、12歳のときに、当時の神学者、哲学者、律法の教師たちを驚かせたときに、その証拠を示したので
はないですか？ 

36 ある人は、すべての人の弱点をイエスにあてはめ、自分の心の中にある汚れを、神であり欠点のないイエスに投げ
つけて喜んでいます。これらは私を知らない。もし、あなたが考えている自然の驚異がすべて神の思いの物質的な具現化に
過ぎないとしたら、キリストの体はあなたの父の愛の崇高な思いの物質化であったと思いませんか？だから、キリストは肉
ではなく、霊によってのみあなたがたを愛されたのです。私の真実は、絶対的な光と無限の力を含んでいるので、決して偽
造することができない。 

37 私はこの時、この素朴で無学な心を通して、愛に満ちた忘れがたいイエスの言葉の響きを、傷つけることなく明ら
かにするのです。 

38 人は、神が人に遣わされた至高の存在の生命を、敬意もなく、愛もなく、わが言葉を根拠にして、あえて欺瞞的に
判断してきたのである。ある時、私が弟子たちを兄弟と呼んだのは、その時だけではなかったし、私がそう呼んだのは彼ら
だけではなかった。マリアは処女の胎内にイエスのからだを宿した。選ばれた母、最も純粋な母、傷のないユリは、神の中
に存在する母性的な優しさの化身であったのです。自らを神の子と称するイエスが、なぜ人を兄弟と呼ばないのか、彼らも
また神の子なのだから。神と人間に正しい意味の解釈を与えることができるような心の成熟は、最終的にいつになるのでし
ょうか。どこに間違いがあり、どこに真実があるのかを知る唯一の方法であることを理解してください。 

39 たとえ、私が人を通してこれらの教えを与えたとしても、人は私よりも真実をもって私について語ることはできな
い。私が彼らを通して話すとき、彼らは絶句していると考えてください。私の教えはまだ理解され、その本質である法は人
類に賞賛されるでしょう。その前に、タラの種は滅ぼされる。しかし、いつになったらすべての人を兄弟と呼ぶのでしょう
か？いつになったら、彼らの中にあなたの父の子供たちを見ることができるのでしょうか。私の懐に入れる唯一の証明書は
、あなたが神の子であり、隣人の兄弟であることができたということでしょう。 
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40 自分の家のことをあれほど心配するあなたが、なぜ、永遠に続くあなたの霊のために用意しなければならない家の
ことを、これほど心配しないのでしょう。暗闇に陥らないように家の明かりをつけるあなた方は、なぜ暗闇に陥らないよう
に心の灯りをつけないのですか？ 

41 その準備ができたら、3つの「時」と7つの「時代」を混同しないように、詳しく明確にお話しします。 

42 見よ、これが私の啓示的でシンプルな言葉だ。それを理解し、行動に移す。 

43 これは、私の聖霊の光がすべての世界に広がる恵みの瞬間であり、すべての霊的被造物にとって神聖な知恵となる
光である。そして、私の言葉を聞き、真理の霊の知恵で自分をリフレッシュし、このすべての中に私の教えの意味を発見す
る者は、真に自分を準備しなさい、多くの人に私の律法を教えなければならないからだ。 

44 私の法は正義と愛の道であり、私は再び人を呼び集め、私があなた方に話す愛と正義をもって家庭と国を治めるこ
とができるようにする。すべての被造物の起源と終わりは、その法則に基づいているのです。万物が調和して生き、自然界
の諸王国が進化するように、この創造物の中であなた方が霊的に進化することが、私の意志であり、あなた方の霊の進歩を
達成するためです。 

45 人間は道徳的、精神的に行き詰っている。自分が最高と考える神への崇拝と生き方を作り上げ、精神を退屈させ疲
れさせる日常に陥り、感覚を惑わす儀式や儀礼に狂信的になっているのだ。一方、物質的な自然を形成する諸王国がどの程
度の発展を遂げたかを考えてみよう。その秩序、調和、完璧さを認識する。 

46 霊を与えられたあなた方は、父なる神が創造において最も愛された作品であり、霊的本質と霊的資質と不死性をあ
なた方に注ぎ込まれたからです。 

47 魂には、あなたが理解するような死、つまり存在しなくなることはありません。肉体の死は、魂にとって死や終わ
りにはなり得ないのです。その時、高次の生命に目を開くが、身体の殻は世界との関係で永遠に目を閉ざす。それは、完璧
につながる道のりの、ほんの一瞬の移り変わりに過ぎないのです。もしあなたがまだこのように理解していないとしたら、
それはあなたがまだこの世界をとても愛しており、この世界に密接に結びついていると感じているからでしょう。この家を
去るのは、あなた方がこの家に所有しているものの所有者だと考えているために苦痛を感じるのです。また、私の神の正義
を漠然と予感して、霊界*に入るのを恐れる者もいます。 

* スペイン語の "valle 

"は文字通り谷を意味し、しばしば「向こう側、（精神）世界、生活空間、家（土地）、家での」という意味を持ちます。 

48 人類はこの世界をあまりにも愛しすぎた。その愛が見当違いだったために、あまりにも愛しすぎた。そのために、
どれだけの人がこの上で命を落としたことでしょう。同じ理由で、どれだけの魂が具現化したことでしょう。 

49 死の足音を間近に感じたとき、重い病気にかかったとき、苦しんだとき、初めて自分があの世から一歩しか離れて
いないこと、そのような重大な瞬間にだけ恐れる正義から一歩しか離れていないことを思い出し、父に誓いを立て、地上で
父を愛し、仕え、従うことを誓うのであります。 

50 痛みは人を浄化し、痛みは人の心を形作り、霊性を獲得するためのノミである。あなたの苦痛が不毛でないように
、信仰の松明はあなたを啓発し、霊的な高揚と試練における忍耐力を持つようにしなければなりません。 

51 あなたは、万能の木である私から生まれた最高の果実なのです。私があなたを楽しむために、いつも私の愛の法則
を満たしてください。 

52 もし、あなたが人生で仲間のために苦汁の杯を空けたなら、同じ杯でも蜜の入ったものを返してあげなさい。ちょ
うどキリストがそうであったように、愛する人々 の間で苦痛と苦渋だけを刈り取り、十字架にかかったまま、群衆が神を冒
涜し、ガラと酢を差し出す中、愛の泉として脇腹を開き、復活と永遠の命のワインとして子供たちに自分の血を注いだので
す。 

53 第二の時、師は弟子たちから数時間離れ、戻ってくると、弟子たちが互いに語り合っているのを観察された。そし
て、"私の教えから何を学んだか？"と彼らに尋ねました。そして、そのうちの一人が答えた。"先生、あなたが私たちと一
緒にいないとき、私たちはあなたの言葉を研究していますが、いつもそれを理解することに成功しているわけではありませ
ん。"そこで師は彼らに言った、「海を見よ、その広大さを。父の掟もそうです。それは、すべての被造物の始まりと終わ
りであるが、わが意志の及ぶ限り、あなたがたに理解させよう。" 

54 第三の時代、人類はさまざまな道を歩み、真理を見いだせずにいる。私はメッセージやサインを送りますが、それ
は盲目です。自然の力の呼びかけや戦争は、人間の中にキリストが戻ってくることを証しするには十分ではありませんでし
た。 

55 私は、この時代に人が知るべき霊化のメッセージを伝える、数少ない存在です。そして、私の話を聞きに来た人々
の中から、世界における私の仕事の使者、使節となる新しい弟子たちを選んだのである。 

56 だから、あなたがたは、わたしがいかにたゆまず、しつこくわたしの教えを説いているか、わかるであろう、あな
たがたを強く残したいと思っているからだ。この言葉は全地球に聞かせなければならない。 

57 もし、あなたが誠意と愛を持って仕事をするならば、あなたは私にふさわしい仕事を成し遂げるでしょう。 
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58 私は、あなたの模範を民衆が聞き入れ、認識するようにします。そうすれば、次の世代はあなたの歩みに揺るぎな
くついて行くでしょう。 

59 平和を得るためには、私の法を実行しなさい。そうすれば、あなたの精神に平和が訪れ、いつ訪れるか分からない
肉体の死の時が、平和のうちにあなたを迎えるでしょう。 

60 不純な考えで自分の心を汚さないように、気をつけましょう。それは創造的なもので、悪い考えに避難すると、自
分を低いレベルに引きずり込む効果があり、魂が闇に包まれる。 

61 わたしの律法をよく守りなさい。わたしはそれをあなたがたのうちに置いたのだから。なぜ、素材記号を削除した
か分かりますか？なぜなら、あなた方自身が、父の愛の象徴だからです。 

62 私の教えに参加する時は、必ず心の準備をし、教えを受けたら、それをどう使うかを考えなさい。そうしないと、
心の中の種が不毛になり、神の種を使えなかったばかりか、時間を使えなかったことになるからです。 

63 あなたがたは、わたしの話を聞きに来る前に、自分自身を内側に集めておきなさい、あなたがたがここに来たとき
と同じ弱さをもって、わたしの集会所を離れることのないように。そうすれば、師匠の教えの使い方を知っていたと、内心
で満足できるようになるのです。 

64 もし、あなたが集中して私の教えを聞かず、私の教えを実践しようとしないなら、私の言葉があなたがたにもたら
す実を見ることはできないでしょう。しかし、その一方で、もしあなたが私の教えを実行する努力をし、それを自分の行動
に生かし、生きていくならば、あなたは次第に自分の精神の停滞から抜け出し、自分の発展の道、つまりあなたの精神を真
の偉大さへと一歩一歩導いてくれるその道を進んでいくのが分かるでしょう。 

65 私の言葉は愛について語っています。この愛は、兄弟愛、結束、平等、調和、平和をあなた方の生活に適用するこ
とで表現されるものです。しかし、あなた方がわが言葉に従って自らを鼓舞するためには、まず、わが顕現の真理を信じな
ければならない。 

66 もしあなたがたが、今、これらの生き物の心を通して私が自らを現したとき、私を信じないならば、来たるべき時
代の偉大な霊感者の霊を通して私があなたに語るとき、何が起こるだろうか？ 

67 皆さんは、自分自身を救いたいと願っています。あなた方は皆、霊の償いから逃れたいと願い、天国を知ることを
夢見るのです。しかし、このようなことを達成するための努力は非常に小さく、また、それを達成するための方法や手段を
求めるのではなく、同じように逃げてしまうことが多いということを、私はあなたに告げます。 

68 あなたは、天国は無限に広がる領域であり、肉体の死の間際に自分の罪を心から悔い改めることによってそこに入
ることができると信じています。なぜなら、その瞬間にあなたは赦しを得て、私によって天の国へと導かれることを信じて
いるからです。それがあなたの信じるところです。一方、私は、天国は特定の場所でもなく、地域でもなく、家でもないと
言っています。魂の天国とは、その高い感情の世界であり、その完璧さ、純粋さの状態である。では、あなたが天国に行け
るようにするのは、いつもあなたを呼んでいる私の上なのか、それとも、いつも耳が聞こえないあなたの上なのか、誰の上
なのでしょうか？ 

69 もはや無限、神を制限しない。もし、あなたが信じているように、天国が特定の家、地域、特定の場所であったら
、天国はもはや無限ではないことに気づかないのでしょうか。あなたの想像力が現実のすべてを包み込むことができないと
しても、より高い方法で精神的なものを構想する時期が来ているのです。しかし、少なくともそれに近づくことは必要です
。 

70 善、知恵、純潔、愛という高い次元に到達した精神は、時間、苦痛、距離を超越していることを常に意識してくだ
さい。一箇所にとどまることなく、あらゆる場所に存在し、あらゆる場所で感じ、理解し、愛し、愛されることに至上の喜
びを見出すことができるのです。 

71 これこそ精神の天国だ! 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 147 
1 私は私の民、私の言葉の善良さを求めて私のもとに来るあなたたちを迎え入れ、人生の悲しみを和らげます。私の

神聖な心が持っている優しさをあなたに授け、祝福します。 

2 今、私はこの惑星にこのような形で私の真実の言葉を伝える時です。それは、人類よ、あなたがたが苦しむ痛みの
谷なのです。 

3 あなた方が経験している重い夢と苦難の上に、私の法が再び現れ、あなた方を目覚めさせ、第二の時代に与えられ
た私の約束に従って、地球を啓発しようとしているのです。 

4 私の光は世界を照らし、すべての魂は改心し、子供や老人は預言をし、女や男は堕落の極みに達した時に霊的な幻
を見ると書かれています。 

5 ソドムとゴモラの罪が広まり、親が子を見誤り、子が親に反抗する、そういう時代にすでにいることを自覚してく
ださい。その時、私の光は、未来の輝く太陽として、希望の崇高な灯台のようにあなたを照らします。 

6 父の名のもとに3人が集まれば、私の光線が降り注ぎ、私の神聖な思いが言葉となって、苦難と見捨てられたあな
たを慰め、強くすると約束したのです。なぜなら、私は十字架の死の前も後も、人類を愛し、愛している神の「言葉」だか
らです。 

7 世界が揺らいでいるのは、その考え方が病んでいるからであり、気の抜けた人々 は私が主人であるかどうかを知ら
ないからである。人は幾度となく正義と真実のバランスを失い、極端な行動に走ってきました。昔、あなたがたは目の前に
あるあらゆる物質的な形、すなわち星や元素や手で作った偶像の中で神を拝んでいたのです。今日、人間は偉そうに、自分
の人格を高揚させ、「神」と言うことを恥ずかしく思っています。彼は、自分のうぬぼれや、社会的地位の台座から落ちな
いように、別の名前をつけたのです。だから、私は「宇宙の知性」「宇宙の建築家」と呼ばれているのです。しかし、わた
しは第二の時代にあなたがたに教えたように、わたしに向かって「われらの父よ」、「わが父よ」と言うようにしました。
なぜ人は、私のことを「お父さん」と呼ぶと、自分の人格を貶めている、あるいは貶めていると思うのだろうか。 

8 師は、愛する弟子たちよ、この世に何があるのかと問いかけている。- 

あなたが持っているすべてのものは、あなたが地上を歩くとき、あなたの心が動いている限り、それを使うことができるよ
うに、父から与えられたものです。あなたの霊は私の神性から出たものであり、天の父の息吹であり、私の霊の原子の化身
であるから、あなたの身体も私の法則に従って形成され、私はそれをあなたの霊の道具としてあなたに託したので、愛する
子供たちよ、何もあなたに属しているものはないのだ。創造されたものはすべて父のものであり、父はあなた方をその一時
的な所有者としたのです。あなたの物質的な生活は永遠の中の一歩に過ぎず、無限大の中の一筋の光であることを忘れない
でください。それゆえ、永遠であるもの、決して死なないもの、それが精神であることに注意を払わなければなりません。 

9 この世のすべての美は、他のものへの道を開くために消え去る運命にあることを忘れないでください。しかし、あ
なたの霊は永遠に生き続け、栄光のうちに父を見ます-

あなたが胎内から生まれた父を。創られたものは、すべて元の場所に戻らなければならない。 

10 神の愛は無限であり、あなたがそれを減らそうと思えば思うほど、それはあなたの前に大きく立ち上がり、あなた
の行く手にもっとしつこく姿を現すでしょう。あなた方は、様々 な姿の神を求め、人間化しようとし、人間の手で作られた
石の聖域の中で神を拝んできた。しかし、あなたがたに言います。そのような小さな神を探してはいけません。その聖霊の
偉大さにおいて彼を求めなさい-

高貴で、神聖で、威厳があり、かつてのすべて、現在のすべて、そして未来のすべての所有者である。 

11 もし、あなたが今、ナザレのイエスの一筋の光が、その言葉を通してこの罪深い世界を啓発している可能性がある
のかどうか、思考の中で迷っているなら、この声はあなたに問いかけます。医者が来るのは、患者が危険な状態にあるとき
でなくて、いつなのか。今日、世界はその深い痛みの中で転がり、魂には苦悩と死のガラガラがあります。ですから、この
平和と愛のメッセージを通して、予言を実現するために、父が魂を啓発し高揚させるために選んだ正しい時なのです。 

12 人間は創造主を忘れ、物質だけのために生きようとした。世界と原子の主、無限の栄光ともはや全く知覚できない
ものの主が、あなたの思考の主でもあり、あなたの光の家で輝き反射し、その光がすべての星のようにあなたを包み、照ら
すように、あなたの精神の能力を活用することを学びなさい。 

13 なぜ私があなた方と一緒にいるのか、もはや自問自答する必要はない。私の神聖なる魂が、すべての被造物への愛
で震えるようにしてください。今、私があなた方に与えているこの霊的な宴に近づきなさい。私の言葉の優しさが、あなた
方が真の光への道をしっかりとした足取りで昇っていくよう誘う食卓に、です。子供たちよ、急げ。この遺産はすぐにでも
与えよう。 

14 死にゆく人の嘆き、悲しみと恐怖の瞬間の母親の嘆きを聞く。人間の存在の内と外、あらゆるところにおられる私
の霊が、彼らに答えているのです。恐れはない、あなたの嘆願は聞いている、私はここにいる! 
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15 第三の時代の愛する弟子たちよ、私とともに輝き、世界の光となり、私が教えたように、霊化と慈しみと慈悲と愛
で種畑を耕すというこの神聖な仕事における私の協力者となるよう、あなた方を招きます。この種に、あなたが隣人の痛み
を感じたときに流す思いやりの涙と、悔い改めの涙で水を与えてください。彼らは私の神性を喜ばせ、深い悔い改めと信仰
の崇高な力を持っています。私は、あなたの血管の血でそれを行うことを求めません、これは私にとって何の価値もありま
せん。 

16 盲目の人間は間違った道を私に求め、私の神性を人間化しないなら、自分の人間性を神格化します。だから、私の
声は彼に言う。今こそ、私の声を聞き、あなたの心の奥底で私を感じるときだ。あなたの苦難と喜びの中に、私の愛がいつ
も存在していることを忘れないでください。しかし、あなたの心が「あなたを感じた」と私に伝えたいと思ったとき、あな
たはそれを黙らせてしまうのです。あなたの魂が私のもとに立ち上がろうとするとき、あなたは地上の重い鎖でそれを押し
とどめるのです。 

17 試練の中で絶望してはいけない。私が教えたように、降参して自分の十字架を背負いなさい。信仰を持ち、私に気
づかれないものはなく、存在するものはすべて、海の最後の砂粒や最も遠い星でさえも、数えられていることを忘れないで
ください。山上の垂訓での私の言葉も、拷問木に釘付けにされたときに手足を貫いたハンマーの打撃も、人類が私の神々 し
いこめかみに押し付けた冠の棘も、十字架上での最後の言葉も、すべて数え上げられたのです。 

18 決して見捨てられたと思わないで、あなたがたの命を無駄にしないでください。 

19 自分の苦しみをひとときでも忘れ、慈しみ、憐れみ、愛することで、あなた方を通して父なる神の力と愛を表現す
ることができるのです。 

20 もしあなたが、神様に相手にされないほど小さいと感じたことがあるなら、私はあなたに言います。あなたがこの
ように考えるのは、あなたの父の偉大さを理解することを許さない、あなたの利己主義の結果なのです。あなたがまだ小さ
いとき、地上の両親があなたの歩みを導いてくれたこと、そしてあなたを守るために見守ってくれたことを思い出してくだ
さい。しかし、地球上のすべての父親と母親が共に抱く愛は、神のあなたへの愛のかすかな反映に過ぎない。天のお父様が
どれほどあなたを愛して、この世に来られ、真の道を教え、永遠の命を与えるために苦しみを受けなければならなかったか
を理解しなさい。あなたは最も貴重な存在であり、主の創造の崇高な作品である。原子であっても、彼の目にはあなたは偉
大な存在なのです。あなたの中に彼の王国が具現化され、宇宙が象徴されているのです。あなた方は自分の中に空と輝く太
陽を発見することができますが、自分自身を知ることを理解していません。だからこそ、私は今日あなた方に言います。私
の作品をあなた方の心に咲かせて実を結ばせてください。そうすれば、あなた方の父は栄光を受け、すべての魂を救うとい
う神の計画を達成することができるでしょう。 

21 人類は唯物論の中で、私にこう言います。"それでは、霊の国が存在することは確かなのでしょうか？"しかし，わ
たしはあなたがたに答える。「不信心な者よ，あなたがたは第三の時代のトーマスである。憐れみ、思いやり、優しさ、寛
容さは、物質の性質ではなく、あなたが内に秘めている恵みの賜物でもありません。あなたの心や精神に刷り込まれている
感情、それらの能力はすべて精神に属するものであり、それを否定してはならないのです。肉」は限られた道具に過ぎない
が、「精神」はそうではない。神の原子であるからこそ、偉大である。 

22 あなたの存在の核に御霊の座を求め、愛の栄光の中に大いなる叡智を求めよ。 

23 私を見習って、愛の畑に良い種を蒔く人になりなさい。人々 が互いに愛し合わず、自分たちの生きている時間を意
識していない時代にこそ、私は約束を果たすためにあなたのもとに来たのだ。 

24 私はあなたを新たに教え、眠っている感情や能力を目覚めさせ、あなたの中にあるすべての善を私の神聖な法則に
奉仕させることができるようにします。 

25 私の宣教の終わりはすでに近づいており、その時まであなた方は私の教えの真の霊化と知識を獲得することになり
ます。 

26 あなたが現在体験している現象は、二度と目撃することはできません。それは、私があなたと直接霊的につながる
ための準備にすぎません。 

27 あなたの魂が私のもとに昇るときはいつでも、私の存在を心から感じることでしょう。 

28 もう、私の作品をもっと知ってもらうべき時期なのです。しかし、あなたの臆病さがそれを許さないのです。話す
ことを恐れていることが多いのでは？しかし、1950年以降、私の作品は世界中に知られ、理解されることになるのです。 

29 この間、私は教師としての仕事において、精神世界に支えられてきました。精神世界は、この人々 の間に兄弟愛、
高揚、充実の模範を残してきました。今、あなたも同じようにしなければなりません。 

30 私の言葉は、あなた方の宗教的狂信と戦ってきた。私は、あなたがたの精神が発達すれば、あらゆる外的な崇拝や
儀式の形式を排除することができると、愛情をもって説得してきました。 

31 戦いの時が迫っているため、兄弟姉妹として団結し、堅固な精神と道徳的な強さを獲得してほしいと思いました。 

32 その過程で、不幸や苦痛のイメージに出会うことを忘れないでください。生ける屍や闇に憑かれた者たちに出会う
。心が石化し、情熱の犠牲になって倒れた人たちを見ることになるでしょう。 
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33 今だって言っているじゃないですか。怖がらずに行ってみてください。もし、あなたの体が、あなたにとって嫌悪
感を抱かせるような病気にかかったとしても、伝染病や魂の病気を恐れてはならないのです。このこともまた、不信心な人
へ々の証となるように、あなたは私の恵みによって守られていることを忘れず、疑わないでください。病める者、困窮する
者を探し出し、あなたの高揚と助言と祈りによって、彼らを医者の医者のもとへ導いてください。そうすれば、私があなた
に託した賜物を発揮することができるのです。 

34 皆さんは、自分の魂を開花・発展させるために、まだまだ自分自身と格闘しなければならないことがたくさんある
のです。あなたは隣人の中で私に仕えようとする意志を高めなければなりません。 

35 あなたの研究の結果と私の御言葉の解釈を一致させ、あなたの神への礼拝とあなたの業が皆同じであるようにしな
さい。 

36 あなたの想像の世界はどうなっているのですかと、人が近づいてきたら、あなたの作品や言葉、文章を通して、こ
の神聖な愛の側面を見せるべきです。 

37 この仕事は、聖霊の弟子たちに委ねられている。働けば、努力の結晶を見ることができる。 

38 私はあなたの精神に、あの世を知りたいという願望を見ました。あなた方はもはや、この世のものに関心を持ち、
生きることに満足してはいないのです。痛み、涙、試練はあなたを失望させ、物質から切り離し、精神的な上昇発展への道
を歩ませたのです。 

39 祈りの翼で霊の領域へ飛翔し、そこで平和と光に満たされるように。 

40 私があなた方に語りかけるために用いる人々 は、わが意志の道具にすぎないことを忘れることなく、わが教えを真
の意味で与えてください。 

41 あなた方は知恵の祭壇の前におり、私はあなた方を守護者と責任者に任命する。私は、白い墓のように、外側は真
っ白でも、内側は腐敗している人をたくさん見てきました。 

42 私の畑で働くあなたがたは、私の言葉を種のように携えて、私が教えたとおりに種をまき、手入れをしなさい。あ
なた方は第二時代の私の弟子となり、様々 な国々 で私の福音を宣べ伝えるのです。 

43 硬い人間の心を柔らかくするためにどれだけ苦労するか、信仰を見出すためにどれだけ試練に耐えなければならな
いか！？私の教えを信じ、忍耐強く続けることだけが、あなたを勝利へと導くのです。もし弱くなったら、自分を救うこの
機会を逃し、不信心者の影響に屈したという苦痛を精神に抱くことになるのだ。 

44 あなたは、私のもとに来るようにと私がかけた呼びかけに素直に従ったのに、病気で露出し、空腹でここに来たの
です。あなたがたは、父の前に自分を示す最善の方法が何であるかを知らずに、私を求めてきた。しかし、私はあなたがた
に言います。私の子供たちよ、弟子として来て、私と一緒にいなさい。 

45 わたしは、あなたがお願いする前から、あなたがわたしに何を求め、何が足りないかを知っている。しかし、わた
しはあなたのためになることだけを与える。もしあなたが私を信頼し、私の意志に同意するなら、私はあなたに欠けている
ものを与え、あなたの心は、あなたが受け取ったものがあなたに必要なものであることを伝え、そして、あなたの運命を支
配する権利を私に認めるでしょう。 

46 私は、自分の善行に対して、あなたに代償を求めません。私はあなたを愛していますし、父親としての義務を果た
すだけです。一方、世間があなたに恩恵を与える場合、それはあなたの苦痛を軽減するためではなく、賞賛を集め、自分自
身に賛美を集めるためであり、この屈辱的な慈善は功徳がないのです。私は、愛の控えめな活動、それを行う人とそれを受
ける人を尊ぶ思いやりのある仕事、つまり、二つの心だけに関わり、なだめ、慰めようとする仕事で、私の神性を唯一の証
人としているものを、あなたに教えた。 

47 私に従う者は、来るべき世に、救いの希望と苦難への報いを求めよ。そして、自信に満ち溢れ、試練に耐え、賠償
に納得し、それ以上に、古い借金を払い、過ちを償い、重大な罪から解放され、幸福になるのです。 

48 このとき、あなたは私の言葉を糧にして、高揚感を感じている。あなたは私に秘密はありません、あなたの心に入
るよう私を招いてください、そうすれば私はその中にあるすべてのことを知ることができます、そして私はその中に、消え
ゆく花の中に、蘇る露である私の愛の言葉を残します。今日、あなた方が準備したように、あなた方は常にそうしなければ
ならない。私の教えを記憶にとどめ、それを理解し、行動してください。 

49 他人に奉仕することで自分の品位を落とし、人格が弱くなるとは思わないでください。受けるより与える方がよい
ということは、すでにお話したとおりです。自分の（霊的）遺産の一部を与えれば、自分の魂に真に価値ある業が蓄積され
るのです。私があなたに与えたものは、あなただけのものではありません。私はあなたがたを、同胞に与えるべき霊的な賜
物という大きな富の管理人にした。 

50 あなたがたが聞いているこの声は、地球の最初の住民が聞いた声、イスラエルの民がその昔聞いた声、モーセを震
え上がらせた声と同じものである。あなたは、その性質によってそれを認識しないのですか？ 

51 あなたが私と霊的に交わる準備ができたとき、預言者たちの言葉が成就するでしょう。あなた方は、人類が創造さ
れた真の目的を認識するための新しい時代の始まりを体験するために召された人々 の一人です。その時、私はわが子たちか
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ら愛され、知られ、彼らは互いに愛し合うだろう。これこそ、私が人間に示した目標であり、人間が到達する目標である。
すでに発表していますよ。 

52 今の時代のマスターのマスターのところに来て、命の木の葉の下で地上の労苦を休めなさい。永遠の命のパンで自
分を養い、わたしがあなたの霊に流れ出る清らかな水で渇きを癒しなさい。 

53 私は、父としての私の温もりと、師としての私の指示と、すべての医師の医師としての癒しのバームを与えるため
に、あなたを受け取ります。あなたはわたしのうちにすべてを見いだし、不平を言う理由はない、わたしはあなたを見捨て
ないから。泥棒のように、つま先であなたの心に近づき、あなたが準備しているのを見つけると、静かに自分をリフレッシ
ュさせるのです。あなたが私の仕事を熟考するとき、私はあなたの霊に、あなたの祈りの中で私の神性と交わることを教え
る。そして、私はあなたに真実を明らかにし、あなたの道に必要なすべてのものを与えます。 

54 あなた方にとっても、人類にとっても、困難な時代、大きな災難の時代がやってくるでしょう。もし、あなた方が
装備していなければ、私が今話していることに対する信仰と信頼が弱くなってしまうでしょう。将来、あなたは私の予言が
成就するのを見るでしょう。私はあなたをだましているのではないことを忘れないでください。私はあなたの善意を励まし
、「こっちへ行け」と言う。しかし、もし悪い考えが浮かぶなら、あなたがたに言います。この道には近づかないようにし
ましょう。あれもやって、これも控えて。この実を食べ、他の実を食べないでください。これは良いもので、他のものは毒
になります。 

55 では、なぜ私の神性に対するあなたの信仰はもっと強く燃え上がらないのでしょうか？なぜ、あなた方は私の言葉
に導かれないのですか。そこに邪悪なものを見いだし、あなたにとって悪い導きがあるのでしょうか？- 

いや、心の中で言っているんですね。本当は、あなたの霊が私に語りかけ、私を公言し、私の力を身にまとい、私の知恵を
満足させるのです。 

56 私の声は宇宙全体に霊的に聞こえ、あらゆる霊に呼びかけられるからです。今こそ、あなた方全員が、人の心に忘
れ去られた霊的な教えを思い出すべき時だからです。 

57 この人類を霊化し、さらなる上昇と進歩に導く道を、世界が完全に明瞭に認識できるように、流れの中に聖霊の光
を注ぐことが、わが意志であった。 

58 しかし、この道を歩むのは誰なのか。それは、物質主義から解放されたい人、義務を精神的に果たす道を歩みたい
人、私のしもべ、同志になりたい人たちでしょう。私には土地があり、人に仕えようとする者は皆、この土地に到達する。
人に仕えるということは、私に仕えるということだからだ。 

59 私のインスピレーションと私の神聖な願いを理解し、一歩一歩自分自身を準備し、この第三の時代に私があなた方
ひとりひとりに与えなければならないものを受け取ることができるようにするのです。私は今、大きな使命を与え、霊に遺
産を遺し、霊と物質がその使命を果たすために共に立ち上がるよう、彼らの肉体に影響を及ぼしているのだ。 

60 私はあなたを世界の国々 の中で拠り所とする。あなたを通じて、疲れた人にメッセージを送り、解き放たれた自然
の力を止めます。わが神性の三角形の象徴をその霊に宿し、信仰をもって祈りに舞い上がるわがしもべの一人を通じて、私
は人類を包む混沌を止めるだろう。 

61 私の教えを理解できるようになり、そうして少しずつでも霊的知識の高みに達することができるように、私はあな
た方を準備し、光を与え続けるのです。私の言葉のエッセンス、私の知恵をあなた方に託し、明日、あなた方が私の言葉の
偉大な解釈者となるようにするのである。 

62 私は、あなたの間違い、あなたの無知、あなたの精神的な遅れを排除しているのです。私は、知識を通じて、確信
の光を通じて、私に近づくための新たな機会をあなた方に与えているのだ。私が三期に分けて与えた私の律法を、あなた方
はもはや隠してはならない。この掟は、純真、真理、知恵のすべてを備えた状態で人々 に与えられる。掟を果たす者は皆、
短時間のうちに新しく生まれ変わるからだ。新しい）イスラエルの民は、同じものによって装備され、邪魔になるすべての
人に自らを清めるよう指導する民となるであろう。 

63 愛する人々 よ、わたしはいつも、わたしの力のうちに、わたしの光のうちに、わたしの知恵のうちに、わたしを現
してきた。人がわたしをありのままに見なかったとすれば、それは彼らがわたしの偉大さについて考えず、またそれを見な
かったからである。彼らはただ、そのことについて混乱し、心が曇り、矛盾した考えの解決策を見出すことができないでい
るだけなのだ。しかし、すべての人が私を感じ、見る時が来るだろう-

神聖なもの、純粋なもの、目に見えないもの、霊的なものにおいて。 

64 あなたがたは、その準備によって、父に近づくことができるのです。 

65 だから、あなたがたは父のもとに行かなければならないのだから、心の準備をしなさいというのである。 

66 私はあなたに愛という武器を与えます。この武器があれば、あらゆる障害に打ち勝つことができ、あらゆる間違い
、憎しみ、悪意を排除することができるだろう。愛があれば、大きな仕事を成し遂げることができる。この武器をつかめ。
私が人を導くのはこの武器であり、この第三の時代において私が戦う武器であり、この武器で、わが意志に従って、仲間の
間で立派な仕事をするのだ。 
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67 人々 よ、私に耳を傾け、私に従いなさい。私が与えた力で、あなたの歩みに反対するものをすべて取り除きなさい
。そうすれば、あなたの旅の終わりには、勝利者となり、戦いに勝利する戦士となるのだ。そして、自分に託された使命を
理解し、自分の責任を十分に自覚した上で、出発して皆を目覚めさせ、人々 の心に勇気を与えるわが教えの福音を伝え、人
が々立ち上がり、あなたの道についてくるようにするのだ。 

68 私は今、君たちに戦い方と勝利の方法を教えているのだ。 

69 あなたは、木陰の天蓋の下で、人が提供できないような最も美味しい食べ物を食べています。しかし、主人はそれ
を与えることができる。わたしは食卓を整え、果物を用意し、エリヤは、あなたがたを集めて満足させ、あなたがたの霊の
さわやかさと栄養、そして体の強化のために、あなたがたを集めている。 

70 私は偉大な戦士として再びやって来て、我が民の救済のために戦っているのだ。私は深い闇の中に現れ、私の聖な
る霊の光によってそれを払いのけ、私の民が私の栄光と力のすべてにおいて私を見ることができるようにしたのだ。 

71 私はすでに第二の時代において、たとえ話や寓話であなた方に話してきた。そして今、あなた方すべてが私を理解
できるように、わが言葉の意味をもっと地上に具体化することが、わが意志である。このとき、罪のある者もない者も、す
べての目が私を見るようになると、あなたがたに告げたからだ。今、大勢の人々 が私の言葉を聞き、私の奇跡を喜び、彼ら
の心は私の教えを完全に理解することができるようになる。私は無学な人々 の心を啓発し、彼らが私の言葉を理解できるよ
うにする。それゆえ、私はあなたを混乱させる可能性のあるすべてのものからあなたを清め、私の光によって鍛えられたあ
なたの自由な知性によって、私の言葉の本質をあなた自身のものとし、私の意志に従って、それをあらゆる場所に知らせる
ことができるようにする。 

72 科学者たちは、その教義的な建物で、自由意志に従って、彼らの精神を私の方に導く方法をたくさん作り出しまし
た。しかし、あなた方に言っておくが、私がこのようなことを許したのは、物質主義の中で私を求めていた人たちが、一歩
立ち止まって霊的なことを考えるようになるためである。 

73 私は、人類が物質だけを信じて生きてきた結果、陥ってしまった混乱と過ちと戦っているのです。そのため、私は
この第三の時代にあらゆる謙遜をもって現れ、あなた方と一緒に生活するようになったのです。今はもう肉体的ではなく、
霊的にです。あなた方が私のようになり、あなたの霊をますます目覚めさせ、それが持つ賜物がその中で展開し、肉体を通
してその姿を現すように。最初の試練で弱ることなく、侵入者に萎縮することもなく、敵を主の業に経験の浅い無知な兄弟
とみなして、恐れずに近づき、限りない愛と親身さで教え、諭し、導き、その霊と心に語りかける人々 でありたいからだ。 

74 私は、自分の行動に責任を感じる人々 、善行、愛、謙遜、私の神性に対する認識、三位一体のマリア的霊的活動の
理解が反映された活動的な人々 を見たいので、私の闘いは大きいです。愛と慈悲と光という武器だけを手にする人々 。これ
が、私がわが民に望む方法であり、1950年に人間の心を通じたわが宣教が終了した後の時間のために彼らに備えさせたい
方法である-わが神性によって定められた日である。 

75 この運命を無視してはならない。また、私の光線をあなた方の間に、私の霊界をあなた方と一緒に保とうとしては
ならない。災いだ、災いだ、こんなことをするようでは。その時、あなたを照らすのは私の霊ではなく、私の光線でもない
でしょう。1950年以降、私は、霊的に自分を準備する方法を知っているすべての人、自分を霊的にするすべての人に、自
分自身を伝え、霊から霊へ私と交わることができるようにするのです。そうすれば、私の霊感はすべての人に、私が足台と
呼んだ人たちだけにではなく、いや、私の霊感はその真実と本質において、すべての人に伝わるからだ、これが私の意志だ
からだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 148 
1 私の言葉をあなたの精神に深く刻みつけなさい。その一つ一つが、私が今あなたの前に置いた本の一部となり、あ

なたはその中で学び、後に仲間を教えることができるのです。 

2 あなたはまだ、あなたの心にすべての知恵があるわけでもなく、あなたの霊にすべての恵みがあるわけでもありま
せん。だから、私の指示を受けることが必要なのです。私の道は花道ではなく、闘争と大きな試練の道である。だから、私
を理解するために、祈り、黙想することを求めるのです。 

3 人類は、私の教えを謙虚に伝える者を、私の使徒と認めるだろう。私は、あなたが尊敬されるように、あなたのす
べての行動において正義と正しさを求めます。思想の戦争が近づいており、すべての国で勃発するだろう。あなた方は一人
一人が兵士であるが、この大義を守るために、愛と説得と慈悲という武器を使わなければならない。あなたの証言を聞いて
、多くの人が混乱し、神のマスターが人に話すことは不可能だと言うでしょう。しかし、あなたはその時、私の愛の教えを
、あなたが受けた教えによって説明しなければなりません。私の光はあなたの上に降り注ぎ、私はあなたの口を通して話す
。 

4 この時代、精神的理想のために戦う人はごくわずかです。人類は感性を失い、神に対する義務を忘れてしまったの
ですから。 

5 私は喜びも平安もない子供たちを見ます。彼らがいかに物質的な知識で心を満たし、霊的な法則と力について何も
学んでいないか、そして彼らの悲痛な霊が慈悲を求め、懇願しても、その嘆願は聞き入れられません。親が指導してくれる
わけでもない。女たちは私に母性という贈り物を求めたが、私はその責任を考慮することなく、すべての人に与えたわけで
はない、その結果はどうなるか？- 

彼らは子供を指導する能力がなく、心を形成することもなく、精神を啓発することもなく、発展させることができなかった
のです。 

6 今の世界を作っているあなた方は、大変な苦労をするでしょうが、その努力の成果は次の世代に受け継がれるので
す。信仰と深い信念を彼らに残し、あなたの愛の業によって彼らが上昇するのを助けてください。 

7 あなたは、神の愛撫である彼の言葉を与えるために、もう一度あなたを待っているマスターの呼びかけを聞いたの
です。先に来た者だけがこの恵みを受けたのではなく、最後に来た者も、人類が持っていた神に対する観念を発展させるこ
の教えを受けるにふさわしいのです。私は、いつもあなた方と一緒にいると言ってきたが、本当にあなた方に言うのだ。私
が最初に指示を与えた「最初の者」の誠実さによって、「最後の者」であるあなた方は恵みを得ているのです。 

8 今日の私の言葉は、過去の言葉と同じで、ただその現れ方が違うだけです。明日からはもう、今話しているような
形で話すことはない。この進化により、人々 の習慣は変化していきますが、主が送るメッセージを受け取る準備は常にして
おいてください。皆さんは、私がいつも皆さんと一緒にいることを知っておいてください。 

9 今回の私の顕現は、これまでも、そしてこれからも、教会や宗派の中で議論の的となることでしょう。しかし、ス
ピリチュアリズムは勝利するでしょう。その純粋さによって、わが仕事の偉大さが明らかになり、あなた方は自分の生き方
を通じてこれらの教えの証人となり、それが同胞への模範となり教訓となるのですから。 

10 時々 、私の指示を繰り返し、あなた方の心に永久に刻み込み、その中にマスターの痕跡を発見するのだ。 

11 このメッセージは、あなたがスピリチュアリストと呼ぶ人たちだけでなく、すべてのコミュニティーに向けたもの
です。 

12 この仕事の本質は、すべての法律の基礎となるものであり、このようにして世界は理解、兄弟愛、再建の時代に入
るのである。愛という武器があればこそ、人々 は今ある壁を取り払うことができるのです。この原則があってこそ、各国の
支配者はこの時代の人々 を束ねることができるのです。そして、強者が弱者に手を差し伸べ、後者が強者の再建を助け、両
者が一つの家族として結ばれるのを見ることになるでしょう。キリストの家族は、その運命と、その先に待っている目標、
すなわち永遠を知っているのです。 

13 私の弟子たちだけが私の教えを広めているわけではありません。私の霊的なホストも世界中に散らばっていて、人
の間で私の仕事を進めるために人の心と体に働きかけているのです。 

14 あなたの目はもはやこれらの予言の実現を見ることはできないが、あなたは準備された畑と撒かれた種を見ること
が許され、それは後世の人々 の精神の中で発芽するのだ。こうして世界は、創造主の最高の権威を認めながら、その意思な
しには木の葉一枚さえも動かすことのできない道を歩むことになるのです。 

15 あなた方は、まもなく大きな精神的な出来事の時代を生きることになるのです。これまでは準備の段階に過ぎなか
ったが、これからは自分の考えや観念、カルトや教義に頑なにしがみつく世界と対峙するときが来る。 

16 行って、私の仕事を語りなさい。その中で、私を求める者は皆、私を見つけることができるのです。私は誰も贔屓
にしない。だから、主人がすべての子らを待っていることを告げよ、誰も私の門に遅れないように、すべての人の救いを成
し遂げなければならないからである。 
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17 あなたがたに告げますが、まことに、世はあなたがたに敵対しています。このために、あなたがたは愛とあわれみ
の武器で信仰の大義を守るすべを知ることができるように、わたしはあなたがたを準備しているのです。たとえ、あなたの
勝利が知られなくとも、あなたには勝利がある、と言っているのです。今、あなたの犠牲は血の犠牲にはなりませんが、そ
れでも中傷と侮蔑を経験することになります。しかし、師匠はあなたを守り、慰めてくれるでしょう。見放される弟子はい
ないのですから。 

18 そして、たとえ私のために殉教しなくても、離俗を実践しなければならない。 

19 私は神の助けとして、あなたが功績に満ちた主の御前にたどり着くまで、人生の山を登るのを助けるからである。 

20 わたしのことばに耳を澄ませなさい。もう飢えや貧しさを訴えるな。わたしがあなたがたを支え、力を与える。 

21 私の目の前に小さな遺産を持ち出し、私からの励ましの言葉を期待する者には、「今あるもので満足し、一時の財
を求めず、永遠の命を求めて努力せよ」という言葉で慰めます。耐える業を行い、揺るぎない信仰と愛の土台を築けば、世
界に平和がもたらされるのです。その上で残りは私が与える。私の子供たちは一人も滅びない。鳥は種を蒔かず、刈り取ら
ず、織らず、それでも食と住に不自由しない」。 

22 今までは弟子として私と一緒に学んできたが、この地を離れて私の愛の言葉を他の場所に伝える日が来るだろう。
そうすることによって、私を呼び、私の帰りを静かに待っている多くの心に愛の火を灯し、仕事を始めるのだ。彼らは熱心
にあなたの仕事を手伝ってくれるでしょう。良き種まき人として出かけよう。私のために、できるだけ多くのハートを獲得
してください。一人一人があなたからの種として受け取られる。あなたが改心させた罪人、あなたが癒した肉体的・精神的
な病人、それがあなたを私に近づける功徳となるのです。 

23 私の言葉を命の種として持ってきて、それを守り、あなたの霊とそれを受ける人の中で花開くように見守ってくだ
さい。それを見守り、種を受けた者を見守り、あなたの仕事が正しく行われるようにしなさい。もし、種子が発芽や成長の
途中で放棄されたら、どうなるのでしょうか？ 

24 あなたの祈りによって、あなたから遠く離れている心に影響を与えなさい。そうすれば、これらの存在があなたの
仕事を完成させ、すべては秩序と調和と充実に満ちたものになるでしょう。 

25 あなたのすべての行為と使命は、あなたの同時代の人々 やまだ来ていない人々 に知られることになるでしょう。だ
から、あなたの歩みは、私の教えの光に照らされるように、気をつけなさい。 

26 選ばれた精霊は世界中に散らばっており、私の法律に違反したことで彼らの中に恐怖を見たのです。彼らは、私を
敬い、私を讃え、私と霊的に一体となる従順な存在で地球が満たされるよう働きかけたいのです。私は彼らに私の声を絶え
間なく聞かせ、彼らの主人の模範を思い出すように彼らを指導し導きます。 

27 宇宙のすべては、完璧な形であらかじめ用意されているのです。いたるところで、私に触発され、使命を果たして
いるパスファインダーや預言者たちがいるのです。自分を支配する法則と調和して生きることができるように、精神的にも
肉体的にも働きなさい。どちらの仕事でも、あなたには正当な報酬が与えられる。しかし、あなたの慈善事業や慰問が物質
的な形で支払われたり、地上での働きに霊的な報酬を要求したりしてはいけません。 

28 あなたの信仰を強くして、あなたの霊にふさわしい行いをするようにしなさい。あなたがたは自分を信じ、わたし
の名によって語りなさい。あなたがたの口から出るのは、あなたがたの言葉ではなく、わたしの言葉であるのだから。 

29 皆さんは私に贈り物をし、謙虚にそれを差し出しています。ある者は自分の犯した罪を深く反省し、ある者は良い
仕事をしたことを喜びます。私に寄り添いたいという気持ちを持っている人もいるはずです。どんなに困難な事業であって
も、前進することを信じて。私はあなた方の心を読み、ある者には恵みを与え、ある者からは貢ぎ物を受け取る。 

30 祈り、家を整えて神殿とすれば、この屋根の下で病人は癒され、苦しむ魂は回復し、パンと住まいに不自由するこ
とはないでしょう。私は、人々 の間に慰めと慈悲、そして任務を遂行することで得られる平安をもたらすために、あなた方
を送り出したのだ。もし、自分の持っているものを与えた後、恩を仇で返されたとしても、自分のことを痛みの上に置いて
ください。わたしから力を引き出せば、忍耐と服従を与える。 

31 あなたの心に平和があれば、あなたは楽しく働くことができ、あなたの行動には徳があり、この恵みをあなたの周
囲にどのように分配するかを知ることができるのです。戦争と戦い、環境を浄化し、家庭と民族を築き上げれば、やがて人
類の新しい日の光を見ることができるだろう。 

32 そして、愛と慈悲を求め、和解と平和を願い、もはや道を踏み外すことがないように神の光を求めて私のもとにや
ってくる人々 を見ることになるでしょう。彼らは私を信頼し、私からの生命と強化を期待し、私を父と認めるようになる。 

33 この教えには、私が今あなたに与えている啓示、予言、判断が含まれているので、守ってください。また、精神の
栄養となるその（精神的）本質を発見してください。この本は、私が第六章で開いた「真の生命の書」の一部を構成してい
るので、注意することだ。その教訓を徹底的に学び、実践し始めたら、生活を変え、シンプルに生き、わが顕現のすべてを
愛し、常に私と交わり、わが法則に支配され、私が尊ばれ服従を見出す新しい世界の出現のための基礎を築かなければなら
ないのだ。 
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34 世界があなたの心に労苦と無理解の重荷を負わせたとき、私のところに来なさい。長い間生きていても、私の前で
子供であることを自覚し、私の霊の安らぎの中で休んでください。 

35 あなたの住む世界では、苦しまない心は一つもありません。皆さんは今、自分のパッションの旅をしていますが、
まだ試練を愛で受け取ることを学んでおらず、苦しみのカップを受け入れていないのです。あなたは、完全な受難にあるイ
エスをモデルとしていない。あなたは一人で試練に耐えているのではない、あなたの十字架を容易にするために、私が助け
手としているのだ。 

36 人生の嵐に絶望してはならない、痛みに絶望してはならない、忍耐をもって償いの務めを果たし、そして山を登り
、人には見えない霊的な十字架に掲げられたとき、強く感じるために私の存在を求めてください。私はあなたと共に歩み、
あなたを励まし、あなたの魂は死の間際に私の魂と一つになるのです。私はあなたを受け止め、慰め、私の平和を与えます
。 

37 そうすれば、あなたの精神の前に未知の世界が広がることを体験できるはずです。そして、そこから自分が今生き
ているこの地球、この発展段階を見たとき、苦しみ、恐れ、希望なく生きている世界に憐れみを感じることでしょう。第三
の時代に私がもたらしたこの啓示の光がまだ届いていないのですから、あなたの霊は私に、その歩みを真の道へと導くため
に霊的に働きかける仕事を求めてくるでしょう。あなたは、自分の能力をすべて集めて、弟や妹たち、つまり愛と正義であ
る天の父の声を聞こうとしなかった人たちに奉仕することになるのです。そうすれば、あなた方は平和の使者となり、そう
して神の仕事の中で働き続けることができるのです。あなたは、自分に課せられている霊的な課題がいかに大きなものであ
るかを理解し、新しい段階に到達するたびに、私をより身近に感じるようになるでしょう。私の意志はあなたのものであり
、あなたの意志は私のものである。そうすることで、私はあなたを私につながる道へと導いていくのです。 

38 師が示した道をたゆまず歩め。時には足から血が流れ、茨で服が破れても、希望があなたを支えてくれるのです。
これが、あなたが生まれてきた人、あなたが帰るべき人からの見え方なのです。 

39 今、私はあなたの旅の友であり、あなたの傷を癒し、あなたに私のバームを感じさせてくれる。こうして、私はあ
なたの中に眠っているものに新しい命を与え、あなたは良心の呼びかけによって目覚めるのである。 

40 あなたは死んでいた。しかし、私はあなたを恵みの命によみがえらせ、私の霊の光を見えるようにした。 

41 私は教師として、最も忍耐強く、不屈の精神を持っています。私の教えは、外観は新しいが、しかし、同じである
。私は、代々 、太古の昔から、ただ互いに愛し合うことを教えてきたのであり、このようにして、あなた方は私に到達する
ことができるのだ。 

42 私は自分のためにあなたを作ったし、あなたを私のものにしたいのです。私があなた方を呼んだのは、光の精霊と
して生きることを教えるためです。今日、あなたはこの世界を通り過ぎた。明日からは、ここであなたの大切な人だった人
たちと離ればなれにならないかどうか分からないのです。いつでも仲間の呼びかけに応じられるよう、常にスタンバイして
おく。もし、今、私があなたを驚かせたとしたら、あなたは何を見せなければならないのでしょうか？私の教えを広めたか
？眠っている人を永遠の命に目覚めさせたか？審判に耐える覚悟はあるか？ 

43 今、私が皆さんに問いかけているこれらの質問は、皆さんが目を覚まして準備万端の状態で生活し、師が弟子たち
を喜ばせるために、日々 自分自身に問いかけるべきものです。 

44 この第三の時代には、私の弟子たちの心の中に聖霊の教会を設立する。そこには創造主である神、強い神、第二の
時代に人となられた神、無限の知恵の神が宿られるのです。彼はあなたの中に住んでいるが、もしあなたが彼を感じ、彼の
言葉の響きを聞きたいと思うなら、あなた方は自分自身を（内面的に）準備しなければならないのだ。 

45 善を行う者は、私の存在を内に感じ、謙虚な者、すべての隣人の中に兄弟を見る者も同様です。 

46 あなたの霊には、聖霊の神殿が存在します。この領域は破壊不可能であり、嵐やハリケーンによって破壊されるこ
とはない。人間の視線では見えないし、触れることもできない。その柱は善良に成長しようとする願い、そのドームは父が
子らに与える恵み、その門は聖母の愛であるべきだ、私の門をたたく者はみな天の母の心に触れるのだから。 

47 弟子たちよ、ここに聖霊の教会に住む真理がある。あなた方が誤った解釈で道を踏み外す者の中に入らないように
するためだ。石造りの教会は象徴にすぎず、そのうちの一つの石も他の石の上に残ることはない。 

48 信仰の炎はいつもあなたの内なる祭壇に燃えていてほしい。そして、あなたの作品によって、いつか大きな聖域が
休息するための基礎が築かれていることを理解してほしいのです。私は、すべての人のさまざまな考えを試し、影響を及ぼ
しているのだ。 

49 この理想を掲げて立ち上がる者は、たとえ肉体が非常に離れていても、霊的にひとつになるのです。彼らの結束は
強く、お互いを認め合うことができるだろう。これは、私の民が、救いの道を歩むために出会うすべての人を助けるための
ものです。 

50 あなたはその一部を体験し、その多くは次の世代が体験することになるでしょう。しかし、私は、精神統一のため
の闘争の第一人者として、常にあなたを信頼しています。 
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51 あなたの仕事は難しく、デリケートですが、決して不可能ではありません。意志さえあれば、仕事は簡単に思える
はずです。 

52 戦え、絶望するな、己と戦え。物質世界に住む限り、罪への傾きが存在し、誘惑があり、情熱が嵐のように吹き荒
れることはご存知の通りです。 

53 精神はその上昇と進歩を達成しようともがき、肉は一歩ごとに世の中の煽りに屈していく。しかし、精神と物質は
、両者が自分に許されていることを利用しさえすれば、互いに調和することができるのです。 

54 いつでも私の法律を実践できるのか？- 

自分の行動を判断する「良心」の声に耳を傾けることで私は、あなたが果たせないようなことを命じてはいません。私は、
幸せへの道が空想ではなく、存在することを納得させ、その旅の方法をここで明らかにしたいのです。 

55 あなた方が道を選ぶのは自由ですが、真の道、最短の道、あなた方への私の愛である神聖なビーコンの光にいつも
照らされている道を示すのが、父としての私の義務です。あなたがたは、知識を確かなものにし、信仰を活気づけるような
新しい言葉を聞くことを渇望している弟子たちだからです。 

56 あなたがたは、なんという愛情をもって私のところに来るのか。私の指導の中に、あなたがたの悩みを解決する力
と助言があると知っているからだ。私の霊は、愛の証を与えるためにあなたを受け取り、子供が常に父親を信頼すべきよう
に、あなたが私を信頼するのを見るとき、喜びます。 

57 あなたの人生は、あなたがいつもどのように知覚するのかわからない愛の表現で満たされています。しかし、最大
の苦難の日でも、絶望や荒廃に沈むことなく、一筋の希望が届くのです。父は子の側にいて、その魂が滅びるのを許さない
からです。特にそのような日には、私の保護がはっきりとあなたに示されるので、あなたは信頼することを学び、より大き
な他の苦難があなたを襲うとき、あなたは、それらがあなたの上に起こるための準備と能力を感じ、私によって決定される
結果を達成することができるのです。 

58 あなたのために用意された道には、無駄なテストはありません。そのすべてに、魂を完成させるという目標があり
ます。大きな試練は、いつも大きな精神のためにあるのです。だから、もし、あなたの心の平和を破壊しようとするつむじ
風が迫ってくるのを見たら、恐れず、それに立ち向かい、私があなたに与えた権威をもって、それを打ち破りなさい。必要
な時を待ち、闘争の手を緩めてはならない。彼があなたのもとに現れた時、彼を追放しないで、警戒と祈りを怠らないでく
ださい。- 

私は自然の力についてではなく、精神にとって試金石となる力について話しているのです。うまく使えば、精神が上昇する
のを助けてくれます。"己を知れ 

"と私は言ったのだ。自分の存在を貫き、自分の可能性と能力をすべて生かすのです。今日、あなたはすべてを知り、自分
の精神でそれを受け入れ、地上に自分の仕事を完成させて残さなければなりません。 

59 やがて、あなたの信仰が危険にさらされるような、新たな闘争が世界に起こるのを見るでしょう。すべての人が自
分の信念を守るために戦い、すべての人が自分が真実を持っていると言うだろう。しかし、この対決の中で、人々 の精神は
目覚め、私の影響を受け入れるようになり、ある者は、またある者は、私の律法と啓示を研究せざるを得なくなるでしょう
。書物はかつてないほど宗派によって捜索され、ある者は裁判官として、ある者は師匠として、皆が私に質問するだろう。
これは、あなた方が準備しなければならない時であり、あなた方が私の教えを知らなければならない時である。 

60 私があなたに発表したことは、すべて実現します。毎日、私の言葉を実践し、働く機会を見つけることができます
。私は、これらの予言が実現したときに、あなた方が驚かないように準備しているのです。 

61 本当に言いますが、あなたが家族に対して果たしてきたように、私に対しても義務を果たすべき時が来たのです。
今、あなたは自分が創られた目的を真に実現し、あなたのスピリットに与えられた使命を果たしていくのです。 

62 それどころか、すべての人が漂流者のように、滅びないための足場を求める、苦しみと苦悩の時代において、あな
たの存在を容易にするものである。 

63 あなたはすでにこの船を発見し、その中に入ろうとしているのです。それを信じて揺るがない人は、滅びないから
幸いである。 

64 苦難に脅かされても、人生の道程で泣くのはやめてほしい。だから、法律に違反しないことが肝要であることを理
解させる。 

65 今、私が明かすことをあなたに伝えるために、私は何年も待たねばなりませんでした。しかし、私はあなたに尋ね
ます。わが精神には時間がないのだから、私にとって千年とは何であろうか。しかし、あなたは待つしかなかった。しかし
、無為無策ではなく、光と知識と経験において進化し、増大する。 

66 今、あなた方は私の教えがどんなに高くても感じ、理解することができるのです。第一の時代ではそうではなかっ
た。霊の祖国を象徴するために、私は人々 に土地を与えなければならなかったし、彼らに律法を教えるために、石に刻んで
それを残さなければならなかった。 
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67 今、あなた方は、王座、王冠、権力、傲慢、虚栄心が倒れる物質主義の領域の破壊を目撃する地点に到達しました
。このようなことは、人間がこの世にあるもの以上の至福はないと信じている限り、これまでもあったし、これからも存在
し続けるだろう。しかし、人が霊的生活において信仰の灯をともすとき、その体からは偽りの祭りの衣が落ち、霊は真理と
善と純潔を愛する者の衣を身にまとうことになる。 

68 あなたの父の言葉を使いなさい、人々 はあなたのもとに庇護を求めに来るからです。この民とともに、彼らは主の
約束が成就されるのを見、この民が飽和させる霊の本質に惹かれるのであろう。 

69 私はあなたの心を啓発し、あらゆる善良な感情と善良な霊感に対してあなたの心を開き、侮辱と冒涜に対してはあ
なたの唇を閉じる。しかし、私の教えを表現し、慰め、真理の証人となることは自由にさせる。 

70 あなた方の中には、裁判官も、狂信者も、偽善者もいてはなりません。これらの欠点があるところでは、精神化は
あり得ません。 

71 わが正義は、彼らがわがメッセージを精力的に研究し、それをグッドニュースとして人々 に伝えようとしない限り
、この民に絶え間なく感じられるであろう。だから、あなたがたに告げますが、急いで自分の誤りを正し、あなたがたのた
めに試練と苦痛の日々 が短くなるようにした方がよいのです。 

72 何千年も前から地球に住んでいる人たちが、あなた方の中に現れたのに、なぜ驚くのですか？精神にとって時間と
は何なのか？精神世界における時間の意味とは？- 何もない！ 

73 私があなた方と一緒にいたのは二千年ほど前のことですが、本当にあなた方に言います、その時間は私にとってほ
んの一瞬でした。 

74 私の霊が、あるいは私の使者たちの霊が、あなた方の間に現れていることに驚いているのですか？なぜかというと
、あなた方は自分の人生について考えていないから、何でもかんでも不思議がって、まったく自然なことを超自然的だと言
ってしまうのです。 

75 あなたは、自分も他の世界、他の球体で顕現し、さらに顕在化していることを考えずに、霊的存在が顕現している
こと、あるいは自分と交信していることに驚いているのです。 

76 あなたの肉体は、あなたの霊が祈りの瞬間に私と一体化することに気づかず、この贈り物によってあなたの主に近
づくことを察知することができません。 

* 

スペイン語の「materia」＝物質は、しばしば肉、身体、肉体／地上、官能を表し、その逆もまた然りです。materialismo」＝唯
物論の他に、「感覚の乱れ」。"Cuerpo", "carne", "materia"＝（地上の）身体、肉、物質と同義で、"espfritu", 

"conciencia"＝精神、魂、良心、意識と対比して使われることが多いようです。 

77 また、肉体が眠っている休息時間には、その発達と霊性のレベルに応じて、魂が肉体から離れ、遠い場所、あなた
の心が想像もつかないような霊界にさえ現れることを、あなたは知らないでしょう。 

78 このような事実を知っても、誰も驚かない。今、あなた方は時代の充満に近づいていることを理解してください。 

79 人と民族が私の声、私の住所、私のメッセージを荒れ狂う嵐の中、あらゆる自然現象の中に求めた時代は終わり、
あなた方は今、肉体の感覚ではなく、霊の能力を通して私とつながり、私の神聖なメッセージを受け取ることができること
を理解すべきです。 

80 自然の力が人類を揺り動かし、人々 を苦しめ、試練を与え、目覚めさせ、浄化させ続けていることをお伝えします
。しかし、これは、あなたが地上に縛られているために起こることで、肉の感覚でしか受け止められないからです。しかし
、地上に霊性が芽生え、人々 が霊的な能力を発達させ、物質を超えたものに敏感になったとき、あらゆる要素を持つ自然が
いかに落ち着き、完全に調和し、もはやあなたの道徳や霊性の問題に干渉しないかを見ることができるでしょう。 

81 人は私の教えを実践し、霊と霊との対話に到達するのですから。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 149 
1 ここでもまた、マスターがあなたの意識について教えを説いているのです。 

2 私の愛は、この時代の人々 の間で光の言葉となります。世界は、救いへの道を示す私の教えを受け取るために、精
神の自由を必要としているのです。しかし、私はこの時代に人間として来たのではなく、霊として皆さんのところに来て、
全人類に第三の時代の霊的な教えの偉大さを認識するように呼びかけているのです。わが弟子たちの徳によって、この時代
の人々 の心を啓発することが、わが意志である。道徳は人の心を離れ、私の掟に残る者は僅かであり、創造主と一体化する
方法を知る者も僅かです。 

3 私が第二の時代に来たように、人の姿をしている私を期待したり、求めたりしてはならない。人間の手で作られた
映像で私を探してはいけない。 

4 第三の時代の証言は、人類に対する私の愛をあなた方に語る唯一のものではありません。それは、父が人間に自ら
を明らかにした三つの時代の行いと言葉です。 

5 私は、私の教えの知識を最初に受け入れ始めた人たちを「イニシエイト」と呼んでいます。私は彼らに多くの出来
事の理由を明らかにし、彼らが理性と真理に基づく識別力を強化するようにしたのだ。 

6 私は人に教えるために再び来たのであって、人から学ぶために来たのではない。第二の時代、知恵の宮で、私は諸
侯や律法の教師たちと話しているのを見た。私は、人が発することも理解することもできない言葉で、彼らを驚かせた。こ
れはイエスの幼少期に起こったことである。 

7 説教の時が来たので、私はバプテスマを探しにヨルダン川に出かけたが、バプテスマは私を見るなりすぐに気がつ
いた。ジョンが私を認識し、謙虚にマスターを崇拝する姿は、霊性化、リーダーシップ、そして高揚の一例と言えるでしょ
う。 

8 今日、私はあなたのもとに戻り、あなたの物質主義、疑い、心の冷たさを克服するために、多くのことを話さなけ
ればならなかったのです。 

9 私はここにいる、弟子たちよ、あなたたちの霊の賜物を認識し、携挙を理解するよう教える。携挙では、聖霊*の
声を聞き、不可解なものが透明になり、暗闇が照らされるからだ。 

* スペイン語の "conciencia 

"は、文字通り、良心や意識を意味します。その核には、良心と意識を持つ神の輝きが含まれている。 

10 このような高揚は、一部の者の特権であってはならない。すべての霊魂に眠っている賜物であるが、過去において
、私はこの恵みの使い方を知っている者を喜んで利用したのだ。携挙が完了するためには、まず、初代の義人のように断食
の期間を守らなければなりません。 

11 イエス様は、福音を伝え始める前に、40日間砂漠に引きこもり、孤独に集い、霊的に沈んで、いと高き方に身を
固めることによって、第二時代のこれらの教訓をあなた方に教えられました。 

12 神と最も親密な交わりをしていたその時間に、人間であるイエスは犠牲の死の象徴を目にして、その体を震わせた
と、まことに私は告げます。天が開き、その中に自分を待ち受ける結末を見たのだ。彼は暗い山を見て、その高台に自分が
釘付けにされた十字架を見た。もしあなたが神の子なら、十字架から下りてきて自分を救ってください」。苦難の杯を飲み
干したのは、その試練の中であなたがたにすべての愛を示すためである。愛と許しと謙遜という神の武器で道を示し、打ち
負かすことが彼の使命だったのです。これらの武器は、どんな剣よりも強力であり、海の荒波よりも力を持っている。そん
な人たちにも、感じたことのないような愛を感じさせてくれる。 

13 ある時期から、私の真理と愛と慰めの教えに、人々 は敗北してしまったのです。 

14 私が第二の時代に歩んだ犠牲と血の道のすべてに、あなた方がついてくることを要求するものではない。ある者は
ある部分を満たし、ある者は別の例で師を見習うのです。 

15 私に倣って生きる覚悟をしなさい。どの部分を模倣すべきかは、まだわからないのだから。しかし、もしあなたが
イエスのように、偽善者や不信心者の言葉が、露出した体に鞭のように当たると感じることがあったら、師が十字架上で教
えたように、父のもとに歓喜して立ち上がりなさい、神の力があなたの霊に完全に宿り、その体を強くしてくれるでしょう
。その時、目を開けば、イエスが砂漠で、携挙の後、黄金の太陽が岩と砂の間を照らしている時、空気の呼吸によってもた
らされた新鮮な露の滴が彼の眉間を撫で、彼の苦悩を癒したのと同じ体験をすることができる。 

16 神の霊が隠されている義人の中の義人であるイエスが、愛の国を知らせる前に、このように身を整えて、謙遜と完
全のもう一つの例をあなたがたに与えた。第三時代の弟子であるあなたがたは、私の言葉があなたがたに言ったことを聞い
たのである。私のもとに来て、私の言葉をよく伝える者となれ。 

17 第三の時代の労働者よ、第二の時代の教えを思い出し、それを私の新しい教えと融合させ、人類を啓発するように
。 

18 私の存在があなたの精神を啓発し、私の平和のメッセージを理解するための準備をしているのを感じてください。 
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19 私の言葉を受け、その本質があなたの心に残るように、あなたの苦しみを忘れてください。 

20 私は、あなたが自分の使命を続けることができるように、もう一度あなたを地球に送りました。そうすれば、あな
たの精神は完全なはしごを登らなければならず、あなたの功績に応じてより高い進化の高みに到達することを理解できるよ
うになります。あなたには一人のマスター、一人の光があなたを導き、常にあなたのより高い発展への道を示してくれるで
しょう。皆さんは、自分の使命を果たせば、昇天することができます。昔、あなたは人生の旅を始めたが、ほとんど進化し
ていない。そのためには、今生きているこの世界で、すでに他の世界の霊的な生命を感じさせてあげると、インセンティブ
が与えられる。 

21 生きとし生けるものの生命をよく見てみると、多くの恩恵と愛の証に恵まれていることがわかるでしょう。あなた
は私の中に、最高の友人、切っても切れない仲間、そして神のような医師を見出すことでしょう。私がすべての子供たちを
愛情深く守っている今、あなたは私に似せて創られたので、そのすべての贈り物を分かち合うことになる。 

22 長い間、あなた方は自分自身を忘れ、私との絆を忘れ、私と似た性質を忘れ、そのために沈み、道を踏み外したの
です。霊的な道には終わりがなく、私はその始まりから示しています。もし、あなたがその上にいないなら、そこに来なさ
い。私は、あなたが失われた時間を取り戻すために、それを歩くのを手伝います。 

23 世の中の奴隷にならないように、自分の精神を鍛え、成長させることに時間の一部を割くことです。 

24 多くの仲間が大きな荒廃の中で生きています。あなたの近くにいるのに、気づいていない。あなたたちはまだ彼ら
の心に共感することはできないが、あなたたちがわが教えを実践しているのを見るのは私の喜びであり、わが言葉の研究だ
けに専念して同胞に対する義務を忘れている者よりも、その精神が愛と慰めを与える者を観想するのは、私の喜びである」
。 

25 平和を得るために働き、仕事と従順と信仰を通して模範を示すために、この時代に自分を十分に生かすことです。 

26 私があなたがたのところに来たのは、唯一の神、万物の父として知られるためであり、あなたがた一人ひとりを私
の弟子とし、相続人としたいと伝えるためである。私の教えの中から、大木のような種を与えるから、それを育てて各地に
運び、その実から人類が養われるようにしよう。 

27 私の言葉や私の作品について、誤った解釈があれば、私はそれを正すだろう。あなたの霊が人に光と平和をもたら
し、私の霊から放たれる明るい光で世界が照らされるように見守ってください。光は進歩であり、愛は救いであり、平和は
希望である。愛は心の問題であり、平和は精神に根ざしたものであり、どちらも永遠を映し出すものである。 

28 私の子供たちの中には、イエス様の愛に満ちた言葉に退屈を感じる者がいるようですが、それは彼らの感覚が私の
言葉と一緒ではなく、彼らの心は物質的な事柄で満たされているため、私の話を聞かなくなると心が空っぽになってしまう
からです。しかし、師匠は子供たちに近づいて、その神妙な指導によって心を躍らせることをやめないのです。 

29 人間科学を知ろうとするあなたの能力を目覚めさせ、神の霊的教えの研究に眠らせる人々 よ。人智のゴールを目指
して、いばらの道をしずしずと歩いていく。しかし、私は失われた者の中からわがしもべを選び、彼らの心を同胞への愛で
躍動させる。 

30 たとえ人々 が自分の霊的な進歩に関心がなくても、私はすべての霊を見守る。もし彼らが、私自身の声である良心
の声に耳を傾けないなら、私の神性との交わりを得ることはできないでしょう。 

31 この人類は、物質主義の結果、今でも偶像崇拝をしているのですアーロン、アーロン、あなたはイスラエルの目の
前で偶像を作ったが、まことに、偽りの神々 は台座から突き落とされて地に落ちるだろうソロモンの神殿はどこにあるのか
？聖域はどこですか？もし、私が許されたシンボルを消滅させたとしたら--

狂信的なカルト教団と戦って、消滅させないわけにはいかないでしょう？ソロモンは私を崇拝するために物質的な神殿を建
てたが、彼のものでも、他の石の上に一つの石も残ってはいなかった。 

32 この時代の聖職者たちは、イエスの犠牲を象徴的に執り行うために正装し、そうすることで私の名と私の身代わり
を主張するが、私は彼らの心が混乱し、陰謀と情熱の嵐に心をかき乱されていることを発見する。この時代の人々 の中に、
私が預言者であると宣言する者は一人もいない。彼らは大きな苦しみを味わうことになる。彼らの中には霊的な備えがない
からだ。イエスの前に、イエスの軌跡に従うと誓った者たちの成就はどこにあるのか。私の使徒たちの信奉者はどこにいる
のか？最初の一人であったヨハネや、従者の一人であったパウロのような人はいないのだろうか。 

33 そこで、師匠は改めて教えを再開するために、あなた方に近づいてきたのです。すでに、新しいパリサイ人や律法
学者が、憎しみに満ちて私に向かって突進してくるのが見える。その時、私は問うだろう。"私の弟子たちはどこにいるの
か？"と。しかし、高慢な者、偽りの者、力を失うことを恐れる金持ち、わが真実に脅かされた者たちが、再び私をあざけ
り、迫害するとき、荒れ狂う嵐が吹き荒れるだろう。しかし、十字架の重さで倒れるのは私ではなく、命を与えてくださっ
た方の犠牲を要求した者たちです。 

34 私の予言を聞いたあなた方が、自然の力が不均衡になるのを目撃しても、狼狽することなく準備することができる
ように。 
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35 私は、人々 が罪深い習慣や考えから解放され、霊感を受け、御霊を語ることができるように、世の中の悪習を取り
除くために来たのです。そして、彼らはイエスの愛に満ちた姿に象徴的に私を見ることになります。イエスは、私が待って
いる霊の真の目的へと続く道を示してくれるのです。 

36 あなた方は「第三の遺言」の守護者なのです。この遺産を後世に残すために、最大の熱意をもって保存してくださ
い。私の仕事を、それに内在する完全性で示しなさい。もし、あなたが自分の使命を果たさないで私のところに来るような
ことがあれば、あなたは再び肉体に戻らねばならず、そうなればあなたの闘いは非常に困難なものになるでしょう。 

37 この時代、この人間の人生の砂漠の中で、モーゼを手本にしなさい。本当にあなたがたに言います。あなたは再び
山（シナイ）の上にいる。そこでわたしの声がして、あなたに言うだろう。この時の山はあなたの高台であり、そこで私の
戒めを受け、私の声をあなたの良心に聞くことになるのです。すでにそこから、御霊の完全な状態にある約束の地を見るこ
とができるようになるのです。 

38 神の法則は決してなくならないが、人間の法則は人々 の精神的な成長に応じて変化する。 

39 「汝、心を尽くし、魂を尽くして神を愛せよ」は神の掟の第一の戒めであり、それは今も昔も変わることはない。
その本質、意味、教えは永遠である。しかし、「汝、隣人を愛し、汝の敵を憎め」と言われたとも聞きますが、後者は神の
律法の戒めではなく、その時代に対応した多くの人間の律法の一つでした。 

40 私はイエスにおいてあなた方のところに来て、「あなた方の敵を愛し、あなた方を呪う者を祝福し、あなた方を憎
む者に善を行い、あなた方を侮辱し迫害する者のために祈りなさい、そうすれば、あなた方は天にいます父に子として認め
られるでしょう」と言ったのです。これは霊的な法則であり、永遠に有効であり、いかなる変化も生じない。人間だけが変
化し、発展し、変容していくのです。 

41 どの教え、啓示、予言、法則がすでに有用性を失っていて、どれがまだ有効かを知るにはどうしたらいいのでしょ
うか。どの啓示が永遠に有効で、どの予言が実現しなかったのか？本当にあなたに言いますが、真摯な祈りと実りある生活
だけが、私が三度にわたってあなたに伝えた神の本質を発見するのに十分な霊性をあなたに与えることができるのです。 

42 律法学者やパリサイ人たちは、イエスの行いを観察し、それが自分たちと一致しないことを知ると、彼が説いた教
えはモーセの律法に反していると主張したのである。その理由は、彼らが律法と伝統を混同していたからです。しかし、私
は彼らに、父がモーセに啓示した律法を犯すためではなく、言葉と業をもってこれを成就するために来たのだと証明したの
です。 

43 私は、その人々 の多くの伝統を覆したことは事実です。なぜなら、より高い教えの新しい時代を切り開くために、
その伝統を排除する時がすでに来ていたからです。 

44 もし私が最初の啓示ですべてを話していたなら、メシアである師が新しい教えを教える必要も、聖霊がこの時期に
やってきて霊的生活の栄光を見せる必要もなかったでしょう。だから、過去に明らかにされたことを、あたかもわが教えの
最後の言葉であるかのように固執しないようにと、私はあなたに言うのである。私は新たに人のもとにやってきて、長い間
、彼らの知性を通して自分自身を知らしめたのだ。 

45 私の知恵の書において、常に最後の言葉を求めよ、前に与えられたものの意味と意義を明らかにする新しいページ
を求めよ、そうすれば、あなた方は真実に基づく私の弟子となることができる。 

46 今日、あなたは自分よりも苦しんでいる人たちから遠く離れて暮らしています。しかし、ひとたびスピリチュアラ
イゼーションがあなたの人生を照らし出すと、今日、あなたが迷子だと思って距離を置いている人たちや、あなたを嫌いに
させる人たちと一緒に暮らそうとするようになるのです。 

47 皆さんは、光と救いと希望の言葉の担い手となり、隣人から忘れられている人々 に目を向けることになるのです。 

48 誰に対しても厳しく言ってはいけない、このようなやり方では人は贖罪できないからだ。罪人の罪を罰するために
、罪人を怒らせてはならないことを学ばなければならない。 

49 と言っています。肉食動物に愛情をもって話しかけると、頭を下げます。 

50 もし、あなたが話をする相手に何かメリットがあるはずなら、そう伝えてください。もし、あなたが彼の中に多く
の悪の中に美徳を発見したならば、悪についてではなく、美徳について話し、彼を刺激し、善に向かわせるようにしなさい
。 

51 あなた方が真の "神の慰め 

"の大使となれるよう、愛があなた方を導くのです。奈落の底に落ちていないあなた方は、いつもすぐに非難し、裁くので
す。わずかな思いやりもなく、軽々 しく隣人を非難する、これは私の教えではありません。 

52 もし、あなたが裁く前に、自分自身と自分の欠点を調べるならば、あなたの裁きはより慈悲深いものになると断言
します。刑務所にいる人を悪いと思い、病院にいる人を不幸だと思うのですね。あなたは、彼らが私の愛の王国に入るに値
することを知らずに、彼らから遠ざかっているのです。すべての生き物に命と温もりを与えるためにつくられた太陽の光を
、彼らも例外なく受ける権利があるとは思いたくないのでしょう。 
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53 贖罪の場に閉じ込められた人は、鏡に映った自分を見たがらない。その鏡が映し出すのは、多くの場合、告発の像
であることを知っているからだ。 

54 しかし、私はあなたがたに言う。自由や健康を奪われて生きる人々 の痛みを心に感じ、彼らを訪ねて慰めることの
できるわが労働者は幸いである。いつか彼らは、この世でもあの世でも再び出会うだろう。そのとき、彼らが刑務所や病院
で愛のメッセージを届けた人よりも健康で、より自由で、より光を得ていないのかどうかはわからない。そして彼らは感謝
を示し、別の時にそれを与えてくれた神に手を差し伸べるだろう。 

55 あなたが私の言葉を彼らの心に近づけたその瞬間、あなたの手が彼らの額を撫で、あなたが彼らに私を思い、私を
感じさせたその瞬間は、あなたの顔やあなたの兄弟らしい声が彼らの心の中で忘れられるのと同様に、彼らの心から決して
消えることはなく、だからこそ、あなたがどこにいようと、あなたを認識することができるのです。 

56 ここで私の言葉を聞いている間、あなたは全人類に及ぶ苦しみを束の間でも忘れ、人類を脅かす破壊、戦争、死の
観念をあなたの意識から消し去るのです。 

57 痛みが怖いですか？- 

罪を捨てれば、痛みもなくなります。あなたは別の痛みを感じるだろうが、それはもはや自己中心的な痛みではない。自分
のものにはならないが、人を愛するがゆえに苦しむようになるのだ。 

58 精神が高揚すると、隣人を思うようになり、私に近づき、愛すれば愛するほど、兄弟への愛が大きくなります。 

59 私は今、あなた方に、人間の敵対心や野心によって引き起こされる恐怖や苦しみから解放される道を歩くことを教
えています。 

60 あなたはまだ、私の言葉の意味を理解していないし、自分の任務を理解していない。ですから、私の話を聞いて精
神的な至福を感じても、師や仲間との約束を恐れて、再び離れることを好む人もいます。また、「主よ、私たちは未熟で、
人間で、物質化されているので、あなたの教えや命令に従うことは不可能です」と私に言う人もいます。しかし、あなたの
言葉に耳を傾ける私たちを失望させないでください。あまりに美しいので、非現実的であるにもかかわらず、私たちの心を
喜びと平和で満たしてくれるのです。" 

61 ああ、自分の言っていることがわからない小さな子供たちよ。あなた方は私の教えを非現実的だと言い、その実現
が不可能だと考えていますが、あなた方のような不純な罪深い人間を通して聞くのであって、神のメッセージを人に伝える
ことは不可能ではなかったということに気づいていないのです。 

62 これ以上の不可能があるだろうか。 

63 あなたの父を愛し、あなたの隣人を憐れみ、あなたの人間生活や魂に有害なものから自らを切り離しなさい。これ
は、私の教えが教えてくれることです。どこに困難や不可能を感じるのか？ 

64 いや、愛する人々 よ、わが言葉に従うことは不可能ではない。困難なのはこのことではなく、あなた方の改善、刷
新、霊化である。あなた方には高尚な感情や高い願望が欠けているからだ。しかし、あなた方の疑い、無知、優柔不断はす
べて消えなければならないと知っているので、私はあなた方に教え続けるだろう、私にとって不可能はないのだから。私は
石を永遠の命のパンに変え、岩から清らかな水を湧き出させることができる。 

65 私の言葉の真意を汲み取れば、もう真実を探しに行く必要はないのです。このメッセージの核心には、あなたのス
ピリットが必要とする豊かな光が隠されています。 

66 私の言葉を理解し、その霊的な内容で自らを養うことができるように、そして私の存在を知り、私の神聖な愛撫を
感じることができるように。勉強の際には、文字にとらわれず、象徴的なもの、似ているものはすべて解釈するように心が
けましょう。そして、明日にはこのメッセージを仲間と共有し、彼らがより早く理解できるように、すでに準備された形で
伝えなければならないことを常に心に留めておいてください。 

67 あらゆるシンボル、あらゆる地上のイメージを時間的に排除し、その意味を保持する。 

68 精神的な永遠の本質と比較したとき、表現の小さな価値を理解する。また、この知恵を少しずつ身につけ、私の教
えの実践が不可能と思われないように努力することです。 

69 愛する弟子たちよ、力を合わせなさい。あなた方の地上での人生の短さを考えると、あなた方ひとりひとりにとっ
て、闘いの時が来たのであり、それは短いものであろう。 

70 急げ、やることがたくさんある。この仕事で私の弟子となるのに、何も不足しているとは思わないでください。 

71 第二の時代には、私も使徒を選んだ。彼らは学者でもなければ、人間の知恵の輝きでもない。彼らは単なる海の漁
師だったが、私は彼らを種まき人、霊の漁師にした。 

72 また、あなた方を霊的な漁師にしたいのです。そうすれば、人類が生きる情熱と物質主義の大海で迷うすべての心
に私の愛のメッセージを届け、そこから、その海から、私の名によってあなた方に呼ばれるすべての人を取り出し、救うこ
とができるようになるでしょう。 

73 そうすれば、私の希望のメッセージは、兄弟殺し、人斬り、高慢な人、世間知らず、他人の痛みや不幸に無頓着な
人の心に届き、私の言葉はすべて実現することでしょう。 
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74 まず、まだ準備をしている間に、国と民族のために祈りなさい。人類はアザミとイバラの上を歩いている。以前、
他の人が踏めるようにと撒いたのと同じものだ。破滅を準備したのは人間自身であり、その後に、隣人の誰に対しても感じ
たことのない慈悲を懇願することを余儀なくされるのである。 

75 しかし、救うこと、許すこと、贖うことは必要です。なぜなら、すべての人間の中に、私に届くべき魂が宿ってい
るからです。 

76 あなた方は人類の精神的灯台となるべき民族の初穂なのです。束縛から解放された新しいイスラエルは、あなたの
主である神の懐で生きるという、精神に存在する最高の理想を求めて旅立つのである。 

77 あなたが手本となって仲間の道を照らすには、まだまだ遠い道のりです。しかし、あなた方の良心に響く私の声は
、前進すること、あきらめないこと、闘いを継続することを励ましている。 

78 あなたの人生で日々 起こる試練は、あなたの精神をしなやかにし、あなたの美徳を証明し、あなたの信仰を強くす
るための金床なのです。 

79 試練なくして功はなく、功なくして報はないのです。 

80 初期のイスラエルが経験した試練を振り返ってみてください。その苦しさ、艱難辛苦を考えてみれば、なぜ約束の
地に来ることが許されたのか、その地では何世紀にもわたってその人々 は平和と健康な生活の喜びと主との交わりを持って
いたのかが理解できるだろう。 

81 その信仰と忍耐の報酬として与えられた土地でのその民の幸福は、永遠に続くものではなかった。世の中に永遠な
ものはないからだ。しかし、私は真実に言って、あなた方の精神の上昇の目標である新しい約束の地は、必ず永遠に続くと
思います。そうすれば、必ずや永遠のシェルターが与えられ、スピリチュアルな人生を楽しみ、体験し、感じ、知ることが
できる無限の至福を感じることができるようになるでしょう。 

82 あなたがたが祈り、みことばのパンを受け取るために集まっているそれぞれの家を、私が祝福するのと同じように
、私も祝福します。あなたがたに言うが、これらの集会場は、あなたがたのどの家よりも重要である。 

83 もしあなたが、この場所があなた方を祈りで一体化させて霊的な神殿を形成する運命にあることを知って、ここに
集めて敬虔に入るなら、私はまた、あなたの家がもう一つの神殿であることを、あなたに告げます。霊が祈り、神の言葉、
内観、律法の実践の中に聖域を作るように、人間は家庭の中に神のもう一つの奉仕を見出し、そこに愛撫、温もり、手本、
教え、助言を見出すからである。しかし、家庭と物質的な家を混同してはいけない。後者が消えて風雨にさらされることが
あっても、愛と尊敬と従順と、人間の家庭にますます備わるべきあらゆる美徳があなた方の間にある限り、あなたの家は破
壊されることはないだろう。 

84 また、これらの集会場が真の神殿を表すことはできません。もしあなたが自分の魂に神殿を運ぶなら、ここでも家
でも、街でも田舎でも、木の下でも山でも海辺でも砂漠でも、神殿に出会うことができるのです。 

85 精神の神殿はどこにでもある。だからこそ、自分たちの装備さえ整えれば、それを見つけることができるのだ。 

86 とりあえず、これらの公民館に集まり続けてください。必要な限りそうしなさい。私の愛、私の慈悲、そして恵み
の賜物は、あなた方の集いに注がれ、そこでは、私の意志に従って、私の存在が感じられ、魂は光に生まれ変わり、病人は
私の言葉を聞くうちに癒しの奇跡を体験することになるのだから。 

87 私の父の心は、あなたが求めるもの、あなたが必要とするものをいつでも与える用意があります。しかし、あなた
がたの父は、すべてを一人で行ってはならないのです。奇跡が現実のものとなるためには、弟子たちの心に師の愛が響かな
ければならない時代に生きているのですね。 

88 私の言葉をたゆまず繰り返し伝えること。目に見えないノミのように、あなたの人格の鋭利な部分を滑らかにし、
仲間の最も困難な問題にさえ対処できるようにするのです。その中には、苦しみや償いの強要、賠償金などが含まれますが
、その原因は全く異なるかもしれません。その中には、特に理解するのが難しい起源を持たないものもありますが、直感や
啓示、霊的なヴィジョンによってのみ解明することができ、仲間の重荷を取り除くことができるものもあるでしょう。これ
らの霊的な賜物は、それを使う人が隣人に対する思いやりに触発されてこそ、その奇跡を起こす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 150 
1 あなたは苦難に救いを見いだせなかったので、慰めの御霊を切望して来たのです。医者や弁護士の門を叩いても、

愛する人の心を頼っても、心の平穏を取り戻すことはできなかったのです。あなた方は、自分が切望する癒しのバームと光
は、すべての善が来る源からしか得られないと、自分自身を納得させているのです。皆さんは真の道を求め、心の糧を求め
、励ましと希望の言葉を求めています。そして、求めるものを得た分だけ、皆さんの不安、神の審判への恐れ、良心との平
和への切望が私の心に浮かんでくるのです。 

2 あなたは私から遠く離れていると感じているが、私のプレゼンスにいるのだ。もしあなたが自分のことを誤解して
いると言うなら、父である私はあなたの中で起こっていることをすべて知っていて、あなたが求める解決策、足りない平和
、あなたの高みに到達するための助けを与えてくれると言うのです。 

3 あなたが最初に私の言葉を聞くためにチューニングしたとき、あなたはそれを楽しみ、その本質がより大きいこと
を発見しました。あなたは、私がそれを送ったことを認識し、私が人に自分自身を伝える形式について誤解していただけな
のです。しかし、もしあなたがそれを研究するならば、私が間違いを犯したのではないこと、そして、人間は、わが子であ
るがゆえに、同胞への奉仕においてわが命令を遂行する道具として、私に仕える資格があることを悟るでしょう。 

4 私は、男も女も子供も、私の弟子とするために呼びます。これは、彼らがあまりにも惑わされてきたためで、今日
、私が無学で単純で謙虚な人々 の理解器官を伝達者として私の教えを人類に語るとき、私の顕現は彼らにとって奇妙なもの
として映るのです。わが言葉は不変の真理であり、第一の時代に私があなた方に言ったことは、第二の時代に確認され、第
三の時代に再確認されたことを知るがよい。 

5 このようにわが言葉を聞くあなた方は皆、このわが霊の顕現を感じ、理解する用意ができており、あなた方はただ
、私がこれらの顕現を目撃するためにあなた方を呼んだ瞬間を待っていただけなのだ。私は誰も説得していない。あなたが
肉体を得る前から、私はあなたがこれらの出来事に立ち会い、世界に福音をもたらす選ばれた存在の一人となることを告げ
ていたのだ。 

6 この時代の子供たちは、危うい道を私に見せてくれた。彼らは、自分たちが呼吸する環境は霊性を高めるのに最適
な環境ではないと言い、両親や教師のために光を与えてほしいと私に頼むのです。幼い頃から精神と肉体※の戦いが始ま
り、ある時は善と理性が勝ち、またある時は肉体が勝つのです。 

* 149, 9 の脚注を参照。 

7 あなたがたは弱いなどと言ってはならない。あなたがたの内にはわが霊の光があり、あなたがたに徳と気力を与え
て、その務めを果たさせるようにしたのだから。努力して、自分の力を発揮してください。 

8 私はすべての子供たちの魂を探しに降りてきたのです。しかし、全員がついてきてくれるわけではなく、一番多い
のは、「もうちょっと期間をおいてほしい」と言い、「今は一緒に行けない」と言う人たちです。しかし、私はすべての精
神に、その義務を果たすために必要な時間を与えている。 

9 あなたがたは、この間、多くの苦しみを味わい、よりよい生活を切望しているが、父はあなたがたに言う。あなた
が住むこの地球は、償いの場であり、闘いの場であり、完全な場である。 

10 第二時代のイエスの生涯を思い出そうと思えば、そこには苦しみが散在し、快適さや喜びはない。彼は、あなたが
彼に倣って生きることができるように、あなたの霊の前に立つ模範であり、モデルなのです。しかし、私のもとに来る者は
みな救われる。私は流れ出る無尽蔵の泉なのだから。畑の水やりに活用してください。畑は、人が滞りなく耕せるように準
備されています。雑草や有害なハーブに覆われる前に、土は待っている。行ってそれを耕し、麦が熟したのを見たら、それ
を雑草と一緒に刈り取り、後になってから一方を他方から切り離しなさい。だから、私はいつも言っている。『よく見て、
祈りなさい。怠ると、雑草はあなたの種よりも早く成長し、収穫の日には、その実が彼らをしのぐことになる。あなたの畑
が黄金色になるように見守りなさい。そうすれば、あなたの麦を私の穀倉に運び、収穫を豊かにすることができるのです。 

11 人類は私の言葉、私の真実に飢えている。人々 は心の光を求め、憧れ、正義を呼び、慰めを期待する。今が正念場
です。何世紀にもわたって真理とされてきた多くの思想、理論、さらには教義が、偽りとして地に堕ち、否定されることに
なると、私は真に告げます。狂信と偶像崇拝は、それに最も取り込まれ、縛られていた人たちによって戦わされ、排除され
る。神の教えが理解され、その光、内容、本質が理解され、感じられるようになるのです。 

12 科学者たちの心にそれが浮かび、非常に大きな混乱に見舞われる試練の期間を経て、良心の声を聞くとき、彼らは
夢にも思わなかったことを発見するのである。 

13 もう一度言いますが、私はあなたに言いたいのです。見てください信条と教義、宗教と科学の対立の時代には、多
くの人々 が、自分たちの本が与えてくれた知識を武器にして、私の新しい弟子たちを倒すことができると考えるだろうから
だ。- 

イエスが大勢の人々 に説教したとき、彼は本から学んだ教えを話したのではない。しかし、彼は知恵に満ちた教えをし、そ
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の証拠に、幼い頃から律法の教師たちの輪の中に現れては、質問で彼らを混乱させ、黙らせ、その答えで彼らに影響を与え
た。イエスの知識は、すべてを明らかにする神の霊から生じていた。 

14 もしあなた方の一人が心を空っぽにし、悪い感情や卑しい情熱から心を解放し、自分の精神を父に向け、愛と隣人
への奉仕のために自分を捧げるならば、その人は主人がインスピレーションで満たす純粋な泉となることであろう。その人
は、私の食卓にある清らかな器のように、命のぶどう酒で溢れるようになり、その人を通して、なやむ人たちが渇きを癒す
ことができる。このように自らを整えた者は、語りかける者を納得させ、その言葉で慰め、むなしい者を黙らせ、世間が奇
跡と呼ぶような驚くべき業を行うが、それは決して寛大な精神の愛と信仰が自然にもたらしたものに過ぎないのだ。 

15 もし、「神は偉大なのに、なぜ取るに足らない人間を使って知恵を現したのか」と問われたら、「神の子供に対す
る愛には限りがないから、子供を使ってこの奇跡を起こしたのだ」と答えればいいのです。 

16 私は力強く、永遠で、無限であり、同時にすべての被造物の父であるから、私の神聖な目的のためにすべての被造
物を利用することができるのである。私の父の愛において、私はあなたの未熟さ、あなたの罪について気にしない、あなた
の謙遜さのためにあなたに目を向けるのだ。もしあなたが、自分の人間としての姿が、神があなたを煩わせるにはあまりに
も取るに足らないと考えるなら、私でなければ誰がこの姿を与えたのでしょうか。それに、人間になったとき、私はあなた
と同じだったのではありませんか？ 

17 あなたの耳に届く声の音は、私が顕現した短い時間の間に、声の担い手として聞こえるようにした身体の音です。
心と体に届く言葉は人間的ですが、この言葉の意味は神的なので、精神を啓発し、強化します。 

18 もし私が人間の姿になって第二時代の教えを繰り返していたら、あなた方の霊は進歩せず、人類は私を知ることが
できなかったでしょう。しかし、すべての完璧なマスターである私は、一歩一歩山を登っていき、そのたびに新しい教えを
与えていくのである。 

19 人間の目には、神も、自分の霊さえも、形も限界もないので、見えないのです。それゆえ、多くの人は、あなたが
祈りのために持ち上げられているのを見て疑い、私の話を聞きます。彼らは、神と霊は、人間の目には見えないものの、霊
によって感じられ、また心によって感じられることを知らないからです。 

20 真に私を信じる者は、私がどこに話しかけても、私の声を知ることができる。私は羊が従う羊飼いのようなもので
あり、羊はその声によって常に認識することができる。だから、私が人間の知性という器官を通してあなたに語りかけるこ
の時期に、あなたは主の声を認識したのです。あなたは、声優の欠点を判断することにこだわらず、また、彼の教育不足が
引き起こす欠点に腹を立てていません。あなたがたに語りかけるのは私であることを理解しましたね。あなたがたは、わた
しの声を聞いて、すぐにそれに気づき、「あの方だ」と言った。 

21 私の存在を知るのは、いつも謙虚で貧しい人たちです。彼らの心は、明確な判断を鈍らせる人間の理論で占められ
ていないからです。 

22 第二の時代には、メシアの到来が予告されていたにもかかわらず、単純な心を持ち、謙虚な精神と明晰な知性を持
つ人々 だけが、メシアが来たときに感情的にそれを認識するということも起こったのである。 

23 神学者たちは預言者の書を手にし、毎日、メシアの到来を告げるしるし、時、方法を告げる言葉を繰り返した。し
かし、彼らは私を見て、私を認めず、私の話を聞いて、私が約束された救い主であることを否定した。彼らはわが業を見て
、ただ憤慨したのである。実はこれらはすべて予言されていたのだが。 

24 イエスの存在を不穏に感じた群衆に扇動されて、イエスを傷つけ、鞭打った結果、普通の人間のように血を流し、
後に死と格闘して死ぬのを見たとき、パリサイ人、民衆の支配者、祭司たちは、"自分を神の子と呼び、自分を王と思い、
メシアであると主張している者を見よ "と満足して叫んだのである。 

25 聖書を知っていながら、イエスを否定し、群衆に偽者と決めつけた彼らを、イエスは他の人々 よりも、まさに彼ら
のために、父に赦してくれるようにと願ったのです。群衆の中には、目の当たりにした不正義に心を痛め、正しい者の犠牲
の死に涙を流す者がいたのに、律法の教師でありながら、イエスを断罪した自分たちが何をしたのか、現実には分かってい
なかったのだ。彼らは、単純な心と謙虚で寛大な精神の持ち主で、世の中の人々 と一緒にいたのが誰であるかを知っており
、マスターが亡くなったときに彼らが何を失うかを理解していた。 

26 人々 よ、この時代にも、あなた方がわが言葉を受け取った通信の形式は邪推され、また、わが帰還の方法を知って
いると主張する人々 によって、あなた方に与えた教えと啓示は拒絶されるであろう。これらの人々 は、わが言葉を真剣に調
べようともせず、その本質を探ろうともせず、わが来臨とわが真理についてあなたたちに与えた奇跡と印を考慮しようとも
せず、この共同体の中で発見した不完全な業、彼らの冒涜、彼らの不従順を私を否定する理由とするのだ。そして、彼らは
立ち上がり、「1950年以降は自分を知らせないと言った者が、キリストの霊であるとでもいうのか」と言うだろう。今日
』この現象が終わると言い、『明日』その逆を宣言することができるだろうか？今もなお、多くの人が、1950年が終わっ
ても、私は同じように自分自身を現し続けるだろうと主張すると、私はあなたがたに告げます。愛する民よ、あなたがたは
、明日、世界があなたがたを態とあざけり、私があなたがたに語ったことをすべて否定する原因となるのだろうか。 
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27 私の旅立ちの時が来ても、あなた方の心に闇が入り込まないように、私があなた方をどのように準備しているかを
見てください。しかし、わが言葉を真に感じ、理解した者は、混乱の道から遠ざかり、孤独のうちに霊から霊へと私を求め
るようになると、私はあなたに告げる。私の仕事が冒涜されているのを見て涙を流す者は幸いである。 

28 弟子たちよ、見守り、祈りなさい。そうすれば、世があなたがたにもたらすあらゆる欺瞞に満ちた声の中から、私
の声を見分けることができ、道の終わりまで、あなたがた自身を愛によって導き、保護することができるであろう。 

29 私が「あなたがたに語りかけているのはキリストだ」と言うと、必ず、私の言葉を伝える者を冒涜者と見なす者が
いる。しかし、このように判断し、判断されるのは、彼らの精神的な鈍感さが、私の教えの本質を通して私を感じ取ること
を妨げていることを考えれば、当然といえば当然です。 

30 あるとき、わたしがパリサイ人に「父とわたしは一つである」と言ったところ、彼らもわたしを冒涜者と呼び、聖
書に避難して、わたしの言ったことがすべて偽りであることを証明しようとしました。 

31 今日、私は、霊の目を開かない者は、神の光を見ることができないと告げます。 

32 そして、その努力にもかかわらず、私を滅ぼす方法が見つからなかったので、私を非難し、中傷し、神の子と名乗
る者がこの場合どのように振る舞うかを見るために、私を裁いたのです。しかし、それだけでは満足せず、私の体が血を流
すかどうか、肉と骨でできているかどうかを確かめようとし、イエスが十字架にかかる途中で倒れて血を流したとき、彼ら
は私の訴えを聞くために耳を刺したのです。 

33 父と私は一つであると言ったとき、霊は語った。しかし、体が出血した時、文句を口にしたのは、生きている肉で
ある人間の部分だった。 

34 世は私の真理を示すことを要求し、私は真理を示したが、見る目で見ようとしなかった。私の言葉と私の働きは、
それを行った者の神通力を証明するのに十分であったはずだ。しかし、その力を測定することはなかった。しかし、私の人
間としての死は、それらの試練の終わりではなかった。私は霊的な形で弟子たちと一緒にいたのです。その中には、私に試
練を与え、主の脇腹の傷に指を入れて納得するまで、主の復活を信じなかった者もいた。 

35 その後、イエスの言葉の種が地方から地方へ、国から国へと広がっていくと、不信心者、疑い深い者、唯物論者が
いたるところに現れ、私の教え、私の言葉、私の作品を彼らの合理性に従わせた。しかし、人々 は私の作品や教えだけで真
偽を判断するのではなく、私の人間性、経歴、出生、幼少期、そして地上での歩みのすべてを調べようと努力したのです。
- 

命の実りを世に与えるために神から選ばれた聖なる純潔の女性、マリアはこの調査を免れることはなかったのです。彼女も
また、男たちの嘲笑、非難、試練を経験したのだ。預言者イザヤが過去に処女で純潔であることを宣言していたのでは不十
分だったのだ。そして、今日でも、教会や宗派の人々 は、彼女について議論し、審議しているのです。 

36 人類が唯物論を捨てない限り、真実を判断するときに、真実を直視することはできないだろう、と私は言っている
。 

37 私は一方を許すと同時に他方をも許す。しかし、私の言葉を用いて互いを混乱させたり、傷つけたり、殺したりす
ることを止めるよう忠告する。あなたの裁きは偉大なものとなるだろう。 

38 もし、あなた方が意見の違いから争いを激化させ、互いに憎み合うことになるのなら、いつになったら、一つであ
る真理のもとに団結することができるのでしょうか。 

39 私を恐れるな、己を恐れよと、主人はあなたがたに言う。私を犠牲にした者たちを十字架から非難したのだろうか
。マリアは、その限りなく悲しい時に、非難し、責め立てたのでしょうか。- いいえ、私の仲間です。 

40 私も今、あなたを判断しているわけではありません。あなたがたに言うが、各自が自分の判断を下し、自分の判決
を下すのである。あなた方を苦しみから、償いから、苦い杯から解放したい。だから、あなた方の心を不純な感情から清め
、互いに愛し合うことを求める。これこそが、あなた方を光と平和と真実に導く道だからだ。 

41 もしあなたがまだ、自分の苦しみが最初の両親のせいだと考えているなら、あなたの裁きにおける神の理解の誤り
を犯しているのです。 

42 私は神の譬えで、最初の人類が自分の運命について最初の知識を得るように霊感を与えたが、私の啓示の意味は誤
って解釈された。彼らが、命の木、善悪の知識、そして人がそれを食べたことについて話したとき、彼らはただ、人が善悪
を区別する十分な知識を持ち、自分の行いに責任を持つようになると、それ以降、自分の行いの実りを刈り取るようになる
ことを理解させようとしたにすぎないのです。 

43 多くの人々 は、この世のすべての涙は、最初に地球に住んだ人々 の罪が原因だと信じていた。譬え話を解釈できな
いでいるうちに、結局、キリストは血ですべての汚れを洗い流すために来られたのだ、と言い出したのである。もし、この
主張が正しいのなら、なぜ、犠牲がすでに払われたにもかかわらず、人は罪を犯し、苦しみ続けるのだろうか。 

44 イエス様は、人々 に完全への道を教えるために地上に来られました。その道は、イエス様の人生、行い、言葉によ
って示されました。 
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45 神は人々 に「成長し、増殖し、地に満ちよ」と言われたことはご存じでしょう。これは、人々 よ、あなたがたに与
えられた最初の掟である。その後、父なる神さまは、人が増え、人類が成長し続けるだけでなく、人の気持ちがますます高
揚し、心が伸び伸びと発展することをお望みになられました。しかし、もし最初の掟が人類の繁殖を目的としていたのなら
、同じ父が、彼からの戒めに従い、それを実行したために、あなたを罰するとどうして考えられるでしょうか？皆さん、あ
なたの神様の中にそのような矛盾が存在する可能性はありますか？ 

46 人の中にある霊の目覚めだけが語られた譬えに、人がどんな物質的な解釈をしたかを見てください。だから、私の
教えを理解し、もはや地球の最初の住民があなた方の父に不従順であったために負った負債を支払うとは言わないようにし
なさい。神の正義についてより高い観念を持つこと。 

47 人の心の最後の汚れも消すと言ったが、各自が自分の汚れも洗わなければならないと言うことだ。私はあなたがた
に、「あなたがたの測ったキュビットで、あなたがたも測られる」、「あなたがたのまいたものを、あなたがたは刈り取ら
なければならない」と言ったことを思い出してください。 

48 今こそ、私が昔言った「成長し、増殖せよ」という言葉を理解する時です。つまり、それは霊的にも行われなけれ
ばならず、あなた方の善行と軽やかな思考で宇宙を満たせということなのです。 

49 私は、私に近づきたい人、完璧を目指す人をすべて歓迎します。 

50 私の子供たちよ、地上の労働から休んで、神殿のあるあなたの内なる世界に入り、私の言葉を思い起こしなさい。 

51 私は、真のスピリチュアリティである善を地上に広めるために、あなたを運命づけたのです。 

52 あまりにも無能で、取るに足らない存在だと感じていませんか？自分の魂にこのような仕事を負わせるのは、あま
りに不純だと思いませんか？その理由は、あなた方がわが知恵とわが慈愛を知らず、私が自然を通してことあるごとに与え
る教えの例を曇りのない感覚をもって観察しないからである。 

53 太陽の光はすべてを照らしながら、最も汚れた水たまりにも届き、それを蒸発させ、大気中に昇らせ、浄化し、最
後には雲に変えて大地の上を通り、肥沃な土地にしてくれるのがわからないのか？ 

54 師よ、もう家長も義人も使徒となりうる人々 もいないのに、どうしてこの人類に目を留められるのですか」と言う
ことがあります。私たちが汚物と罪に満ちた世界に生きていることを知らないのですか？"私の力は、泥の中にさえも百合
の花を咲かせるのです。 

55 私の言葉の太陽があなたの存在を貫き、あなたを清め、高揚させ、あなたの仲間の心を実らせるために急いで旅立
つことができるように。 

56 人間の生きているこの罪と腐敗の生活の中で、あなたがたの働きの純粋さと祈りの誠実さを湧き上がらせなさい。
本当に言っておくが、そのときあなたがたの霊は、何らユリをうらやむ必要はない。 

57 このような形で話すのは短い期間だけです。ちょうど野の植物が好条件の季節を利用して成長し、花を咲かせ、実
をつけるように、あなた方はその時期を利用するのです。 

58 本当に、本当に、あなたがたに言いますが、悔い改めた罪人には、いつも自分を善人だと思っている人よりも、愛
があるのです。こうして私は語り続け、罪人はその罪を悔い改め、改宗者を増やし続けるだろう。 

59 愛がないために罪を犯した人がたくさんいるのですから、罪人の心は私の言葉の愛に触れることができるのです。
彼らは、私の父の声が彼らを呼び、彼らを許し、彼らの傷を癒し、地上の誰も理解しなかった彼らを理解するのを聞いたと
き、彼らはすぐに彼らの存在の最も敏感な糸に神の接触を感じ、彼らのマスターの彼らに対する忍耐を経験しました。 

60 多くの人々 が、自分の苦しみを慰める言葉や救いの光を求めて世の中を渡り歩いているのです。自分に甘い人、自
分の欠点を指摘しない人、よりよい人生を語ってくれる人を求めている。しかし、世間では彼を見つけることができず、自
らを閉ざし、引きこもり、もはや誰にも秘密を打ち明けることはない。 

61 その心は、私が持っている愛の鍵によってのみ開かれる。その鍵は、心を開いて私に「先生、あなたについていき
たい」と言うすべての人にこそ、託される。 

62 聞く人の心の底から、"あなたはメシアなのか？"という疑問が湧いてくるのです。しかし、私はただあなた方に言
うだけだ。私の言葉に耳を傾け、その意味を把握し、その本質を追求しなさい。 

63 私は真実を語り、道を教え、輪廻転生を明らかにする。それは、魂が自らを完成させ、運命のゴールに到達するた
めの法則である。疑うのですか？あなたがたに言うが、あなたがたの疑いによって、真理は少しも変わることはないのだ。
いつも変わらない。 

64 わからないからと言って、決して否定してはいけないと言うことです。もし、あなたの貧しい心が理解するものだ
けが真実であれば、何も存在しないことを忘れないでください。 

65 ある人は私にこう言います。「先生、もしあなたがすべてを知っていて、生き物が生まれる前から知っているなら
ば、ユダがあなたを裏切ることをそのとき知っていたのでしょうか？この時代に、まだこのような質問をする不器用な理性
者たちよ。すべてを知っている私が彼を選んだのは、まさにあの男がそうしなければならないことを知っていたからであり
、教えの手本とするためには、私の弟子たちのあらゆる不完全さを利用することが絶対に必要だったのです。 
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66 師を裏切った弟子は象徴であり、その意味を把握し、その教えを聞く方法を知るために、すべての人間の意識※

に存在する開かれた書物なのです。 
* 145, 62の脚注を参照。 

67 すべての人の中にユダが住んでいることを知れ。そうです、弟子たちよ、あなた方の場合、肉体は精神のユダです
。輝く精神化の光に抵抗し、精神が物質主義や卑しい情熱に陥れるのを待ち受けているのは肉体なのです。 

68 しかし、あなたの体があなたを奈落の底に突き落としたからといって、それを非難してはならない。いいえ、あな
たの進歩のために必要だからです。私が愛によってユダを克服したように、あなたの精神化によって克服すべきなのです。 

69 あなた方が愛の力を疑い、信仰の力を疑い、人間の理解器官を通した私の霊の顕現を疑い、あなた方自身がまだ開
発されていない自分の才能と能力を疑っているのがわかります。そんなに疑心暗鬼になって、何ができるんですか？あなた
はどんな奇跡を体験できますか？- なし。 

70 あなた方は猜疑心が強く、頑固なので、その光線を持つ霊的な光が意識の深い部分に到達することを許さないので
す。しかし、もしあなた方が自らを霊化し、私の教えと調和し、私の意志に従って人生を送るならば、あなた方の存在から
、あなた方が否定してきた能力、あなた方が持っているとは思ってもいなかった霊的才能が立ち現れるのを見ることでしょ
う。 

71 そして、あなたが霊化され、純粋さと優しさがあなたの心を支配するとき、あなたの霊化によって彼らと調和した
ために、自然のすべての要素があなたに好意的であり、あなたに従うことを経験するでしょう。 

72 霊性があれば、"父よ、食べ物をください、知性をください、物質的な豊かさをください 

"とは言わなくなるのです。また、「父よ、もし私の求めるものをくださるなら、私の持っているものから、あなたの求め
るものを差し上げます」と言うような過ちも犯さないようにしましょう。 

73 弟子たちよ、このような頼み方は、父を誘惑するようなものだと思わないか。あなたが私に何かを与えれば、私は
あなたにもっと良いものを与えられるとでも思っているのでしょうか。もし、あなたが私に、あなたの持っているものを要
求するように言ったとしたら、あなたの要求を叶える代わりに、あなたがこの世で最も愛しているものを私が奪ってしまっ
たら、あなたはどうなるのでしょう。そんな試練に耐えられるか？ 

74 いや、弟子たちよ、今こそ自分の良心にすべての行動と思考を委ねる時なのだ。 

75 あなたの信仰を語らせれば、天はあなたに答えてくれるでしょう。 

76 神霊は単独で存在しながらも、愛に満ちていたのです。 

77 まだ何も創られていない、神の周りには何も存在していない、それでも彼は愛し、父親のように感じていた。 

78 彼は誰を愛していたのか？彼は、自分を誰の父親だと感じていたのだろう。それは、彼から生まれるすべての存在
、すべての生きものであり、その力は彼の精神に秘められていた。その精神には、あらゆる科学、あらゆる自然の力、あら
ゆる存在、あらゆる創造の基礎があった。彼は永遠であり、時間であった。彼の中には、世界や存在が生命を生み出す前か
ら、過去、現在、未来がありました。 

79 その神のひらめきが、神の愛の無限の力のもとで現実となり、生命が誕生したのです。 

80 宇宙は存在で満たされ、そのすべてに父なる神の愛と力と知恵が顕現したのです。 

81 無尽蔵の生命の源のように、原子が結合して体を作り、存在を形成することを決めたその瞬間から、主の子宮はあ
ったのです。 

82 最初に霊的な生命が存在し、最初に霊的な存在があり、その後で初めて物質的な自然が存在したのです。 

83 多くの霊的な生き物は、物質世界で生きるために肉体を持たなければならないことが決まっているので、まず、主
の子たちがすべてを見付けられるように準備した。 

84 良心、精神、愛、知性、力、意志、意識から創られた神の閃光を宿した人間の道を、彼は祝福で満たし、宇宙を生
命で満たし、美で満たしたのです。しかし、存在するすべてのものをその力で包み込み、その運命を示したのです。 

85 父なる神は、存在するすべてのものの起源としてそこに留まり、発展と完成への道が宇宙に提供されたので、すべ
ての子らの帰還を期待して留まり、彼らも魂の完成と永遠という目的を、父の中に見出すことができるようになったのであ
る。 

86 この道は、自然のあらゆる王国、あらゆる生物、あらゆる種にあらかじめ定められており、創造主がご自分の子供
たちに忘れられないように刻み込んだ法則であった。 

87 それ以来、すべてのものは、それが創造された目的のために織り上げられ、生き、完全に向かって動き、戒め、原
理、法則を中心に絶え間なく回転しています。 

88 父は、種をまく人のように、自分の中にある命の要素を土のように使い、その中に自分の愛から湧き出る命の種を
置き、その後、種と同じように、また霊感と同じように、完全な実を刈り取ることができる日を待つために、自分の中にあ
る命の要素を使いました。 
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89 この時代の科学者は、世界が以前の科学者が与えた寿命よりも長いことを発見すると、圧倒されます。彼らが、地
球は絶滅に近い衰退した星であると考えるとき、私は彼らに、地球はあまりにも寿命が短く、恵みと精神化の世代に対応で
きるような発展段階にはまだほど遠いのだと言います。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 151 
1 あなたは愛への渇きを癒すために多くの泉を飲みましたが、この時、あなたはかつてないほど渇きを覚えています

。あの時、私が与えた命の水を、あなたはどうしたのですか？ 

2 私はサマリアの女に言った。"私の与える水を飲む者は、二度と渇くことはない 

"と。しかし、今日、私はあなたに言います。その水を飲んでいれば、これほどまでに不幸を背負うことはなかったのです
。 

3 人々 は私の教えにとどまらず、私の名前を利用して、自分たちの解釈や都合で宗教や宗派を作ることを好んだので
す。私は伝統を否定し、愛の教義を教えましたが、今日、あなた方は私のところに来て、少しも精神を促進しない空虚な儀
式と儀礼を私に見せました。もし、あなたの作品に精神性が表現されていなければ、作品に真実はありえないし、真実が含
まれていないものは、あなたの父に届かない。 

4 そのサマリヤの女は、私の目の光が心の底まで届くのを感じると、私にこう言った。"主よ、ユダヤ人はエルサレ
ムこそが私たちの神を礼拝する場所だと言っています"。それから、私は彼女に言った。「女よ、まことにあなたに言うが
、あなたがたが今しているように、この山やエルサレムで父を拝まない時が近づいているのである。神は霊だから、霊とま
ことをもって父を礼拝する時が来る。" 

5 これは、いつの時代も変わらない私の教えです。ほら、目の前に真実があるのに、それを見ようとしなかった。そ
れを認識せずにどうやって生きていくのか？ 

6 あなたが私のもとに来たのは、まさにこの理由からです。しかし、この言葉を聞いたとき、あなたの心は命の水の
新鮮さを感じ、もはや源泉から遠ざかろうとしたのです。 

7 主よ、あなたが今日、声の主を通して与えているこの言葉には終わりがあることを、あなたは私たちに告げました
。どうしよう、また喉の渇きに襲われないように」。マスターはあなたに言う。私は、あなたがたに祈りを教え、あなたが
たの持つ霊的な賜物を明らかにし、それによってあなたがたは私の法を実践し、私を模範とすることができるようにするた
めに来たのです。生活の中に霊性がある人は、渇きや疲れ、飢え、不幸を感じることはありません。さらに、私はあなたに
言います。1950年以降、あなたのスピリチュアリティに惹かれ、より身近な存在になります。 

8 そこで、「どうすればスピリチュアリティを獲得できるのか」と私に尋ねます。そして、私はあなたに言う。霊か
ら霊へ祈り、すべての行動において公正であるように注意し、仲間に対して積極的に慈愛を実践することによって、それを
達成することができます。このように生きるとき、魂は自由となり、聖霊の光に照らされながら人間の歩みを方向づけるの
です。彼は、主の存在と霊的な世界の存在が自分に伴っていることを理解しているので、もはや地上での孤独を感じること
はないのです。彼は人生を歩むたびに新しい光を発見し、自分自身の新しい洞察を得ていく。彼はもはや無法者や哀れな者
のように感じることはなく、父の創造した不思議なものを、インスピレーションと啓示の賜物によって発見し、自分をリフ
レッシュすることができるのです。 

9 私が与える水、すなわち私の言葉を飲む者は、二度と渇くことはないと、このときにもあなたがたに告げる。 

10 私は、あなた方が人生の旅路で一瞬たりとも絶望することがないように、人生に絶望をもたらすあらゆるものを警
告した。あらゆる宗教がこの教えを調べようとし、興味を持ったら、あなたの行い、言葉、証によって同じように判断する
時が来ると、私はあなたに告げたのです。 

11 あなたはすでに、自分が話題にされ、戦わされること、彼らがあなたの持つ信仰に対して非常に多くの議論をもた
らすこと、多くの人が恐る恐る身を隠し、他の人は意気消沈し、ほとんどの人は混乱して良い道から遠ざかるであろうこと
を知っているのです。 

12 しかし、どんな困難にもめげず、信仰と希望が揺らぐことなく黙々 と祈り続ける人は、嵐から身を守った譬え話の
種のようになることを忘れないでください。そして、定刻になると発芽し、成長し、野原を覆うまでに増殖した。それは、
風が止むのを待って生き、増殖する術を知っていたからである。 

13 このたとえ話の小さな種になり、私がノアを呼んだように、あなたの父から「信仰の子」と呼ばれる栄光を明日に
持ちたいとは思いませんか？恐れることはない。嵐はあなたに対してだけではないのだから。 

あなたが地上の民族と権力が戦いの準備をしているのを見たように、さまざまな宗教団体も戦いの準備をしている。 

14 天はしばらくの間、すべての人に対して閉ざされ、地上から一つの叫びが上がったときにだけ再び開かれる必要が
ある。なぜなら、すべての存在の父はただ一人であることが認識されるからである。 

15 この争いの中で、あなた方が果たさなければならない課題、それは精神的なものだけでなく、物質的なものにも関
わる課題であることを、今すでに理解してほしい。 

16 父の正義は、戦争、不正、虚偽に対抗する権威を与えるために、その笏でこの国に触れました。その住人は、戦争
を遠ざけるために、心と魂に油を注がれたのです。荒廃が世界に広がり、国々 の民の嘆きが聞こえるとき、苦しみの前で忍
耐し、心を失わないために、彼らは準備され、清められたのである。その時、この民から祈りが湧き上がり、父への礼拝の
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形が明確になり、その道で行う愛の業が倍加するのです。これは、すべての国がこの愛の種を受け入れる準備が整う、予告
された時なのです。 

17 戦いに備え、自らを鍛え、霊的な賜物を高め、武器に輝きを与えよ。試練にひるんではならない。試練は、あなた
がたの霊に強さと揺るぎなさを与えるからだ。 

18 心を清め、純粋に覚悟を決めてこの戦いに臨めば、何も恐れることはないのだ。霊的なパワーと自然のエレメント
は、私の愛と平和と正義のために兵士として立ち上がるすべての人々 の味方となるでしょう。 

19 この時代、私は人の心を求め、正しい道を示す。 

20 まだ伝統を持っているあなた方は、第二の時代にあなた方の間に私が存在していたことを思い出しなさい。イエス
がエルサレムに入城したことを思い出し、その時を愛を持って思い出し、そのいくつかの箇所の意味を振り返り、そして私
はあなた方に言う。今日、私は祝福された都に入るのではなく、善意の私の子供たちの心に入るのです。もし、私を客とし
て迎えたいのなら、あなたがたの準備をしなさい。私はいつも同じようにあなたを愛している、私の霊は不変である。私を
愛し、私に従いたいと願うあなたがたは、私に至る天の梯子を目の前に見るがよい。私の道は皆に知られています。あなた
の霊は、私に到達するためには、律法のすべての戒めに従わなければならないことを知っています。 

21 純粋な心でいてほしい。私は、準備するすべての人に自分を注ぎ込む準備ができています。 

22 私と共に生きる義人は、私の第三の時代の仕事を考えるとき、人間の心の不可解さを嘆く。しかし、私はあなたへ
の愛と、愛と慈しみを求める心を呼び起こすために、単純な巡礼者のように闘いを続けているのです。 

23 その道は犠牲を伴うものですが、山の頂上まで続いています。私と一緒に、一緒に歩こう。この時代、あなたに語
りかける言葉を聞いてください。とてもシンプルな内容ですが、恵みの生活に死んでしまった人の心の繊細な糸に触れ、新
しい命に目覚めさせてくれることでしょう。 

24 第二の時代、最後の晩餐に12人の弟子たちが一緒にいた。今、私は全人類に「霊のパン」を召し上がっていただ
くことをお勧めします。私の中には、これらの贈り物を提供する力があるからです。私について行きたい人は誰でも歓迎で
す。しかし、世に呼ばれ、世に仕えようとする者は、一旦私の道を求めれば、多大の努力と苦痛をもって、その失った時間
を取り戻さなければならない。 

25 私に仕えれば、あなたの良心は晴れるでしょう。その上で糧になるものを与えよう。あなたが霊的な仕事に忙しく
している間、私の天使があなたの財を見守ります。 

26 わたしは、あなたがたの心の準備の仕方を見た。 

27 霊は、私が第二時代に与えた教えと、現在与えているその説明を勉強する用意があるのです。 

28 命のパンと恵みのぶどう酒が置かれた食卓をご覧ください。弟子たちは私を取り囲み、心の中でこう問いかけます
。"父は私たちとともにおられるのに、なぜ悲しみはその言葉に現れるのだろう 

"と。しかし、このように尋ねる人の中には、「これから何か難しいことを言われるのではないか」と心で思っている人も
いる。彼らは、主が自分を裏切る者にパンを捧げるために葡萄酒にパンを浸したことを記憶している人たちです。 

29 イエスが弟子たちと過越の食事をしたとき、当時の人々 の伝統に従って、弟子たちにこう言われた。"今、新しい
ことをあなたがたに明らかにする。このぶどう酒を飲み、このパンを食べなさい。これは私の血と私の体を表す。 

30 師が亡くなった後、弟子たちは主の犠牲を記念して、人類への愛のためにすべてを捧げた方の象徴である葡萄酒を
飲み、パンを食べました。 

31 何世紀もの間、教派に分かれた人々 は、私の言葉をさまざまに解釈した。 

32 今日は、あの時、あの宴会で、イエスの言葉と行動のすべてが、深い知恵と無限の愛の書物の教訓であったことを
、私が感じたことをお話ししたいと思います。私がパンとぶどう酒を使ったのは、それが魂の栄養であり命である愛に似て
いることを理解させるためであり、私が「私を思い起こしてこれをしなさい」と言ったのは、師が、イエスの愛に似た愛を
もって隣人を愛し、真の栄養として人に身を捧げなさいということだったのだ。 

33 イエス様は、ただお言葉を下さったのではありません。彼の教えや作品は、単なるたとえ話や寓話ではありません
。弟子たちにパンとぶどう酒で自分の体と血を象徴して教えたように、翌日、群衆の目の前で自分の体を捧げ、すべての血
を流して、全人類に永遠の命のパン、完全な愛のパンを与えて食べさせたのである。 

34 これらの教えで行うあらゆる儀式は、私の教えと例をあなたの人生に適用しなければ、実を結ばないでしょう。そ
れがあなたにとっての難しさであり、メリットでもあるのです。 

35 イエス様はあなた方に慈悲、優しさ、愛を教え、心から敵を赦すことを教えられました。嘘から逃れて真理を愛せ
よと。彼はあなたがたに、受けた善と同様に、常に悪に善で報いなさいと宣言したのです。そして、隣人に対する尊敬の念
を教え、身体と魂の健康を得る方法を示し、両親の名を一生かけて称えることで、自分も子供たちから称えられるようにな
ることを教えてくれたのです。 

36 これらは、真にキリスト教徒であろうとする者が守らなければならない戒律の一部である。 
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37 その教えが心に信仰を呼び起こし、人々 に愛されるために、私はその過程で奇跡を起こし、その奇跡ができるだけ
印象的であるように、病人の体に奇跡を起こしたのである。私は盲人、聾唖者、半身不随者、憑依者、らい病人を癒し、ま
た死者を生き返らせた。 

38 キリストは人々 の間で、どれほど多くの愛の奇跡を起こされたことでしょう。彼らの名前は、後世に残る教育的模
範として歴史に刻まれた。 

39 今日、私は再びわが言葉を与える。その霊的な内容は、第二の時代に与えたものと同じである。同じ愛で語りかけ
る。父に至る道を今一度示す。私は最大の無私の心で君たちに教える。 

40 今日、私はパンとぶどう酒で私の体と血を象徴するのではなく、また、私の血を流し、十字架上で私の体をあなた
に与えるために人間として来たのでもないのです。今は違う時代です。今、私は霊で来ています。私がその霊的な使命につ
いて話すのは、あなたの霊に対してです。私は今、あなたの心の中に私の神殿を準備している。 

41 人間としての私は形を持っていたが、神としての私は形を持っていない。見よ、わたしの中には、わたしの真実に
勝る肉体はなく、わたしの愛に勝る酒はない。 

42 遍在する私の霊は、あなたが準備するときに感じられる。そうすれば、私はあなたの霊的な視線から、多くの謎の
ベールを取り去るだろう。私はあなたの心を善に変え、あなたの進むべき道を示す。 

43 あなたがたのもとに降りてくるのは聖霊なのだから、どうして血や体のことを考え続けることができようか。私は
ただ、あなたがたの精神を私の言葉で啓発し、あなたがたを養い、物質的な性質を揺さぶるために来たのだから。 

44 その時、あなたの魂の声が私を呼びました。あなたの内なる高揚、光への渇望が私をあなたに近づかせたのです。 

45 やがてスピリチュアリズムの弟子たちは、この教えを、人々 が魂の上昇のために戦うことを鼓舞する教えとして、
人々 の間に広めていくことでしょう。 

46 これ以上宗派を作らず、自分の信念だけで団結してください。道から外れたときには、あなたの良心が教えてくれ
るでしょう。 

47 私は太古の昔から、あなた方に一つの掟を与えてきた。それは、あなたの魂の進化という、明晰さに満ちた道を示
しています。 

48 その時、私も裏切られ、売られ、引き渡されるのです。あなた方はまだその方法を知らないが、目を開いて、その
ような作品の作者にならないように、自らを鍛えなさい。 

49 私の呼びかけを聞き、私が弟子と呼んだ者が、世間とその良心から後に裏切り者と呼ばれたら、その者はどうなる
のだろう。 

50 私の赦しは全宇宙を覆っているのだから、互いに見守り、赦し合いなさい。 

51 あの日、あなたの心臓は、私がいたからこそ、力強く鼓動したのです。 

52 私の言葉を聞いてくれる人たち。地上の計画から思いをそらし、自らを高めてください。そうすれば、あなたの霊
はリフレッシュされ、私のもとで喜びを感じることができるでしょう。必要な準備はしておくこと、その瞬間は厳粛である
。父は自分の子供たちに語りかける。もし父がこれほど愛情をもってそれを行うのなら、子供たちは自分のできる限りの敬
虔さをもって父に耳を傾けるべきでないだろうか。 

53 あなたがたは、私の教えを、唇よりも精神によって伝えなさい。 

54 金の羽」の皆さん：羽よりも愛で私の言葉を書き留めましょう。 

55 このメッセージで、眠っている人を起こしてあげたい。あなたの口から私の教えを聞いたり、あなたの書いたもの
を読んだりしたときに、人々 が感動し、震えてくれることを望んでいるのです。 

56 私の民は出て行き、良い知らせを広め、私のメッセージをこの時代に知らせるだろう。あなたがたは、言葉で私の
真理を証明するだけでなく、すべての行いをもって、この教えを守るように、あなたがたの生活を指導しなさい。あなたは
、霊の（魂との）再体現*は、人類が知り、信じるべき偉大な真理の一つであると主張されるでしょう。ある人は、それを
疑い、受け入れ、直感的に、私の人類に対する愛に満ちた正義に欠けるはずがないものとして信じているのです。しかし、
あなたがたを冒涜する者、嘘つきと呼ぶ者も大勢いるだろう。心配しないでください。私の使徒たちが、イエスが教えられ
たように死者からの復活を説いたときにも同じことが起こりました。そのような教えを説いたために、祭司や裁判官たちは
彼らを牢屋に放り込んだ。だから、今、私が来て、「肉の復活」とは、霊の再体現のことであり、それが生命の本質であり
理由であり、真に永遠であることを教えなければならないのである。 
* 本文中の括弧内も訳者が追加挿入したものです。 

57 死体は魂の滅びる衣に過ぎないのに、何のために復活させなければならないのか。 

58 肉は土に沈み、土と混ざり合う。そこで浄化され、変化し、絶えず生命によみがえり、精神は上へ上へと進化し続
け、完全なものへと向かって進み続ける。地上に戻るとき、それはそれにとっての人間生活への復活であり、新しい身体の
殻のための魂との関連での復活でもある。しかし、物質は不滅の性質を持っていませんが、霊はそうです。ですから、私は
もう一度言いますが、私が求め、私が教え、私が私と一緒にいることを望むのは、あなたの霊なのです。 
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59 そのとき、善良な霊で私を探し出して話をしていたニコデモに、「肉から生まれたものは肉であり、御霊から生ま
れたものは御霊である」と言った。人は生まれ変わらなければならない」と言っても驚かないでください。その言葉を誰が
理解したのか。私の教えを一つ理解するには、一人の人間の命では足りず、この命の持つ教科書を理解するには、多くの地
球の命が必要であることを、私は彼らと一緒に伝えたかったのです。したがって、肉は、地上を歩く魂の支えとなる役割を
担っているだけである。 

60 魂は、生活の中で受けた印象を肉体から受け取る。その感度が高まり、成熟すればするほど、魂の収穫は大きくな
る。身体はあくまでも道具であり、伝達物であり、支えであり、試金石である。 

61 現世での生活は、魂の永遠の命の絶え間ない指導と反映である。私は、その調和、美しさ、完璧さについて語る。 

62 これも私の教えの一つだが、よりよく理解するためには、頭で考えるよりも精神で掘り下げることだ。 

63 あなたは私の来訪を待つために、心を整えたのです。私は彼の中のあなたのゲストです。 

64 神秘と沈黙のベールは引き裂かれ、すでにここから王国の光線を見、あなたの父の声を聞くことができます。あな
たの魂は、痛みという清めの水で洗われたのです。あなた方の中で涙を流さない人はいないでしょう。苦い思いをしたこと
がない人はいないでしょう。 

65 あなたは平和を切に願い、祈りの中で私にこう言った。"主よ、世界の戦争が終わり、あなたの国の平和が私たち
に訪れますように！"と。 

66 あなたは、私が最初からあなたの精神に与えている課題を感じ始めているのです。あなた方は、私が語りかけ、地
球の人々 に平和と真理の光をもたらす仕事を託すために選んだ人々 である。あなたもまた、キリストの姿をした私を認めよ
うとしなかった、恩知らずな人々 の一人なのです。他の人たちは、私を期待していると言う人たちよりも、私のことをよく
理解していたのです。 

67 あなた方は、物質化と恩知らずのために多くの涙を流したので、今は平和を見守り、人が互いに愛し合うように祈
るのです。沈黙の中で、どうしてイエスの中に自分の主を発見しなかったのか、どうして彼を犠牲の死へと引きずり込み、
彼が死ぬのを見る強さと勇気があったのか、どうして太陽でさえその顔を隠して人に自分の盲目を理解させようとしたとき
に、彼のために泣かなかったのか、と自分に問うのである。あなたがそれらの異常の可能性を持っていたことに驚いてはい
けません。ここに私は別の形で現れ、ある者は再び私を否定する可能性が非常に高いのです。 

68 この世に平和はない、主の受難を記憶するために捧げるその日においてさえも、私はあなたに問う。私が与えた輪
廻転生をどのように利用したのか？あなたは隣人の命をどうしたのですか？あなた方は、ただ時間をやり過ごし、自分の人
生と理想を間違った方向に使ってしまっただけなのです。主人になりたかったのに、実際は世と罪の奴隷になってしまった
。不老不死を夢見ながら、永遠に向かって生きているのではなく、死に向かって生きているのです。復活であり命であるわ
たしが、あなたがたを何度もよみがえらせたのは、あなたがたにまことの命を生きさせるためである。 

69 この軋轢と利己主義に満ちた世界に審判を下し、愛と光が立ち昇るのを見るまで、この世界を浄化してみせると、
私は真にあなたに告げます。今日、自国民を破滅に導き、現在あらゆる悪徳を蒔き散らしている者、不義の王国を作ってい
る者にも、私は誘惑と戦い、腐敗を取り除き、償いのために、悪の木を根こそぎ取り除く命令を出そう。モーセを見誤り、
イエスを犠牲にし、エリヤを迫害し、預言者、使徒、弟子を殺したのだから、人々 よ、あなたたちもこの裁きを受けること
になるのだ。 

70 私は世界に平和を提供する。しかし、偉大になった国々 の誇りは、その偽りの力と偽りの輝きで、良心のあらゆる
呼びかけを拒絶し、その野心と憎しみによってのみ流されることを許しているのだ。 

71 人間はまだ善と正義と理性の側に傾いていない。人間はまだ立ち上がり、隣人の大義を非難し、自分は正義を確立
できると信じているのだ。裁判官の代わりに、殺人者や死刑執行人を名乗るべきだとは思いませんか？ 

72 権力者たちは、すべての生命の所有者は一人であることを忘れているのに、まるで自分のものであるかのように、
隣人の命を奪っているのです。群衆は、パン、正義、庇護、衣服などを求めて叫ぶ。正義は私が与えるのであって、人間や
その教義ではない。 

73 人間は常に私を裁判官として見たいと願ってきたが、私を王とする玉座や、神とする祭壇を建てることはできず、
法廷を作ることしかできなかった。だから、私は今、その神聖な法廷から、あなた方の作品を一つ一つ裁いているのだと言
うのです。 

74 人間はその高慢さのために、自然を征服しようとし、自然が人間の傲慢と僭越を懲らしめる審判となることに気づ
かなかった。 

75 預言者たちが宣言したことは、この時代に実現する。私の新しい言葉は哲学者や神学者に届き、多くの人が嘲笑し
、他の人が憤慨することでしょう。しかし、その間に、彼らの驚くような目が、今私が告げた予言の成就を見ることになる
。 

76 私はただ、善を愛することを教えてきただけです。私がこのために来たとすれば、それは、この世であなたが悪を
崇拝し、その力はあなたの不完全性から生じていることを知ったからです。 
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77 誤りを正すのでもなく、誤りを叱るのでもなく、高い知恵と深い啓示の教えの言葉を与えるために、別の方法であ
なた方に語りかけたいと切望しているのです。しかし、それは、あなたを縛っているこの体の外、あなたを閉じ込めている
この世界の外に出るまで実現しません。人々 よ、私の声を聞いたか。この砂漠に留まるな。あの第一の時代、試練と障害と
敵に満ちた砂漠を渡り、追い求めていた高い目標、約束の地にたどり着くまで、信仰と忍耐と強さを、すべての時代の手本
として世界に示したことを思い出せ。 

78 この例を手本とし、自分自身を手本とし、あなた方はその民の一員なのだから。私は絶え間なく子供たちの信仰を
励まし、最後にはその忠実さに報いたのです。あなたがたに言うが、新しいマナをあなたがたの霊のために用意している。
また、試練の時に、再び、砂漠の岩から水が湧き出る。 

79 エホバへの賛美と歌で、群衆は困難な迷走を和らげた。今は、祈りと善行で、道の苦労を感じさせないようにする
。すでに、最後の砂漠を越えている。勇気と信念を持って、愛の作品をもって山の頂上に到達してください。 

80 この世界の向こうには、あなた方が精神的に入る祖国*があります。そこに大切な人がいない人はいないでしょう
。父親、母親、兄弟、子供、夫や妻、友人として覚えている人に、もう一度会いたくないと思う人がいるだろうか。 

* 145, 29の脚注参照 

81.今日のあなたの思い出、思い、祈りは、その生き物が家で聞く呼び声です。明日には精神化が進み、あなた方は一
つの世界に住むようになり、「互いに愛し合いなさい」という戒めに従うようになるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 152 
1 この日は、さまざまな宗教団体が、神の言葉に飢えた大勢の人々 を集める記念すべき日である。それぞれが異なる

方法でイエスの受難を記念している様子をご覧ください。 

2 人の心が短い期間、地上の快楽から離れ、自分の運命がこの世で終わるのではなく、イエスと同じように、主の右
手に上るために現世で苦難の道を歩まなければならないことを感じ取る日である。 

3 儀式や寓話的表現なしに、師の受難を心の中で追体験できる人は、なんと少ないことでしょう。人間の理解器官を
通して私の声を聞くあなた方霊能者は、私がそのドラマを官能的な展示という形で繰り返すことを期待してはならないので
す。私はただ、私の言葉を通して、その時間に私があなたに与えた業と教えを思い出すことを許すだけである。また、弟子
たちがわたしと一緒にいるので、わたしは彼らに言った。『見よ、祈れ、誘惑の罠に気をつけよ、肉は弱いことを忘れるな
』。 

4 そのとき、「互いに愛し合いなさい」という新しい戒めを与えると言ったとしたら、今日、私はこの戒めが最初で
最後の戒めであり続けることを告げます。 

5 私は第二の時代に弟子たちに言った。「間もなく、あなたがたはもう私を見なくなる。しかし、やがてわたしは再
びあなたがたのところに行き、真理の霊である慰め主をあなたがたに遣わすからである。"そして、私はここにいる。第三
の時代の弟子たちよ、私の言葉と約束を果たすのだ。 

6 時間が近づき、夕食が終わったとき、イエスは弟子たちに最後の指示を出していた。主よ、もし可能であるなら、
この杯をわたしから取ってください」。私の意志ではなく、あなたの意志が成されるように。すると、私を引き渡そうとす
る弟子の一人が、私を捕らえようとする群衆を従えて近づいてきた。彼らが 

"ナザレ人イエスは誰ですか？"と聞いたとき。- 

ユダは主人に近づき、口づけをした。その人たちの心には、イエスの穏やかな落ち着きを見たときの恐怖と動揺があり、"

イエスはだれか "と再び尋ねたのである。そして、彼らのところに行き、"ここにいるのは、私だ 

"と告げたのです。それが、マイ・パッションの始まりだった。 

7 祭司、裁判官、支配者たちの前に私を連れて行った。彼らは私を尋問し、裁き、モーセの律法に違反し、皇帝の帝
国を破壊する帝国を作ろうとしていると訴えた。 

8 数日前まで私の作品を賞賛し祝福していた心が、それを忘れ、恩知らずな態度を示し、私を誹謗する者たちの仲間
入りをしたことがどれほどあったことか。しかし、その犠牲は人の心から決して消えないように、非常に大きなものである
ことが必要だったのです。 

9 世界とその一部であるあなたは、私が誰よりも冒涜され、嘲笑され、辱めを受けるのを目の当たりにしました。そ
れでも私は、あなたが私に飲ませた杯を辛抱強く空けました。一歩一歩、私は人の間で愛という運命を全うし、すべての子
供たちに自分を捧げました。 

10 血まみれであえぎながら、神を信じた人々 は幸いであった。 

11 しかし、もっと難しいことが待っていた。二人の強盗の間で木に釘付けにされて死ぬことだ。しかし、そう書かれ
たのだから、実現しなければならない。そうすれば、私は真のメシアとして認められるだろう。 

12 十字架の高さから人々 の群れを見下ろしたとき、マリアを見て、ヨハネを指して、「母よ、これはあなたの子です
」と言ったのです。 

13 その時、次の文の意味を理解できたのはヨハネだけだった。群衆はあまりに盲目だったので、私が「私は渇く」と
言うと、肉体的な渇きだと思い、私に胆汁と酢を渡したが、私の霊が苦しんだのは愛に対する渇きであった。 

14 二人の悪人も私のそばで死と格闘したが、一人は神を冒涜して破滅に身を投じたが、もう一人は信仰の光に照らさ
れ、自分の神が恥ずべき十字架に釘づけにされて死に近づいているのを見たが、その神性を信じて彼に言ったのである。汝
が天の国にいるとき、我を思い出せ」と言うので、私は信仰心に駆られ、「本当に言おう、まさに今日、汝は我と共に楽園
にいるであろう」と答えた。" 

15 その時、イエスの心の中で荒れ狂った嵐を知る者はいない。解き放たれた自然の力は、あの男の孤独の中で起こっ
ていたことのかすかな反映にすぎず、神霊の痛みはあまりに大きく、あまりにリアルだったので、肉体は一瞬弱気になり、
こう叫んだ。"わが神、わが神、なぜあなたは私をお見捨てになったのですか"。 

16 私が人に生きることを教えたように、私は人に死ぬことを教え、私をののしり、殉教した者たちをも赦し、祝福し
たのです。 

17 そして、御霊がこの世を去るとき、"父よ、御手に私の御霊をゆだねます 

"と言われました。神として、そして人として、私が語った完璧な教範が完成したのです。 



U 152 

56 

18 しかし、私はここにいる、人々 、私が約束したように。私は肉体、つまり肉体の中にいるのではなく、光の中にい
るのです。私の種を蒔くために、私は血で水を撒かねばならなかった時は過ぎた。しかし、代わりにあなた方がどれほど自
分を清め、準備しなければならないか。 

19 聖霊の光に触発され、この教えを一歩一歩蒔き、「聞こえない人」に聞かせ、「見えない人」に見せるのです。師
匠のように、嘲笑、中傷、屈辱を受け、身内からも馬鹿にされるでしょうが、弱音を吐くことはありません。あなたがたは
すぐに、すべての力と知恵とを備えたいと高き方の御子が、人の試練から逃げず、その試練を通してご自分の真理を人々 に
証しされたことを思い出すでしょう。 

20 霊的に強い者は、地上のことにおいてもそうである。そして、これも言えることは、第二の時代のイエス様を通し
て教えたように、時には犠牲の死まで行くこともあるということです。 

21 物質的な危険だけでなく、目に見えない存在からやってくる落とし穴もあるので、皆さん、よく見て祈ってくださ
い。 

22 混乱した魂の大軍団は、人々 の無知、鈍感、霊的視野の欠如につけこんで戦争をしかけ、人々 は彼らの攻撃から身
を守るための愛の武器を用意していないため、この戦いで無防備な存在のように見えるのです。 

23 この戦いに勝利するための装備の整え方を教えるために、私の霊的な教えがあなた方のもとに来たのです。 

24 あなたの世界に生き、紡いでいるその見えない世界から、人の心、感情、意志を苦しめ、献身的な下僕、奴隷、道
具、犠牲者にする影響が発せられています。霊的な現象はいたるところに現れますが、地上の人々 はまだ自分の霊を取り巻
くものを感知しようとしません。 

25 そうすれば、人間の中に光が明けたとき、すべての人が真の交わりのうちに団結して立ち上がり、祈りによって、
長い間支配してきた権力との戦いに勝利することができるのです。 

26 人類が気づかないうちに、人々 や国家がその影響力に屈してしまったのです。その結果、希少な未知の病気が発生
し、人々 を苦しめ、科学者を困惑させている。 

27 人間はどれほど不和を、どれほど混乱と苦痛を自分自身に重ねてきたことでしょう。祈りや道徳、精神性の欠如が
、不純で乱れた存在たちを引き寄せている。また、光もなく、装備もないまま隠遁している人々 に、何を期待できるという
のでしょう。 

28 あなたがたが欺き、虐げ、乱し、辱めた者たちがいる。彼らはあなたに混乱と暗闇を送ることしかできず、復讐す
ることしかできず、あなたを非難することしかできないのです。 

29 今、私を魔法使い、魔術師と呼ぶのは、私がこれらのことをあなたに明らかにするからです。私はただ、あなた方
を闇と痛みと（霊的）死から救いたいだけです。私は人の前、そして混乱した魂の軍団の前で輝く光なのですから。どちら
が先に私を認識するだろうか？ 

30 第二時代に憑かれた人を解放したとき、これを見た人たちは、イエスが悪霊と契約したのだと言いました。しかし
、その人を苦しめていた霊が私に語りかけ、「私はあなたが誰であるか知っている、神の聖なる者だ」と言ったのです。 

31 しかし、それらの作品に驚いて、"何の権威と力によって、不浄な存在に命令し、彼らは彼に従うのか 

"と言った人々 もいました。彼らは、この霊の賜物がすべての人の中にあること、あなた方がその武器を携えていることを
知りませんでした。その後、私の弟子たちは師の業を繰り返し、キリストが人を指導するために来られたことを証明した。
キリストの力を示すだけでなく、人が皆持っている霊的な賜物と権威を人に明らかにするためである。 

32 祈りなさい、マスターはあなたに言った。祈りは、あなたが人類のために平和を勝ち取ろうとする愛の武器に輝き
を与えるのだ。霊的な才能を目覚めさせ、魂は千里眼になり、目は肥え、心は敏感になるのです。 

33 人々 よ、わたしはあなたがたに、目に見えない罠から自由になり、それらから身を守ること、奇妙な病を癒し、邪
悪な影響から自由になることを教えたのだ。しかし、まことにあなたがたに告げますが、すでにあなたがたに明らかにした
ように、祈りと徳だけが、これらの試練を克服するためにあなたがたの役に立つのです。その代わりとして他の手段を講じ
れば、その影響力の犠牲となり、道を明るくするどころか、かえって暗さを増してしまう。その時、世界はあなた方を魔術
師、魔法使いと呼ぶに違いない。一方、私はあなた方に、困っているすべての魂に光と平和をもたらす貴重な贈り物を授け
た。 

34 この暗闇と苦しみと異常の世界全体を、いつになったら平和な世界に変えることができるのでしょうか。いつにな
ったら高い霊界の光を自分に引き寄せることができるのか、そうすれば、私があなたがたのために用意したあの家で、すべ
ての同胞と調和することができるようになるのか。 

35 私がみことばであなたがたに教えたおかげで、あなたがたの間に本当の奇跡が起こったのだ。魂は新しい日に目覚
め、心臓は希望に鼓動しています。無知が目隠しのようになり、真理を見ることができなかった人たちが、今は見て驚き、
周りを見回しています。身体的、精神的に病んでいる人は、私の言葉のエッセンスを自分の存在、心の中に受け取れば、癒
されるのです。 
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36 そして、この人々 の最も奥深いところ、最も純粋なところから、私が彼らの上に行なっている業に対する感謝の祈
りが流れ、私にこう言うのです。「主よ、ありがとうございます。あなたは、私たちがこの奇跡を起こすに値すると判断さ
れました」。 

37 そして、私の愛と慰めと知恵の言葉によって強められた彼らが立ち上がるとき、彼らは仲間を探し求め、その過程
で奇跡を起こしたのです、しばしば自覚することなく。 

38 信仰によって心を癒し、証しによって闇を払い、無関心だった人々 を目覚めさせるのです。直感で人生の問題を解
決し、強さで試練に耐える。その手は病人に油を注ぐことを学び、その心は私の言葉を理解し、それを喜ぶ道を見出し、そ
の祈りは眠っていた霊的な賜物を解き放ち、こうして一歩一歩進むことによって、主は彼らの道に奇跡を蒔いてくださるよ
うになるのです。 

39 私の言葉を知らせる集会所が増え、その一つ一つが真の知識の学校のように、私の弟子となり新しい教えを熱心に
学ぼうとする人々 が集まっているのです。 

40 もし、これらの共同体のそれぞれが、わが慈悲から受けたすべての恩恵について証言するならば、それらの奇跡の
証言は尽きることがないでしょう。そして、もしあなたが、私の言葉の最初のものから最後のものまで、私のすべての声の
担い手を通して話したことを一冊の本に集めなければならないとしたら、それはあなたが達成できない仕事でしょう。 

41 しかし、わたしは、わが民の仲介によって、わが言葉の真髄と、わたしがあなたがたの間で成し遂げたわざのあか
しを記した書物を人類に送るであろう。この使命を引き受けることを恐れてはならない。私は、この本に不可欠な教えを記
録するよう、あなたを鼓舞するからだ。 

42 第二時代のわが使徒たちが書き記したものが、私が地上で語ったことのすべてだと思うのか。本当にあなたがたに
言う。私の弟子ヨハネは、「イエスのなさったことは、あまりにも多く、そのために書かなければならない本は、この世に
存在しないと思う」と述べています。 

43 見よ、弟子たちよ、彼らにも、後世に遺言と証人として残すために絶対に必要なものだけを、書く瞬間にひらめか
せて思い起こさせたのである。 

44 この時代、私は恵みの命に対して死んでいる人々 の間で、わが言葉に新たな命を与えている。私があなた方をそう
呼ぶのは、あなた方の霊が、命の糧で自らを養う方法を知らず、したがって、それが永遠のものであることを理解していな
かったからです。 

45 第二の時代、私が世に伝えた御言葉が実を結ぶのを見るに至り、悪が栄え、人の間に苦い実を散らし続けているこ
とを知ったのです。私の犠牲の死が人の心に残すはずだった痕跡を探しますが、私が発見した血は、人が軋轢を生む戦争で
流したものです-

ある者は罪深い血、ある者は罪のない血。それはいつも、敵意、卑しい情熱、霊的な暗黒、死を私に語りかけてくるのです
。 

46 これが、あなたが立ち向かうべき世界なのだ、人々 よ。しかし、恐れてはならない。人々 の精神は大いに発達し、
私が教えたように、心から出た言葉で助言する方法を知っていれば、彼らの目が光に向かって開き、愛と慈悲であなたに向
かって腕を伸ばすのを見ることができるだろう。 

47 今、この時間を準備と反省に充てなければならない、人々 よ、今使わなければ、まだ後悔することになるのだ。 

48 あなた方は、私の言葉を宣べ伝えるために出て行く準備をするために、自分自身をもっと鍛えなければならない。
あなたがこれから説く教えを聞いた人が、あなたの家を見たり、あなたをスカウトするためにあなたの足跡をたどったとき
、あなたの作品の中に純粋さと真実だけを見出すことができるように、あなたの全生活を完全に刷新することを達成しなけ
ればならないのです。 

49 もし、あなた方が、この時代に、私が教えた教義の素晴らしさを世界に伝えたいと願っているのなら、まず、あな
た方が、私の光を反射できる透明な鏡のようになる必要があることを忘れないでください。自分の話し方の雄弁さや、言葉
の能力の大小を常に信じてはならない。本当に言っておくが、どんなに美しい言葉も、良い作品が持つ説得力には及ばない
、どんなに目立たないものであっても。 

50 愛する人々 よ、これは「第三の日」であり、私は私の言葉を「死者」の間に新しい生命を吹き込む。これは、私が
霊的な方法で世界の前に現れ、「ここに、あなたが十字架上で死ぬのを見たのと同じキリストがおり、彼は現在あなたに語
りかけているのです。 

51 一方、宗教団体で真理を宣べ伝えると言いながら、信仰や愛や光に関して、体の中に死んだ心を持っている人がい
るのを見ます。教会で祈り、儀式に参加すれば、救われると思っているのだ。しかし、あなた方に言っておくが、救いは愛
と慈悲の業を行うことによってのみ得られるということを、世界は学ばなければならないのだ。 

52 集合場所はあくまで学校です。宗教界は、法を説明することにとどまらず、人生とは、私の愛の教えを実践するこ
とによって、神の法から学んだことを実践しなければならない道であることを人類が理解できるようにしなければなりませ
ん。 
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53 教えを聞くだけで、レッスン、教えを受けるだけで満足し、それによって自分の義務をすでに果たしたと考える者
は、重大な誤りを犯しているのです。その時彼は、教えを理解したつもりの弟子に過ぎず、そうすることで教えの最も重要
な部分、すなわち、愛、許し、同情、忍耐、信仰、その他神の教えが含み、実践するよう助言するすべての良いことを忘れ
てしまったのである。 

54 愛する者たちよ、私の目から見て一番になるために、「最後」になることを学びなさい。私はあなたを謙虚な心で
、素朴で徳の高い人にするつもりです。地上の偽りの栄光に誘惑されてはならない。それらは霊を真の道から迷わせ、ある
いはそれ以上の進歩を妨げ、その結果、霊の進歩の貴重な時間を浪費させるだけだからである。常に自分が役に立てる場所
を探し、自分にとってより格調高く見える場所よりも、常にそれを好む。 

55 パリサイ人たちがそうであったように、人々 の前で見せびらかすために、自分たちが栄誉を示すために、虚栄心や
軽薄さを捨て、名誉のある場所を愛してはならない。 

56 真に高い精神は、自慢やお世辞を忌み嫌うので、そのような卑怯な行為で自らを汚すことはありません。霊的生活
と人間的生活において神の法則を実現する者は、その働きのたびに主から受ける平安で十分なのである。 

57 より高い地位や賞賛のまなざし、お世辞を求めることは、誰よりも自分を愛することを意味し、それは神の掟を満
たすことから非常に遠いことを意味します。 

58 あなたがたは、すべての造られたものにまさって、神を愛さねばならない」と、わたしは言わなかったではないか
。これが第一戒の意味である。あなたがたは隣人を兄弟姉妹のように愛さなければならない」と言ったはずです。これが2

つ目のポイントです。そして、自己愛は最後に来るものであり、決して最初に来るものではないことを認識することです。 

59 だから、私はパリサイ人を偽善者と呼んだのです。彼らは、神への奉仕に最も熱心であると言いながら、会堂でい
つも一番になろうと努め、人々 の敬意を受けることを楽しみ、自分の体に美しい祭服を着せて、彼らの中にあるすべての悪
事を隠そうと常に気を配っていたのです」。 

60 私はあなた方を偽善者と呼びたくはないのです。もし、あなたが純粋でないと思うなら、せめて自制し、純粋さを
誇示しないことです。あなたの知恵と美徳をすでに信じている人が、真実を知り、あなたの証言が偽りであったことを知る
ならば、それはとても悲しいことです。 

61 誠意と真実は常に行動で表現されるべきです。 

62 常に謙虚さが人生を支配するべきだと、マスターはあなたに問いかけています。 

63 そうすれば、真の美徳があなたの心に宿ることを体験できるでしょう。右手がいい仕事をしているのに、左手が気
づいていないことに気づくはずです。 

64 あなた方が救われるために、キリストがすべての時代に生まれ、死ぬ必要はないのです。私の第二時代の言葉はま
だ生きていて、すべての魂に触れ、すべての時代の心を呼んでいるのですと、世界に伝えてください。 

65 私の新しいメッセージは、これまでのすべての啓示を理解しやすくするために与えるものです。 

66 私は、現在の試練にある人々 を助けるために、人々 のもとに戻ってきました。マスターはあなたに言う。わが新た
なる顕現の兆しを知っても憂うことなかれ。むしろ、これらの教えを直接目撃することを許したのだから、喜べ。 

67 ちょうど、犠牲の死の後の第二の時にマグダラの女に霊で我を現したとき、彼女は驚きと同時に喜びに満ちて叫ん
だように、「主よ、あなたを永遠にほめたたえ、栄光あれ！」。あなたがたは、私の光を霊で受け、大きな恵みを受けたの
で、仲間を思い出してとりなし、"私はあなたの言葉を聞けて幸いです、他の人はこの教えを知らないのに！"と言ったので
す。しかし、師は告げる。わたしは、わたしの霊を、あらゆる国でさまざまな形で知らせた。内なる準備をした者は、自分
が恵みと正義の時代に生きていることを自覚し、私の存在を感じたのである。 

68 マグダラを赦したように、わたしもあなたがたを赦すが、あなたがたも彼女のようにわたしにふさわしい者となる
ことを望む。 

69 他の時代の兄弟姉妹から、手本となるような教えの例をどれだけ集められるか。彼らの仕事は、まるで開かれた本
のようです。でも、あなたは......自分の作品が手本として書き残されることを望んでいないのですか？あなたの作品のうち
、私が価値があると判断したものは、あなたの子孫に贈呈しよう。今日、物質的な身体に住んでいるあなた方は、栄光も崇
拝も得ることはできないでしょう。謙虚な姿勢で、自分の作品を他人に判断してもらう。 

70 あなたを待っている大いなる日の仕事において、私はあなたの（キュレネのシモンのような）助っ人になろう。 

71 私の教えは、世の中に大きな波紋を投げかけ、習慣や考え方に大きな変化をもたらし、自然界にも変化をもたらす
だろう。これらすべては人類の新しい時代の始まりを示すものであり、私が間もなく地上に送る霊たちは、これらすべての
予言について話すだろう。彼らは私の言葉を説明し、この世界の回復と上昇の発展を支援するために作品を解説します。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 153 
1 再び師が現れ、三度目の教えを授ける。 

2 まことに、あなたがたに告げよう。人間の知性による私の顕現に対するあなたがたの信仰は、あなたがたの人生の
試練の支えとなり、私の言葉は、あなたがたのあらゆるところに伴う。あなた方と一緒に私の話を聞いて、聞き飽きて、自
分の中にある遺産を知らずに帰ってしまった人たちのようであってはなりません。 

3 私があなたに託したもの全てに、あなたが答えを出さなければならない時が来るでしょう。 

4 あなた方は、その忍耐力によって、私の軌跡に従おうとする意志と熱意を示しているのです。私は、あなた方の心
の中にあった私の神性への愛が、あなた方の（精神的な）高揚と慈愛の実践によって、どのように成長するのかを見ていま
す。 

5 私はあなたの霊に語りかけ、平和で満たしてくれる父の愛です。私の言葉は、あなたの存在の最も奥深いところに
届くので、あなたを清める。それは、あなたがたを悪の道から転じさせ、真理の道を提供し、あなたがたは私の話を聞くう
ちに、それにうっとりし、あなたがたのすべてを一つの心と一つの意志に形成するから、救いを意味するのである。 

6 私は全人類に語りかけ、頑固に悪徳にしがみつく罪人を刷新するよう呼びかける。 

7 私の永遠で普遍的な言葉は、声の担い手によって人間化されると制限されるが、その意味の完全性を失うことはな
い。私の言葉は傷つけないし、罰することもない。なぜ、私が罰すると思うのか。自分の道に茨を敷き詰めて、その上を歩
くのは人間なのに。 

8 そして、正しい道から外れて、あなた方を支配する戒めに従わない者は、直ちに法によって裁かれ、自分の誤りを
知ることになることを認識しなさい。 

9 あなたを取り囲む宇宙を少し観察してみると、すべての領域とすべての存在がその運命を果たすための調和、従順
、正確さに感心することでしょう。たとえすべての創造物が一つの法則に従わなくとも、私の作品は完璧であるとお考えで
すか？- 

わが最高傑作である諸君は、選択の自由、意志、知性、そして霊にふさわしいすべての能力を授けられている。それは、諸
君がその徳を発揮して得た功徳によって、霊的完成を得、その状態で平和と幸福を経験し、私が諸君のために用意した完全
な光を見いだし、約束の地に到達できるようにするためだ。 

10 父なる神の右の座に至る道は、あまりにも狭く、まっすぐなので、御自身がキリストとして人となり、犠牲の死と
流された血の印によって、人間の霊に完成への道を示すために、キリストとなられました。 

11 愛の法則であるその道は、人間の考えによって消滅することはありません。なぜなら、すべての精神には救済の時
が訪れ、それは神の中にのみ見出されるからです。 

12 今日は私の言うことを聞くが、明日、私が同じように自分を知らなくなったとき、あなた方は世の中の道理に従っ
て、私を手本とすることだろう。その時、もし弱気になったとしても、私の言葉は途中であなたを驚かせ、私の愛の教えを
思い出すことで、あなたは救いを見つけ、同胞を愛する使命を続けることができるのです。 

13 この間、私はアンタッチャブルに、目に見えない形であなたのところに来て、あなたは自分の霊的な感性で私を認
識しただけです。このようにして、私はあなた方の信仰心を試したのです。私は、あなたが信仰を強めるために、多くの顕
現を与えました。あなたの霊的な目は開き、あなたの感覚は今、私を理解し、その後、証人になるために目覚めている。 

14 たとえ、あなたの唇が私の真理を語らなかったとしても、あなたの心がまだ疑っているとしても、-

霊は私を愛し、信じている。そして、その祈りの中で、「肉」を納得させるための光と、それに打ち勝つための力と忍耐を
私に求めているのです。まだ霊と肉との間に一致がなく、しばしば後者の自己の意志に負け、自分の能力と意志をそれに奉
仕させたことがある。しかし、そのために私は今日来たのだ。精神を養い、強化し、遺産を取り戻すために。 

15 私は常に霊を求め、その目的である永遠の命を霊に語りかけてきました。彼は私のものであり、それゆえ私は彼を
自分のものとして主張する。私は彼を発展と償いの道に立たせた。彼が上方に発展し、功績によって自らを完成させること
が、わが意志であったからだ。ボディシェルは短い寿命しかない。役目を終えたら、私に敬意を表し、魂は止まることなく
その道を歩み続けるのです。 

16 今日は、魂にとって最大の償いの時である。私の審判は開かれ、それぞれの作品は秤にかけられた。この裁きが魂
にとって辛く悲しいものであったとしても、裁きよりも愛に満ちた父なる神は魂に寄り添ってくださいます。あなたの弁護
者であるマリアの愛もまた、あなたを包んでいます。 

17 子供たちは、今日も混沌の中で私を待っています。私が来ることを知って、彼らは私の掟を破ったので恐れていま
す。私が彼らに近づき、私に気づいたかどうか尋ねると、彼らはこう答えました。「主よ、私はあなたの戒めを忘れ、物質
主義に陥り、混乱しています」。しかし、今日、あなたの声が私を呼ぶとき、私は私の道を修正し、あなたの光で私を導き
ます。 
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18 そして、私が選ばれた民であるあなた方のところに来て、あなた方の中に私を受け入れてくれるように頼んだとき
、あなた方の霊は直ちに答えた。"あなた方の指導によって私たちの存在を形成し、完成させる 

"とね。しかし、霊は自分の運命を知り、それを受け入れるが、肉はそれに反発し、救いに必要な功徳を身につけるために
、両者の間で闘いが始まるのである。 

19 昔、私はあなたがたに、あなたがたの見た出来事が実現したことを告げました。だから言ったじゃないですか。戦
争やその他の災難が解き放たれる日は近いのだから、見ていて祈りなさい。しかし、あなたの不信心な心は私に言った。"

父よ、あなたが愛と善と赦しを示されたのに、私たちの間で戦争を許すことがありえましょうか？"- 

私がこれらの出来事をあなた方に告げたのは、あなた方が心構えをし、全人類のために祈るためであり、今後、あなた方が
内観と悔悛の生活を送り、家族の懐を平和にし、私の教えを実践するためであったのです。痛みを和らげるために、これだ
けのことをお願いしたのです。私は、このようにすれば書かれていることを防ぐことができると言ったわけではなく、あな
た方を世と私の霊との仲立ちとして差し出したのです。 

20 強国が弱国を征服し、さらに強国が連合して前者を侵略し、戦争は拡大し、行く手を阻み、苦痛をまき散らす。- 

私の弟子たちの何人かの祈りはこうでした。"主よ、この言葉が実現しないことを願います"。また、信じるために出来事が
起こるのを待つ人もいた。しかし、私の言葉は実現した。そして今日、あなたは私に、あらゆる危険は去ったのかと尋ねた
。しかし、あなた方が今経験している平和は、幻想の平和に過ぎず、これまで起きたことは、世界を苦しめる苦しみの始ま
りに過ぎないことを、私は告げます。 

21 私の弟子たちよ、あなた方はまだか弱い。私の言葉を知っていながら、まだ疑っているからだ。わが父なる霊は人
類の再生を待っている。あなた方一人一人が家族の輪の中でこの教えを教える者となり、訪問の日が来たときに備え、強く
なるようにしなさい。あなたの周りの頑なな心があなたを泣かせたのを見なさい。それであなたは苦しみの中で私に言った
。"なぜ、あなたの教えのために、私の愛する者たちの中で私を試すのですか 

"と。しかし、私はあなたに言います。あなたの理想を理解しなかったその兄弟は、あなたの忍耐と慈悲によって変容し、
将来あなたの親友となり、相談相手となることでしょう。 

22 すでに、私の最後の言葉を聞く人たちが近づいてきています。短時間で、私の教えの精神的な内容を理解すること
ができるのです。最高の場所を与え、癒し、そして成長の道を止めない。彼らの霊的な才能が早く展開するのを見たら、彼
らを前進させなさい。そうすれば、彼らの腕が十字架を運ぶのを助けて、あなた方全員が進歩することになるのです。 

23 愛するイスラエルよ、わたしが何度も何度もわたしのことばを注ぎ込んだ者たちよ、わたしがどれほどあなたたち
を愛しているか、あなたたちはまだわかっていないのだ。私の言葉を聞いて感動し、私の奇跡を受けたとき、あなたは私に
最後まで従うと約束したことがどれほどあったことでしょう。祝福されよ。いつも見守っていてくださる父を信じましょう
。あなたは完全な平和の世界に住んでいるわけではありませんが、その中で、あなたの霊に約束された王国を垣間見ること
に成功するのです。私の愛は、あなたとともにあります。裁判官としてではなく、父として私を欲してください。私の裁き
の座の前に立つことを望むな。あなたが私のもとに来るとき、あなたの内に平和と満足があり、私の霊による喜びがあるよ
うに、あなたの魂を整えなさい。 

24 いつでも私は父として自らを明らかにしてきた。世界の始まりに、私は人に霊的な話をした。彼らはしばしば、私
が降りてきて彼らに助言したり、修正したりするのを見た。私はアダムに語りかけ、アダムは謙虚に私に耳を傾けた。私は
アベルと一緒にいたのですが、その生き物になんという幸せを見出したことでしょう。しかし、私はカインにも近づいた。
私は、正しい者も罪人も、すべての者を愛しているからだ。私は、わが光をもたらす偉大な霊を送り込み、法と神の戒めを
教え、明らかにした。しかし、自分の精神を目覚めさせ、良心の声に耳を傾けようとする人が、いかに少なかったことか。
ある者は罪を犯しても悔い改め、ある者はエホバの厳格で曲げられない律法に背を向けた。しかし、わが律法は彼らのすべ
てにあり、わが光は彼らを照らしたが、罪人が彼らの数より多く、悪が増え、魂に深刻な害を及ぼしているのを私は見たの
だ。そして、大浄化を許したのです。ノアとその家族だけが生き残り、彼らは新しい世界の始まりである種となった。私は
正しい人と契約を結び、契約の印である平和の虹が現れました。 

25 やがて、その子孫たちは再び誘惑に負けてしまった。愛の遺産を受け取った心は、冷淡になり、硬くなった。彼ら
の救済のためには、鮮やかな実例が必要となったのだ。そして、キリストは人となり、彼らの間に住まわれた。彼はあなた
方のパンを食べ、あなた方の人生の苦難を経験し、苦しんだのです。彼は自分を知ってもらうために奇跡を起こし、正しい
道を教えてくれた。身近に住んでいて、彼の歩みを見ていたんですね。しかし、彼の使命の終わりが来たとき、彼の昇天を
見、彼の犠牲の死を理解し、彼の愛と赦しの血によって示された道に躊躇なく従う準備ができた人は、どれほど少なかった
ことでしょう。 

26 今日、私はマスターとして2回目の来訪を果たしました。私の視線は、私に従わなければならない者、私が慰めの
霊としてやってくることを世界に伝えるために自らを備えなければならない者を探している。しかし、私は痛みとともに、
硬くなった優しく純粋な心を見つめます。多くの涙が流れ、その泉である人の目が乾いてしまった。私への愛も、人の互い
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への慈しみもなくなり、私の父なる魂は人類のために苦しんでいるのです。私の視線はすべての心に注がれているが、私は
あなたがこの時代に刈り取った痛みだけを受け取っている。 

27 マスターはあなたに言う。あなたは、私が与えた才能の使い方を理解していない。でも、この指導をもっと理解し
て、私をとても身近に感じ、感謝してくれる時が来るでしょう。 

28 世界のために祈り、見守り、求める。そして、戦いの時が来たら、立ち上がり、私の光を広げ、励まし、慰め、病
を取り除き、奇跡を起こし、旅の終わりに来た時、功徳に満ち、安らかに私の審判の座の前に現れることができるように。 

29 しかし、この民族はいつになったら、地球の他の民族に対する霊的な使命を自覚するのだろうか。 

30 誰よりも多くなりたいと願ったり、人の上に立つことを主張したりしてはいけないと、私はあなたに言いました。
しかし、あなた方の運命は大きく、あなた方を保護する国もこの仕事の一翼を担わなければならないのです。 

31 そして、時が来れば、わがメッセージを他の国々 に伝えることができるように。しかし、私はまだあなたが眠って
いるのを見ている、あなたの使命の大きな意味を理解していない。 

32 痛み、不幸、病気、飢えが無気力からあなたを揺り動かすことを望んでいるのでしょうか？ 

33 あなたの飲む杯は非常に苦く、あなたが引きずる鎖は非常に重い。あなた方はまだ、ファラオの奴隷の民なのです
。自由を希求すればするほど、課される苦難は大きくなり、貢ぎ物も高くなる。あなたはまだどのような苦肉の策に至るの
でしょうか。 

34 目覚めた者は、まだ眠っている他の者たちを眠りから覚まし、以前と同じように主が山で待っていることを伝え、
父の声を聞かせ、自由と平和に導く道を示す必要がある。しかし、ある者もある者も、私の言葉を正しく理解しなければな
らない。そうでなければ、あなたがたは「ファラオとは何者か」と自問することになる。ここで語られている束縛とは何で
しょうか。主はどのような山で私たちに語りかけるのだろうか。彼が教えてくれる道はどこにあるのだろう。" 

35 しかし、あなた方は、私があなた方に話しているシンボルを理解することを学び、その後、あなた方の仲間に誤り
なく説明することができるようにならなければならない。 

36 この時代、あなたを取り巻く社会環境は、この時代のファラオなのです。利己主義、憎悪、貪欲、人間の持つすべ
ての罪が浸透しているのです。 

37 鎖とは、一般的な利己主義、不正、さらには道徳的腐敗に服従することを強いる、あなたの欲求のことです。 

38 私があなた方を待っている山は、あなた方ひとりひとりの良心の中にある。それは、わが意志にしたがって、あな
た方の心の中に聞こえるようになる。 

39 道とは、まさにこの法則の成就がもたらす、あなたの憧れる平和と自由を手に入れるための人生の方向性です。 

40 あなたは今、自分の使命の意味を知っていますか？祈れ、人々 よ、あなたの国が私の呼びかけで目覚めるように。
そうすれば、群衆があなたを求めるとき、あなたはどのように彼らに会いに行き、あなたの模範によって彼らを奮い立たせ
ることができるかを知ることができます。 

41 私の教えを理解せよ、弟子たちよ、来て私の言葉を聞け、その時代はもう来ない。今日、あなた方はまだ声の主た
ちの心の器官を通して私の声を聞くことができますが、この時間は過ぎ去り、私の仕事はあなた方に新しい啓示の段階を開
くことでしょう。 

42 私の教えを聞いてリフレッシュし、心の中にしまっておいてください。あなたの記憶の中に、私の教えのエッセン
スを、はかりしれない価値のある宝石のようにしまっておく箱を作りなさい。 

43 今日、私がある者の驚きをもって、またある者の不信や信仰を前にして、あなた方は師が過去の時代に与えた教え
について話してくれることを期待しています。 

44 よく聞いてください。神は、人間の生命の始まりから、法と正義としてご自分を人間に現わしたのです。神霊は、
最初の被造物の未熟さと単純さに鑑み、その声を人間的で分かりやすいものとして聞かせることによって実体化した。それ
らの存在の感覚は、自然を超える道程で父を解釈できるまでに目覚めたのです。従順に生きている限り、彼らは自分たちを
取り巻くすべてのものを通して神の恵みを経験することができたのです。また、不運や苦悩も免れず、それは彼らが主に対
して背いたことを示すものであった。私は、彼らの中に良心の光を輝かせ、それが彼らの人生の道筋の灯台、審判者、相談
役とならなければならなかった。最初の人々 は、目に見えない父が常に良いことを命じていること、そしてその命令が自分
たちの生きるべき律法に基づいていることを本能的に知っていました。あなたが「自然の法則」と呼んだその内なる光。 

45 その後、人間が増殖し、その増殖の中でその掟を果たすことを忘れ、良心の声に耳を傾けず、臆病になったとき、
その子の荒野について行った父は、その徳と知恵によって高い精神を授けられた人々 をその子のもとに送り、彼らが逸脱し
た道を思い起こさせたのである。 

46 あなたは正しいアベルを覚えていないのか？その血のために、私は今もなお説明を求めている。供養の傍らで息を
引き取った。 

47 そして、人々 の嘲笑に耐え、最後の瞬間まで主の意志を告げた深遠なる信仰者、ノアとは？彼らはその行いで、わ
が存在とわが掟をあなたに思い起こさせた。そして、主に対する従順と無限の信仰の模範であるアブラハム、徳の高いイサ
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ク、忠実で力に満ちたヤコブをあなた方に送った。そうすれば、彼らは木の幹となり、そこから枝がモーセを生み出すだろ
う。 

48 モーセの中に、人類は私の威厳の反映を見たのです。彼らは彼の中に正義、義理、不屈の勇気、信仰、従順、慈愛
を見た。民衆の弱さを前にして、父から受け取ったばかりの律法の板を怒りに任せて破ったことは、皆さんもご存知の通り
です。しかし、あなた方は、ただ一つの神の法則があなた方を常に支配していることを理解させるために、すぐにそれらを
彼の手に回復させたことも知っていますね。 

49 そして、ある時期が過ぎ、人類が父をより深く知る必要性が明らかになると、愛の業にたゆまぬ努力を続ける父は
、預言者をこの世に送り、人類に、父が地上に来て人間となり、その愛を実感させ、その誕生、生、死を通して、完全な人
生とは何かを教えることを告げたのである。しかし、ある者は私の預言者を信じたが、ある者は疑い、彼らを殺し、この犠
牲で私の道を用意したのである。 

50 私の使者たちの言葉は、罪を犯した者たちの心を震わせた。彼らは、真理をもって不真理を暴く者の到来を告げた
からである。人間が「神は完全であるがゆえに、善、すなわち愛と許しと正義の完全な業を司るが、我々 人間はこれになり
得ない」と言っている間に、イエスはこの世に来られたのである。 

51 彼は神ご自身であり、その律法と教えを人間の形でこの世にもたらしたのです。今日は、イエス様の体がどのよう
に作られたかを知りたいと思います。これに対して、私はこう言います。その体は、私があなたに対して抱いている無限の
愛の作用によって生み出され、宿ったものであることを知ることで、あなたは満足しなければならないのです。このときか
ら、イエスは最後まで飲まなければならない苦汁の杯を飲み始めたのである。彼は、人間のあらゆる苦難を生き、試練に耐
え、苦難、迫害、人間の長い一日の仕事、渇き、孤独を知るようになり、時間の経過を体で感じ、人間の生活を、その美徳
と悲惨さを身近に考えながら、語り、力を発揮する時が来るのです。 

52 そして、私の周りに人が集まり、私の話を聞き、私を見つめ、言葉で、スピリチュアルな方法でスカウトすること
を許しました。私は神を求めて、人が私の体を突き刺すのを許しました。彼が私の骨を見て、私の脇腹が開かれ、水が流れ
出しました。私は、世界が私を被告人とし、あざ笑う王とし、さらし者にすることを許し、そうして恥の十字架を肩に背負
って、二人の強盗が私とともに死のうと待っている処刑場へ私を引きずり込みました。 

53 こうして私は十字架上で死に、あなたがたの神である私が、言葉だけでなく、行動の神であることを教えようとし
たのである。しかし、私が死ぬのを見、私の苦悩を目撃し、私の最後の言葉を聞いた人たちは、「神の子がどうして死ぬこ
とができようか。メシアでありながら、倒れるのを見、嘆くのを聞いたのはなぜか。" 

54 民衆はさらに証拠を求め、私の愛によってそれを与えたのです。私が聖なる女性の胎内から人間として生まれたの
は、人間の母性に敬意を表するためであったように、私も地球の内部へと沈み込んで、そこで人間としての使命を全うした
のです。しかし、地はその体を保持することができませんでした。その体は彼女のものではなく、それが来た父と帰る父の
胸にあるものでした。 

55 今、私はあなたに言う。もしあなたが、キリストが十字架上で死ぬのを見たとき、その神性を疑ったのなら、教え
てください：死後3日目に、それを損なわずに墓から蘇り、自分の体とともに天に昇った人がいるでしょうか？誰もいない
！- 私がやったのは、私がいのちだからだ。私は、霊においても肉においても死ぬことができなかったからだ。 

56 疑心暗鬼になったのは、大勢の観客の間だけではなかった。私の弟子たちの中にも、私が死後も彼らの中に姿を現
すことができるのかと疑っている者がいた。私の脇腹の傷に指を入れてみて初めて、それが可能であると信じることができ
る、と言ったのはトーマスでした。そう言うやいなや、私は彼に「私の平和があなたとともにありますように」と挨拶した
。それでも近づいて深い傷を見て、手で触って、師が本当に死んで蘇ったのだと信じる強さがあった。 

57 見たこともないのに信じる者は幸いである。そうです、私の子供たちよ、真の信仰とは、知性でも感覚でも発見で
きないものを見るまなざしでもあるのです。信仰だけが、人間に創造の神秘の一部を明らかにすることができるのです。 

58 しかし、死者の中からよみがえった方が、この時代、栄光に満ちた霊で、再びあなた方に語りかけに来られるので
す。 

59 今、地上に住む者の中で、人類の前に新しい時代が開かれたことを知る者は何人いるだろうか。この言葉を聞いた
人だけが、1866年に新しい時代が幕を開けたことを確実に知っている。 

60 ロケ・ロハスの心の器官を通して、先駆者エリヤの霊が語られた。彼は、主の道を整えるために、このように自分
の存在を知らしめた。 

61 その義人によって、私は人類の前にわが教えの書、わが新しい啓示の書を開き、その道をもう一歩進むよう招いた
のである。 

62 この時、私は「雲に乗って」、つまり霊的に、人間の目には見えない状態でやってきたのです。この「雲」は、あ
の世の象徴であり、私はそこから一筋の光を放ち、私が自分を知らしめる知性の器官を照らし出す。このように、それはわ
が意志であり、それゆえ完全な仕事である。私はその人間を知っており、愛している、彼は私の子供だからだ。私は彼を利
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用することができる。私が彼を作ったのだから、このために。なぜなら、私が人間を創造したのは、まさに人間の中に私自
身を輝かせるためだからだ。 

63 人間は私の唯一かつ真の姿であり、神のように生命と知性と意志と能力を持っているからです。 

64 私がこのような形で現在に姿を現す前に、人の心を探ったのだ。様々 な宗教団体で心を養っている人たちに聞いて
みました。満足していますか？それに対して、彼らは「私たちはあなたに飢え、渇いています」と答えました。 

65 多くの人が父の姿や顔を探したが、見つからなかった。その奇跡を期待したが、奇跡が現実のものとならなかった
のは、彼らの精神を真に養うパンが見つからなかったからである。しかし、私はあの木、あの泉、あの野原を用意し、平和
を渇望し、愛を渇望し、愛されることを望む多くの人々 を呼び起こしたのです。彼らはわが現存に入ったとき、この言葉を
聞いた。この言葉は、現存するすべての集会の場所で同じように現れ、それが聞こえるたびに、眠っている者を目覚めさせ
る手の愛の触れ合いのようであり、助言する友の声のようである。 

66 しばらく私の話を聞いているうちに、あなた方は霊的な思索だけに人生を費やす単なる崇拝者ではいられないと悟
り、私にこう言いました。"主よ、あなたが与えてくださったこの果実を食べることで、私たちはあなたの神性に対してそ
の種を耕し広める義務を負いました。" 

67 主人がまだ愛の十字架を背負っていることを知ったとき、あなたは泣きながら主人に言います。"主よ、あなたの
十字架を背負わせてください。胆汁と酢を私たちから飲ませてください。"と。しかし、あなたが尋ねたように、もうすで
に起きていることなのです。最近、自分の使命がいかに難しいか、気づいていないのだろうか。今回のことがどれだけ苦し
かったか、そして今、自分が今まで経験したことのない苦しみを味わっていることに気づいていないのでしょうか。この意
欲を示し続け、祈りましょう。 

68 学者や神学者、科学者の口を通して話しても信じてもらえないから、私はあなた方単純な人々 を選んだのだ。しか
し、私が庶民を通して話すと、人々 を驚かせるのです。誰がこの大群を連れてきたのか。証人になる覚悟があったからこそ
の皆さんでした。ここに、"どうしてキリストがこの世にいるのか 

"と言った人たちがいます。また、"完全無欠の主が、人を通して御自身を知られることはありえない 

"と叫んだ人たちもいました。あなたの言葉や肯定を疑っていた人たちがここにいます。 

69 人々 よ、イエスが第一時代に御父が人々 の心に蒔いた種に血で水を注いだとすれば、今日、わが神霊はそれらの畑
に恵みの露を降らせて実を結ばせているのだ。 

70 私の旅立ちの日が近づいてきました。私のこの時代におけるあなたがたの間での滞在は、過去の時代よりも長く、
荒野におけるイスラエルとの滞在よりも長く、イエスが人の間で生きていた時代よりも長いのです。今回、私の話を聞いた
人の中で、この言葉に毒されたと感じた人はいるだろうか。誰が同じことによって悪徳に、あるいは誤りに絡め取られたの
か。あなたがたに言うが、もしそれがあなたがたに良い結果をもたらさなかったのは、あなたがたの中に受け入れなかった
からであり、あなたがたに悪い結果をもたらしたのでもない。 

71 以前、私が言ったことを思い出してください。私は、寄生植物のようになるようにあなた方を創ったのではありま
せん。誰にも害を与えないことに満足しないでほしいのです。 

良いことをした、という満足感を得てほしい。善いことができるのに、それをしない者は、善い行いをすることができない
ので、それしか方法がないからと、悪を行うことに専念した者よりも、もっと悪を行ったことになるのです。 

72 この世のために死んで、父の栄光のもとによみがえり、この第三の時代に霊となってあなたがたのところに来た人
は、今日、このように語っているのです。 

73 見よ、ここに私の三日目の復活を。キリストが新しい弟子たちの前に現れ、彼らに言う。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 154 
1 この恵みの朝、私の霊の光があなたを照らしています。 

2 第二時代の私の教えや教範は、人類に理解されず、相互の愛の代わりに、国々 の間の不和や様々 な思想、宗派、宗
教団体の間の争いを見出すことができます。私は、揺りかごから十字架上であなた方の間で死ぬ瞬間まで、あなた方に謙遜
の模範を示しました。私の人生、私の模範、私の教え、私の犠牲的な死は、人間によって模範とされたわけではありません
。 

3 神の書のそのページは、すべての時代の教訓であり、私はその時あなたに伝えなければならなかったこと、何一つ
忘れることができないことを、そこに残しました。私はあなたがたに、必ず戻ってくると宣言し、その約束を果たすために
ここにいる。しかし、私はあなたの世界が完全に混乱しているのを目の当たりにしています。もし、あなたが第二の時代の
教えを理解していないのなら、私はここにいて、私の言葉でそれを理解する手助けをします。 

4 聞いてください。かつてイエスはヨルダン川のほとりに来て、そこで洗礼者ヨハネに出会い、弟子たちに教え、天
の国の到来を告げた。第二時代の先駆者は、イエスのまなざしの輝き、その表情の優しさ、イエスの放つ神の威厳を見て、
メシアを認め、彼の前にひれ伏したのである。ヨハネは弟子たちを指導し、イエスが教える教義を語るのを聞いていたとこ
ろ、「御国は人に近づいた」と言い、救い主の前に立ってすぐに彼を認め、「見よ、これは私がそのサンダルの紐を解くの
に値しない方だ」と叫んだのです。 

5 しかし、ヨハネは私の預言者であり、私のしもべであったので、彼の教えは私の教えと調和しており、彼の弟子た
ちもまた私のものであった。 

6 またあるとき、イエスがある村の近くにいたとき、弟子たちに糧を探しに行かせ、戻ってくると、説教をしている
ヨハネの弟子たちに出会いました。主よ、主よ、私たちは教義を説き、奇跡を行う者たちに会いました。これはあなたの掟
に従っているのですか？"イエスは彼らに「なぜ、動揺しているのか」と言われた。慈善活動を行う人は皆、法律の範囲内
です。" 

7 第三の時代の弟子たちよ、今日この話をするのは、あなた方が自分の道で出会う、愛と慈悲と光をまく私の法の外
の者たちを、彼らが従う教えの名前が何であれ、考えないで済むようにするためである。 

8 その時、私は皆から神の種を蒔く者と認められていなかった。多くの人にとって、私は地上で宣教するガリラヤ人
に過ぎなかった。イエスの言葉の中に神の声を見出した者だけが、イエスを「いと高き者の子」と認めたのである。 

9 今日、あなた方の間に現れている方は、第二の時代にあなた方に語りかけた方と同じ方です。しかし、当時の人々
が見ていたものは、今同じように見ることはできなくなった。その優しい表情、優しい目つき、愛に満ちた言葉を持つ主人
が、今日、霊でやってきて、人間を使って語っているのです。 

10 このような形で私を感じ、見たいと思う者は、その心と体を静止させなさい。 

11 多くの方が心の安らぎを失っています。しかし、兄弟姉妹の平和と自信を見たとき、あなたは彼らの信仰と希望に
避難し、救いの港に到達することを望んだのです。そうすることで、お互いに助け合うことができるのです。 

12 わたしはこの時代に、わたしの律法を熱心に守り、真理と慈愛を愛する民を興す。この人たちは、自分が犯した過
ちを他の人たちに映し出す鏡のような存在になるのです。それは誰の審判にもならないが、その美徳、働き、（精神的な）
義務の遂行は、その道を横切るすべての人の精神に触れ、私の法を犯すすべての人にその欠点を指摘することになる。 

13 この民が強くなり、数が増えれば、近隣の人々 の注目を集め、その作品の純粋さと崇拝の誠意が人々 を驚かせるこ
とになるでしょう。その時、人々 は自問するでしょう。「寺院を持たずに、そのように祈る方法を知っている人は誰なのか
？このような大勢の人々 に、祭壇を建てる必要を感じさせず、祈りをもって神を礼拝することを教えたのは誰なのか。鳥の
ように種も蒔かず、刈らず、紡がず、それでも存在し続ける巡回伝道師や宣教師は、いったいどこから来たのだろう。" 

14 この貧しく謙遜な民は、わが律法にしたがって熱心に生き、世の情勢に逆らって強く生きているが、これは人によ
って形成されたものではない。善を行うことを喜び、インスピレーションによって啓発され、平和のメッセージと癒しのバ
ームの一滴を心にもたらすこれらの大勢は、地球のどのカルト共同体の教師または聖職者によっても指導を受けていない。
あなたがたに言うが、この時代、あなたがたの世界には、神への崇拝を真の精神性で教えることができる者は一人もいない
。真理の根源は儀式や儀礼の華やかさでもなく、富や地上の権力でもない。真理は謙虚であり、誠実を愛する純粋で高貴な
誠実な心をその神殿として求めるのだ。その心はどこにあるのでしょうか。 

15 "キリスト "という言葉の意味も、その教えも知らずに、この人類の大部分が自称しているのが "キリスト教徒 

"である。 

16 かつて私が与えた私の言葉、私の模範、私の教えを、あなたはどう受け止めたか。 

17 さすがにあの時代の人たちよりも進化しているのでしょうか？なぜ、心の業によって証明しないのですか？この命
は永遠だと思いますか？それとも、人間の科学によって進化していくしかないと思っているのでしょうか？ 
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18 私は、あなた方がこの世界を、真の神を礼拝する偉大な神殿に変え、人間の人生が、父なる神への絶えざる愛の捧
げ物となり、隣人一人ひとりを愛し、そうして自分の創造主、主人に敬意を表すように、律法の真の成就を教えました。 

19 しかし、今日、私が人類に戻った時、何を見つけたか？嘘と利己主義が真実と慈愛に取って代わり、プライドと虚
栄が柔和と謙遜に取って代わり、偶像崇拝、狂信、無知が光、高揚、霊性に取って代わり、冒涜と冒涜が熱意と義に取って
代わり、憎しみと兄弟姉妹間の解き放たれた争いが兄弟愛、平和、愛に取って代わりました。 

20 しかし、私は第二の時代にエルサレムの神殿で行ったように、私の神殿に来て、そこから商人を追い出し、もう一
度彼らに言う。"祈りの家を八百屋にしてはならない 

"と。私は民を教え、皆が真の祭壇の前で仕えることができるようにする。そうすれば、彼らはもはや誤ることもなく、わ
が律法に悪い解釈をしたために無知から道を踏み外すこともないであろう」。 

21 師は語る。「霊」は心、「祭壇」は心、「祈」は上向きの思い、「供」は捧げることのできる善い行いである。 

22 もし、あなたが仲間への親切と愛が自分の本当の人生を構成していると感じるなら、心は単なる鈍感な器官ではな
く、精神は肉体以上であると、どうして世界が理解できないのでしょうか？インスピレーションは、人間が神を表現するた
めに作ったイメージよりも価値があり、あなたが私の掟を証言する善行は、最も貴重な地上の財よりも価値があると、どう
して理解できないのでしょう。 

23 もし、あなたが信仰を守り、この嵐の中であなたの魂が滅びるのを避けたいのなら、霊的な形であなたの神殿を建
てなければならないと、私は真にあなたに告げます。私の王国をあなたの心に降臨させなさい、誰もその光に逆らうことは
できない。そして、嵐が去ったとき、あなたがたの心の中に基礎がある不滅の神殿が、目には見えないが、強く、大きく立
ち上がるのを見ることになる。 

24 今この瞬間、世界が私のスピリットから放たれる明るい光に照らされている様子をご覧ください。光は、あなたの
進歩と理解を助け、それとともにあなたは平和を得ることができます。 

25 光と愛は心から湧き出し、平和は永遠を映し出すように精神に宿る。 

26 わたしのことばは愛に満ちているが、あなたがたはそれに飽いてはならない。もしあなたがたが地上の快楽ばかり
を楽しむなら、わたしはあなたがたの心を空しく思うであろう。それゆえ、私はしばしばあなたのもとにやってきて、あな
たの心が神と接触するとき、異なるリズムで鼓動するようにするのだ。 

27 創造主から与えられた能力を使って人間の科学を学んだのに、なぜそれを使って神の科学と戦い、否定する人間が
過去にも現在にも存在するのでしょうか。- 

なぜなら、彼らの虚栄心は、謙虚さと敬虔さをもって主の宝庫に入ることを許さず、この世に自分の目標と王座を求めよう
とするからです。 

28 罪人の中から、この時代、私に仕えなければならない者を選ぶのだ。私の力が彼らの中に働き、私の恵みによって
彼らを変えていく。 

29 自分の良心と和解し、良心から赦しを受けるようにしなさい。自分が備わっていると考え、自分の誤りを示す内な
る声に耳を貸さない限り、私との交わりはなく、偶像崇拝も完全に消えることはないだろう。 

30 この時、私は父として、また裁判官として、あなたがたに語りかける。しかし、恐れてはならない。神の中にも、
あなた方がマリアと呼ぶ母の愛と優しさがあるのだから。 

31 愛する子供たちよ、彼女への愛を感じてください。私は、あなたの精神から湧き出る、彼女を讃える祈りを聞く。
なぜなら、あなたは自分の唇があまりにも不器用で、それを不浄と思い、閉じていたいのだと知っているからだ。 

32 しかし、天の母から愛撫を受けたことがない人がいるかというと、そんなことはありません。あなたがたに言うが
、例外なくみな彼女の愛を受けているのだ。 

33 見よ、かつて堕落していた者たちが、今、高みに上っている。今日、あなた方は人間の屑の中にいるかもしれませ
んが、やがてこの精神的試練の時に、私の恵みとあなた方の忍耐と慈愛の功徳によって、あなた方もあらゆる不幸の上に立
つようになるでしょう。痛みは魂の彫刻家であることを忘れてはならない。 

34 魂と身体の殻は、精神的・人間的な義務を自覚して、調和のとれた存在を形成する過程にある。あなた方は教えの
進化の目撃者であり、霊的な思索の中で、あなた方の世界のすべての美の創造主が誰であるかを理解するようになった、あ
なた方の心はもはや曇っていないからだ。 

35 あなたが平和に暮らしているのは、あなたの神と調和しようと努力しているからであり、平和はこの世の精神にと
って宝なのです。父なる神への義務をすべて果たした後に経験するのです。 

36 この世からあの世に旅立つとき、あなたの魂がこの世の心配や義務の不履行による苦痛を受けることがないように
、常にこの満足感を得られるような生き方を心がけてください。 

37 愛の活動は、自分自身に示すものですから、疲れてはいけません。愛を持って私の教えを語れば、私の言葉は心の
中で花開くだろう。 
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38 私はあなたがたを訓練し、知恵で満たす。1950年以降、あなたがたはもはや人間の知性器官を通してわが言葉を
聞くことはない。わが教えを用いない者は、自分の心が空しくなり、死んだようにさまようことになると、私はすでに告げ
たからだ。霊的にも道徳的にも無力だと感じ、試練の中で自分に打ち勝つ力を見出せず、私の神聖な愛撫を受けられないか
らだ。 

39 あなた方の仕事は、このような兄弟姉妹を物質主義から遠ざけ、霊性の持つ大きな恵みを納得させることによって
、生き返らせることです。 

40 1950年以降も、私はあなた方一人ひとりのインスピレーションを通して、自分自身を知らしめることになるでし
ょう。もし、あなた方が霊的に準備する方法を知っているならば、私は奇跡を起こします。私はただ、あなたがたの信仰が
少なくともからし種のように大きくなることを求めるだけである。 

41 語られることを恐れず、善を行う。どの人が内心で一番苦しんでいるかわからないのだから、区別することなく隣
人に手を差し伸べなければならない。あなたの話を聞いて、仲間が喜ぶ姿をよく見ることができますし、感謝の気持ちをは
っきりと伝えてくれるでしょう。 

42 そして、彼らが善の道を歩むとき、多くの苦しみが彼らのもとから去っていくでしょう。 

43 新しいエルサレムには、マナが降るのです。 

44 私は、あなたがたの間に、正義と同様に、宗教上の信念と言葉の自由を存在させる。そうすれば、他の国籍の人々
があなたがたの間にいるとき、彼らが帰るときに、愛の贈り物と兄弟愛の理想とを持って帰ることができるだろう。 

正義は、彼らの中で燃え上がる。 

45 1950年以降、人類は真の平和を待ち望んでいます。 

しかし、私はあなたがたに言う。畑がきれいになり、麦の穂が輝くまで、死の鎌は雑草を刈り続けなければならないのです
。 

46 あなた方は、平和の障害となる尊敬すべき政府の首脳がこの世から去り、神の正義に逆らうべき国々 が消え、そこ
に新しい民族が生まれるのを見ることになるのです。 

47 今からでも、あなたの平和の種を彼らに植えることができるように、祈ってください。心をひとつに、思いをひと
つにすれば、私の存在を身近に感じることができるはずです。 

48 私が2つの時代に残した戒めを守りなさい。"互いに愛し合いなさい"。 

49 約束の地がイスラエルの民に分配されたように、全地球が人類に分配されるのです。これは時期がくれば、つまり
浄化された後に起こることです。この分配は私の意志であるから、そこには正義と平等が貫かれ、すべての人が一つの仕事
に取り組むことができる。 

50 今日、民衆は権力者や領主の食卓からパンくずを食べ、領主は使用人や彼らに依存する人々 のパンを盛って自分た
ちを豊かにしているのです。しかし、貧しい人のパンくずは硬いけれども、世の中の偉い人が食べる食べ物ほど苦くはない
。 

51 一方も他方も犠牲者なのだから、私があなた方を解放し、あなた方の鎖を断ち切ることが必要なのだ。しかし、災
いによる束縛と荒廃が増すことも同様に必要です。そうでなければ、人はあなた方の救いのために来られた方についていこ
うとは思わないからです。イスラエルがエジプトで束縛されてうめきながら飲んだ杯を覚えていますか？モーセは、彼らを
解放するために現れなければならなかった。また、メシアが地上に現れて救いの道を示したとき、人々 が自分たちの故郷で
どのように投獄され、辱められたか、他の国々 にとってどのようなものであったかを覚えていますか？ 

52 この時代にも、人々 が解放の前に欠乏、悲惨、抑圧、不正、飢えと渇きを知り、最終的に別の、より良い人生を望
む内なる目覚めに至る必要性が生じています。 

53 この人類が物質主義を放棄し、わが法からいかにかけ離れて生きてきたかを知るとき、心の底からこう言うだろう
。「われわれ人類は、自ら進んで情念に身を任せ、その奴隷となるとは、なんと愚かなことだろう」。あそこにある山から
、父はあなたがたの前にその律法を示された。私が示した道を登ってください。約束の地は、平和と祝福をもたらす多くの
人々 を期待して、その門を永遠に開け続けているのです。 

54 人間が奈落の底に沈んで、もがき苦しみ、疲れ果てて、もはや自分を救う力さえないとき、自分の弱さ、絶望、失
望の底から、霊から来る未知の力が湧いてくるのを、驚きをもって体験するのである。後者は、自分の解放の時が来たと悟
ったとき、翼を広げ、虚栄と利己主義と嘘の世界の廃墟の上に立ち上がり、「そこにイエスがいる、見捨てられた者がいる
」と言うのです。彼は生きている。私たちは毎日、事あるごとに彼を殺そうとしたが、無駄だった。彼は生きていて、私た
ちを救うために、そしてすべての愛を与えるために来ているのです。" 

55 真の精神的偉大さと地上での威厳ある生活を獲得するためには、その神の掟以外に掟はなく、私がキリストの言葉
の中であなた方に与えた教え以外に掟はないと、人間が悟るときが来るのでしょう。 

56 あなたの葛藤の真相を知り、あなたを悩ます問題を研究し、そして私の指示と私の原則を実践してください。そう
すれば、人類が悩むすべての問題の解決策を、いかにその中に見出すことができるかがわかるだろう。しかし、あなたは神
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の師が与える言葉や教えを実践することができないと感じるので、多くの真理を納得させ、敏感にさせ、さらに、あなたを
曲げるために、教師でもある痛みがあなたに近づくことが必要でしょう。 

57 あなたは私に尋ねます。"あなたの言葉は、私たちの過ちを納得させ、私たちを救い、それによって苦しみの坩堝
を通ることを免れるのに十分な力を持っていないのでしょうか？"しかし、私はあなたに言う：私の言葉は、あなたが信頼
できるよりも多くの力を持っています。しかし、私の言葉を聞く者が、私の言葉を聞いたという事実だけで、努力すること
なく直ちに変容するとしたら、あなたの側にどんなメリットがあるのでしょうか。 

58 それを聞く者には、信仰と意志と努力と愛が必要である。そして、私の法と教義を武器にして、苦しみを経験する
ことなく、大きな功徳を積むことができるのである。 

59 今、私の話を聞いている大勢の人たちよ、あなたの精神の上に私の法が存在するのを感じないのか？私の言葉を聞
いて、心臓が生き返ったように鼓動するのを感じないか。 

60 あなた方が理解できるように祈り、私の教えを悟れるように警戒しなさい。人類にとってこの苦しく困難な時代に
、あなた方は大きな責任を負っているからです。 

61 もし、あなたがたを苦しめる大きな苦難にもかかわらず、あなたがたの到達した霊性の痕跡を失わないならば、あ
なたがたの行く手に真の奇跡が起こり、それを通して、あなたの父は、あなたがたの困難な人生の旅路を励ましてくれるこ
とでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 155 
1 この時、私が伝える教えの多くは、あなた方にとって新しいものに見えますが、それは忘れられてしまったからで

す。しかし、今こそ、もう一度、皆さんに注目していただきたいのです。私はあなた方のために大きな仕事場を用意し、そ
こに今、私が与えている永遠の種を蒔くようにと誘うのです。 

2 私は新しい弟子たちを訓練している。彼らは信仰と隣人愛によって、肉体と魂の病気に対する力をますます獲得し
ていくだろうし、自然の力、そして霊界に対する弁護の力を獲得していくだろう。 

3 無知の時代は終わったと理解すること。今、あなた方は、私の教えを理解し、完全に実現する時代に生きているの
です。もし、あなたが早い時期から私の教えを実践し、私の戒律に従っていたなら、どれだけ遠くまで来たか想像できます
か？しかし、あなたは長い間眠っていて、また長い間快楽によって肉体を満足させ、そのすべてがあなたを精神的成長の道
から遠ざけているのです。ですから、今日、私は新しい霊的な教えを持ってあなた方のところに来ましたので、あなた方に
とっては不思議なことであり、あなた方の考え方、感じ方、生き方と調和していないように思われます。しかし、私の宣言
のひとつを考えてみれば、私の言葉の真実がわかるはずです。そうすれば、私の教えがおかしいのではなく、あなたの生き
方がおかしいのだとわかるはずです。 

4 私の "土地 

"に来てください。そこであなたが忘れていたことを思い出させてあげます。霊的な種として残すべきでないものはすべて
消し去り、今まで見えていなかったものはすべて見えるようにする。私は一歩踏み出すだけで、あなたを沈滞から救い出し
、新しい人生、つまり最初からあなたが生きていたはずの人生に踏み出させてあげます。 

5 声を出す人の唇に咲くこの言葉が、いかにシンプルなものかわかりますか？しかし、本当にあなたに言いますが、
そのシンプルで控えめな表現で、人々 が科学の手段や神学の助けを借りて理解することができなかったその知恵を理解させ
ることができるのです。 

6 良い弟子、忍耐強い者、忠実な者は、この教えの偉大な探究者となるでしょう。彼らもまた、謙虚でありながら、
御言葉の光で仲間を驚かせることでしょう。 

7 わが民は、唇で語るばかりでなく、その働きでわが教えを説き、それによって、わが律法をいかに成就し、尊重す
るかを教えなければならない。彼らは主から受けたものを無私無欲で伝えなければならない。真理に対する熱意と、託され
た宝の真正性を証明するものである。 

8 善良で誠実で寛大な行いを通して、仲間を教えなさい。あの世に行くとき、あの世にいるにふさわしい魂になるた
めに、すでにここにいる自分の魂を清め、邪魔されず、迷わされないようにしなければならないことを忘れないでください
。 

9 あなたには、あなたの歩みを止めるものをすべて排除する力があるのです。すべてに打ち勝つ武器が愛であること
は、すでにご存じでしょう。この人間の闘いに勝ち、この戦いに勝利した後、自らを勝利した兵士であると示す者の歓喜は
、非常に大きい。 

10 武器を与えたのは私であり、それに満足することなく、戦いに勝つために戦うことを教えたことを忘れてはならな
い。 

11 では、現在私が真理の方法ですべてを与えているのだから、他の方法で何を探せばいいのだろう？ 

12 未熟な者の心を開き、私の言葉の解釈でリフレッシュできるようにしたのだ。私は、「盲人」の目を真理の光に開
き、彼らが主に愛されていることを実感し、罪を清めることができるようにしたのです。 

13 すべての目が父を見る日が来ると、古くからあなたがたに預言されていたのではありませんか。だから、清い者は
私を見る、これがその報酬となり、心が汚れている者も同様に私を見る、これがその救いとなるのである。私の光に目を開
く者は、その謎を解き明かし、その理由を知ることができるのです。彼は始まりと終わりを経験する。未来に向かってしっ
かりと歩んでいかなければならない。 

14 私の教えを正しく解釈し、私の霊が地上のあなた方の苦しみを見ることを喜びとする、あるいは私があなた方の喜
びとなるものをすべて奪い、それをもって私を喜ばせるために来たとは思わないでください。なぜなら、それらはあなたの
尊敬と注目に値するものであり、あなたがそれらに従うならば、あなたに幸福をもたらすからです。 

15 神のものは神に、皇帝のものは皇帝に捧げよと教えたが、今の民には皇帝しかなく、主に捧げるものは何もないの
だ。せめて必要なものだけを世に出せば、あなたの苦しみも減るでしょうに。しかし、あなたがたが行動を決定することを
許した皇帝は、あなたがたに倒錯した法律を指示し、あなたがたを奴隷にし、あなたがたに何の見返りも与えずに、あなた
がたの命を奪っているのだ。 

16 身体も精神も束縛しない私の律法との違いを考えてみてください。ただ、愛情をもって説得し、善意で導いてくれ
るのです。私利私欲なく、すべてを与え、時の流れの中で報い、報われる。 



U 155 

69 

17 弟子たちよ、よく理解し、私の教えを学びなさい。そうすれば、父なる神が信頼される民をあなたたちと共に形成
したいのだ、彼らは偉大な使命を果たす用意があるのだ、ということがわかるだろう。最初の警戒の声に絶望することなく
、自らを敵と呼ぶ者に立ち向かう術を知り、その者を許し、愛し、指導する民衆。 

18 このように、私の意志に従って、あなた方は私の旅立ちの日に備えなければならないのです。あなた方は皆、195

0年がわが意志によって定められた日であり、それ以降、声を持つ者の心の器官を通じてわが身を知らせることはないこと
を知っている。わが言葉は常に成就するので、この時がわが顕現を終了し、あなた方に第三紀の始まりを告げることになる
。 

19 この日を変えようとは思わないでください。また、いかなる形であれ、わが言葉の現われや、霊界のそれを維持し
ようとは思わないでください。すでに言っておくが、そうする者はもはやマスターの光に照らされることはない。 

20 しかし、どうしてそのような冒涜をしなければならないのでしょうか。私は、この後、あなた方が声を出していな
くても、霊から霊へと私と会話することを予告し、また約束したのですから。 

21 また、私がこの時代の預言者として呼び寄せ、装備した者たちは、大勢の人々 に警告し、眠らせないという任務を
負うと、あなたがたに告げた。彼らには、誘惑に陥らないようにするために、偉大な教えを明らかにする。 

22 たとえ比喩を使ったとしても、その方が私のことをよく理解できると思うからです。第二の時代、私が大勢の人々
に話をするとき、彼らが私を理解できるように、しばしばたとえ話によって話をした。しかし、私が弟子たちにだけ話した
ときは、簡単な言葉で、しかし深い教えで話したのである。 

23 私がたとえ話をし、比喩を用いるのは、「最後の者」、つまり、訓練されていない心を持つ者、あるいはまだ霊が
あまり発達していない者が、私の教えの意味を完全に把握できるようにするためであると理解しなさい。私がシンボルを使
わずにあなた方に啓示するのは、霊的な教えの発達と知識によってよりよく理解できる人たちを対象としています。 

24 多くの人が、この教えは新しいとか、過去の時代にあなた方に与えられた神の啓示とは関係がないとか言っても無
駄です。私がこの時代、人間の知性によってあなた方に伝えたことはすべて、すでに第一の時代、第二の時代に預言的にあ
なた方に宣言されたことにその根源と基礎があると断言します。 

25 しかし、私があなた方に話す混乱は、それらの啓示を解釈した人々 が、その解釈を人に押し付け、それが部分的に
正しく、部分的に間違っていたために生じたものです。また、私の教えのその霊的な光が人々 に差し控えられ、時には歪ん
だ形で与えられたために起こるのです。したがって、今日、私の光があなた方を無知の闇から解放する時が来たため、多く
の人々 が、彼らの意見では、それは私が以前あなた方に教えたことと一致しないため、これが真実の光であり得ることを否
定しているのです。 

26 私の言葉は何一つ失われることなく、この時代の人々 は、私が過去に（実際に）あなたに言ったことをいずれ知る
ようになると私は保証します。そして、世界がスピリチュアリズムを知るようになったとき、"確かに、このすべてはイエ
スがすでに言っていることだ！"と言うでしょう。 

27 本当に、私は（当時）すでにすべてを語った。たとえ、明らかにされた真理の多くについて、私はその基本的なこ
とを告げたにすぎない。というのも、当時の人類は、今私がお見せするようなことを完全に理解する能力がまだなかったか
らです。 

28 あるとき、イエスは律法に詳しい人と一緒におられ、彼の質問に答えて、師は彼に啓示を与えられました。それに
対して、神主は「もし、私が話す地上のことを信じられなければ、天上のことを信じられるはずがない」と答えた。なぜな
ら、進化した人間の精神は、すべてを明らかにし、解き明かし、説明する神性の強烈な光、すなわち、あなた方が聖霊の光
、すなわち、真理の霊と呼ぶ光を受けることができるからです。 

* ニコデモとの夜話における魂と霊の輪廻転生について（ヨハネ3：1-21）。 

29 だから、愛する者たちよ、元気を出しなさい。私がこの時代にあなたがたにもたらした教えは、あなたがたのため
に永遠の命のパンとなるのだ。 

30 今日でも私は、あなた方が将来的にしか完全に理解できない教えを、暗示的な形でのみ与えています。これによっ
て、あなた方はまだ霊的知識のゴール、頂上に到達していないこと、私の神聖な教えが限界に達していないことを伝えたい
と思います。 

31 永遠に私の弟子となり、永遠に私の言葉を見守りなさい、決して変えようとしてはならない。私の法と私の教えは
決して矛盾しない。ディヴァインでは、すべてが秩序、調和、完全であり、そのことは、あなたを取り囲む物質的な自然に
よって、あなた自身が確信することができます。 

32 第二の時代、イエスの言葉から発せられる神通力には誰も逆らうことができなかった。それを聞いた人は、すぐに
納得し、克服し、より良い教えを受けることができた。罪人も傲慢な者も、貧乏人も金持ちも、パリサイ人も律法学者も、
神の代表者も皇帝の代表者も、彼を信じる者はみな、神の子の神聖な存在を前にして自分の精神が震えるのを感じたのであ
る。 
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33 その理由は、イエスの言葉はあくまでもイエスの働きを説明するものであり、イエスの存在を証明するものはイエ
スの教えの言葉に含まれているからであった。 

34 それと同じように、イエスは弟子たちに、自分たちの言葉の信憑性を高めるためには、自分たちの良い行いを手本
にすることが必要だと教えられたのである。 

35 その弟子たちの口からも、神の言葉は聞く者を震撼させるものであった。彼らの目からは光が放たれ、その言葉に
は拒絶することのできない真理が含まれていたからである。彼らもまた、師と同じように、模範によって教え、業によって
説き、血で封印したのである。その死によって、自分たちが世界に向けて発した言葉の真意を確認したのだ。それゆえ、彼
らは真理と愛の種をもたらした民族と国々 の心をつかんだのです。 

36 群衆は、貴族や異教徒でさえも、純粋に、真に実践され、説かれた私の教えの真実と誠の前に降伏しました。 

37 私の言葉をそのままの純粋さで心に受け取る幸運に恵まれた人は、誰一人として道を踏み外したことがない。しか
し、人間の不純物が混じった私の言葉を受け取った人々 は、なんと哀れなことでしょう。その不完全さを知ったとき、それ
まで絶対的な真実だと思っていたものを嘲笑し、背を向けたのだ。 

38 見よ、地上の偉大な民を。彼らはいかに利己主義に支配されているか、それは私の教義の否定である。彼らがいか
に物質主義に没頭し、世のため人のためだけに生き、あらゆる霊的な呼びかけを無視しているかを見よ！」。私の教えは、
彼らも知っているのです。しかし、私の種を伝える者は、主の弟子たちや、後に彼らと同じように働き、命がけで教えの真
理を伝えた者たちのように、本来行うべき、生活や仕事の模範によってその真理を証することが欠けていたのであります。 

39 この世界には、救い主の言葉が蒔かれ、救い主と彼に従った人々 の血で水が張られたにもかかわらず、その教えを
何一つ守っていない人々 や民族がいるというのは、どうしてだろうかと、あなたは時々 自問することがあります。 

40 この時代には、愛の業をもって人の誤りを指摘し、神の教えに含まれる真理を証しする真理の使徒が欠けているの
です。 

41 愛と慈悲と尊敬と正義と平和だけを教える私の教義の実現から、人は偶像崇拝、物質主義、宗教的狂信、冒涜へと
進み、このすべてに真実からの逸脱を感じた人類は、その解放のために奮闘したのです。 

42 今日、多くの人が私の教えに従うことから背を向けるだけでなく、それと戦い、人の心から完全に根絶やしにしよ
うとしている。誰も逆らえないあの言葉で、王や領主を震え上がらせ、王位や帝国を倒したあの声で、私が彼らを驚かせよ
うとしていることを、彼らは知らないのです。しかし、その前に、私によって蒔かれなかったすべての植物は、私の神の種
が準備された土に再び落ちるように、根こそぎ取り除かれなければならない。 

43 弟子たちよ、この教えを心に刻んで、試練の時に見守り、祈る者となれ。 

44 この瞬間、あなたの平安を邪魔するものは何もなく、あなたを内なる高みに到達させたあなたの献身を邪魔するも
のは何もありません。 

45 こうして師を迎えるたびに、時に心を霧のように包む艱難辛苦が消えていくのを感じることだろう。 

46 あなたの苦しみも大きいので、私の慈悲深い愛が大きいのです。しかし、時代が変わり、それがあなたがたに苦痛
を与えたとは言わないでください。時代そのものが変わるのではなく、変わるのは人間なのです。 

47 科学や新しい法律、考え方、習慣によって、あなたの生活は変化しています。もし、あなたの魂が常に霊化に忠実
であれば、それを取り巻く物質主義に感染することはないでしょうが、しばしば世の中の影響に流されることを許してしま
うのです。しかし、唯物論の頂点にいるあなたに、私の神々 しい光が問いかけます。「あなたを取り巻く自然に、どのよう
な変化が見られましたか？しかし、物質的なものを超えて、人間の精神的、知的な発達を見ることができます。 

* 

ただし、これは20世紀前半の話である。さらに、自然界のプロセスは、既知の、そしておそらくはまだ知られていない自然法則に
、常 に何の逸脱もなく従っているのだ。 

48 あなたを取り囲む闇は濃いが、精神は自由を必要としている。この自由は、私の言葉によって与えられる。この言
葉は、両者が一つの法則によって結ばれていることを理解しているので、精神と肉体を和解させる奇跡を起こす。そうすれ
ば、肉体と精神は、自分が何者で、どこへ行くのかを明らかにする良心と調和して働くようになるのです。 

49 あなたの作品は、あなたの考え方に従って生まれるものであり、あなたの考え方が霊の霊感によって啓発され、良
心の声に耳を傾けるならば、あなたの作品は完全なものとなるでしょう、なぜなら霊はその起源によって完全だからです。 

50 私はいつもあなた方に言う。あなた方の世界が与える満足を利用しなさい、しかし、わが掟の枠内でそれを楽しみ
なさい、そうすればあなた方は完全になる。 

51 あなた方は良心の呵責を聞き続けている。それは、私が与えた律法によって肉体と精神の調和がとれていないから
だ。 

52 多くの場合、あなたは自分が赦されないと信じて罪を犯し続けています。私の心は、悔い改める者にいつでも開か
れた扉だからです。 
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53 より良い未来を待つために、あなたを勇気づける希望は残っていないのでしょうか？暗い気持ちや絶望に支配され
てはいけない。いつも一緒にいる私の愛を忘れないでください。あなたの疑問に対する答えを私に求めれば、あなたはすぐ
に新しい啓示によって悟りを開くことができるだろう。信仰と希望の光は、あなたの精神の奥深くで輝きを放つことでしょ
う。そうすれば、弱者の擁護になる。 

54 何年もの飢えがあなたがたに襲いかかりますが、兄弟姉妹として互いに愛し合うならば、再び「初めの時」の奇跡
が起こり、マナがあなたがたの上に降ってくるのです。 

55 私はこの時、人の舌をゆるめて、一つの言葉によって私を認識させる。精神的なもの、それは愛というものです。
そのとき、イザヤが言った「舌がゆるむのは、火の舌が彼らをゆるませるからだ」という預言が成就するのです。 

56 私の慈悲を目に見える形で表現し、私の仕事を語り、犠牲を惜しんではならない。愛と慈悲と寛容と優しさという
武器を駆使し、信仰と勇気を持って戦いに臨めば、やがて勝利はあなたのものになるでしょう。しかし、私の教えがそれに
従うことを強制していると感じないように、私の言葉の真相を知ることだ。私はただ、私の言葉に耳を傾けるよう勧めるだ
けであり、-いったん私を理解したなら-

愛から、確信から、自由意志からそれを行う者は、自分の任務を遂行することになるのだ。父親としての私の務めは、常に
子供たちの救いの道を示すことです。 

57 愛する者たちよ、このシンプルな教えの中に、あなたがたの父の愛を知り、理解する機会があることを自覚しなさ
い。私も、あなたに自分を完全に現すために、あなたの心の素朴さと誠実さを求めます。 

58 今、私の顕現の時、私はすべての声楽家の中に自らを現し、彼らを通じて指示と教えを与える。私がこれやこれを
通して自分自身を現していることを、誰があえて否定することができようか。私の本当の姿を知っているのは誰でしょう。
互いに愛し合い、尊敬し合うことで、天での働きが功徳となるように。また、私の言葉を活字にして、次の世代が知ること
ができるようにすることも私の意志です。 

59 仲間に認められるためには、常に愛が自分の行動を導いてくれるようにしなければならないのです。他人の痛みを
慈しみ、私が与えた権威をもって仲間の健康を損なう悪い影響を取り除きなさい。そうすれば、あなた方は霊的な力を持つ
人間として、彼らから認められるようになるでしょう。Hear my  

たとえ話です。 

60 "ある老人が小道を苦労してゆっくり歩いていた。やがて、同じ道を急いでいた二人の若者に追いつかれ、「親愛
なるおじいさん、あなたの目標はまだ遠いのですか」と言われた。老人は、「ゴールはまだ遠く、道はまだ長く、疲れない
ように慎重に歩かなければならない」と答えた。疲れはありますが、最後の力を振り絞れば、必ずゴールにたどり着けると
信じています。 

61 その話を聞いた若者たちは、老人の言葉も忘れて急いで道を進み、自分たちに言わせれば今にも倒れそうなのに、
道の先にたどり着こうとするその老いた放浪者の自信を蔑むような発言をしました。 

62 老人はそのまま帰ってしまったが、彼をさっさと置き去りにした若者たちは、その後、渇きと飢えと疲労に襲われ
、ついに疲労困憊して倒れてしまった。老人は彼らを起こし、「君たち若者は今、若いうちに疲れるということを経験した
のだ」と優しく言った。遠いこの道を、急いで行ってはいけない。考えて歩こう、そうすれば必ず到着する』。しかし、彼
らは眠たそうに「私たちは置いていってください。あなたは杖があるから先に進めるけど、私たちは何もないんです」。 

63 理解できない老人は、彼らがこのように（横たわっているのを）見ると、パンのかけらを差し出して彼らを元気づ
け、少しの水を彼らの口に運んで喉の渇きを癒やしたのです。彼らを立ち上がらせ、放浪の旅に同行し、信仰心を煽り、つ
いには目的地まで連れてきてくれたのだ。" 

64 愛する弟子たちよ、よく考え、学びなさい。あなた方には人類の指導者としての使命があるのだから。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 156 
1 知恵を求めて師匠のもとを訪れる弟子たちを歓迎します。私の子供たちよ、私はもう一度あなたたちのところに来

た。なぜなら、あなたたちが教えを求める弟子であることがわかったからだ。あなたは、私の言葉をあなたの仲間に伝える
には、まだ十分な準備ができていないことを思い出し、すべてのことをご存知の方の声を聞くことを急ぐのです。明日、あ
なた方は指導を受け、マスターとなる。 

2 あなたは、わが言葉を理解するためにわが恵みを求め、私はそれをあなたに与える。しかし、この時、私は絶対的
な明晰さをもってあなたに語りかけていることを認識してください。 

3 わたしのことばを取り、それを養いなさい。 

4 私の教えはいつも違いますが、同じエッセンス、同じ愛が含まれています。私はいつも、愛に満ちた語りかけで始
まり、私の慈悲を注ぐことで終わります。私の法則は、この二つの美徳に包まれています。この源から力と光を引き出して
ください。これは、私があなた方に知らせている私の意志であり、命令ではない。無限の知恵である主人は、あなた方が自
分の意志によって理解し、任務を遂行するよう求めているのだ。 

5 私はあなたに意思の自由を与え、あなたが進むべき道を示すだけです。そして、この道は完成への道であり、その
終わりは肉体の死ではなく、あなたの魂によって存続する現世を越えて続く道であることを、私は常にあなたに伝えます。 

6 私は、あなた方に来世での至福を約束し、現世での使命を果たせば、もはやあなた方を肉の汚物と情念で汚すこと
はないと言ったのだ。 

7 あなたは、この地球でまだ何ステージも生きていることを知らないのです。もし、あなたが再び転生することを私
が正当と認めるならば、あなたは新しい地上の肉体を得なければなりませんが、神の意志に逆らわないより高度に発達した
魂を持たなければなりません。あなたは、仲間のために仕事を続けるのです。あなた方は、私の正義への信頼と希望に満ち
て、上へ上へと成長し続け、自分自身を完成させていくのです。 

8 危険や誘惑に耐える強さが必要であり、その模範と魂の強さの証拠から、あなた方は悟りを開いた者、主から選ば
れた者と呼ばれるようになるのです。光の霊界は、あなた方の道を助け、常に見守っているからです。私の意志に従って共
に生きることで、私の予言の言葉を成就させることができる。 

9 たとえ肉眼で苦労の実が見えなくても、働き続けることです。もしかしたら、霊や新しい身体で見ることになるか
もしれません。 

10 これは明日の人類の仕事であり、それぞれが皆のために働き、国々 は世界の平和のために闘うのです。 

11 その時、世界観と信条の戦いが始まるのだ。世の中の知識人があなたの知識を試す、議論と討論の時間になること
でしょう。 

12 第二の時代のわが言葉と、わが悟りを開いた者たちを通して私が語ったすべてのことに与えられたさまざまな解釈
が議論されるでしょう。そうすれば、多くの謎からベールが取り除かれ、多くの者の偽善はわが教えの真理によって打ち負
かされるだろう。 

13 私の願いは、人々 が教義を超えて互いに理解し合い、精神的な結合への一歩を踏み出すことです。 

14 その時、あなたがたの簡単で平易な言葉で、学者や理解者を納得させなさい。あなたがたの精神が高まれば、私は
私の知恵であなたがたを鼓舞し、その口から無尽蔵に流れ出るに十分だからです。主が定めた道に従え。 

15 あなたが苦しんでいるのは、世間から軽視されているからであり、また、あなたが私に従って謙遜と慈愛の道を歩
んできたからだと思います。 

16 自分のために泣くな。実際は魂が浄化されているのだから。まだこの世の快楽に見放されて生きている者、肉の囚
人であり続ける者のために泣くがよい。私があなた方の苦しみを喜んでいると考えてはならない。それはあなた方の父の徳
、すなわち愛を否定することになるからだ。私が来たのは、あなたがたの苦難の日々 を短くし、苦しみを和らげるためだと
思いなさい。私は、あなた方に善を貫くことを勧めます。今、あなた方が悪を行うよりも善を行うために苦しむ方が良いの
です。 

17 あなたの苦しみの上に、私の平和を、権力者がその富にもかかわらず、楽しむことができない、その神聖な恵みを
感じさせよう。 

18 私は、肉体的、精神的な病人を癒すことを教えてきた。このような徳を積んでいる者が、万一、病気になったとき
、自分のベッドの前に最高の医師がいることを感じるだろう。あなたが見捨てられたと感じることがないように、孤児が無
防備だと感じることがないように、未亡人が孤独や無力だと感じることがないように、一人になった男女が魂の空虚さを感
じることがないように、そして地上で愛を体験したことのない人々 が天の父の愛を心で感じられるように、私の存在と精神
世界の存在を感じることを学んでください。 
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19 隣人を愛し、彼らに仕え、少なくとも自分の時間の一部を彼らのために捧げなさい。そうすれば、自分の苦しみや
辛さを忘れて、自分の教えの慰めをあらゆる方法で祝福し分配する仕事にのみ専念した、あなたの神聖な師の教えを、あな
たの人生の手本とすることができるようになるでしょう。 

20 民衆：今、私はこの姿であなた方と共にある。私の言葉を聞くとき、幸せで震えなさい。 

21 自分を取り戻せ、何も持たなかった貧しい者たち、病める者たち、辱めを受けた者たち、正義を渇望する者たち、
苦悩する者たち、虐げられた者たちよ。あなたの心を希望で満たしなさい、本当にあなたに言います、この希望は失望する
ことはありません。裁きの時が来たことを理解し、忍耐をもって贖罪に耐え、柔和に苦しみの杯を空け、愛情をもって試練
に耐えた者はみな、報いを受けるのです。 

22 啓示、知識、パン、仕事の機会、癒しのバーム、これらすべてが、私の帰還の時を予期することを知っている人々
に与えられた。 

23 弟子たちよ、私の平和と私の光が全地に広がるように、自分たちを増やしなさい。私のメッセージは、特定の特権
的な生き物に向けられたものではなく、すべての私の子供たちに向けられたものである。それを受け取る人、それを待つす
べての人に祝福を。 

24 あなた方は父の教えに対してまだ幼児ですから、霊的生活の完成に調和した生活をしていません。あなたがたはま
だ真の生命に到達していない。あなたがたを助けるために、主が降りてきて、あなたがたの知らないこと、理解していない
こと、忘れていることを、主の助けによってすべて知ることができるようにする必要があったのだ。 

25 キリストはあなた方の模範であり、またそうあるべきで、そのために私はあの時、人間となったのです。イエスが
人類にもたらした啓示とは何だったのか。- 無限の愛、神の知恵、限りない慈悲、そして力。 

26 私はあなたに言いました。私を手本にすれば、私と同じわざを行うことができる。私がマスターとして来たのは、
決して無理な教えや、人の理解を超えた教えを与えるためではないことを理解してほしい。 

27 それなら、イエスが教えてくれたような行いをすれば、前に話したような満ち足りた生活になるのだと理解しなさ
い。 

28 多くの人が、自分が得た知識によって精神的な偉大さを有していると考えていますが、私にとっては、彼らは成長
の道を停滞させた子供たちに過ぎません。なぜなら、精神の高揚を達成するためには、知性の発達だけでなく、その存在の
全体的な発達を通じてでなければならず、人間には完成を達成するために発達させなければならない多くの才能があること
を、彼らは忘れてはならないからです。 

29 それが、私が愛と正義の法則の一つとして、魂の輪廻転生を定めた理由であり、魂が完成に至るために必要なすべ
ての機会を提供する、より長い道を与えるためです。- 

そうでなければ、人間が私の法のすべてを達成する機会はあまりにも少なくなってしまうからです。しかし、あなたが現世
の目標を認識することは避けられません。現世からその意味を吸収し、人間の完成の基礎であるその調和を達成するために
、あなたはより高いレベルの人生へと進み、霊的生活に達するまで、私はあなたにまだ教えなければならない多くの教訓と
、まだ与えなければならない多くの啓示を用意しているのです。 

30 この地球上のすべての人類が、同じ精神レベルで生きていたことはない。高尚な人たちと一緒に、知恵遅れの人た
ちも住んでいた。しかし、このような高尚な人たちが現れるのは、今に限ったことではありません。 

31 いつの時代も、遠い昔の人類の歴史の中でも、高い精神性を持った人々 の例はありますね。もし、彼らが輪廻転生
を繰り返して、上へ上へと進化していかなければ、太古の時代にも進化した精神を持つ人々 がいたことをどうやって説明す
るのでしょうか？ 

32 なぜなら、霊は肉体の殻と同時に生まれたわけではなく、また人類の始まりも霊の始まりと一致しないからである
。あなたがたに言うが、来世に存在せずにこの世に生を受けた霊魂は一人もいない。あなた方のうち誰が、彼がこの地上に
住むようになる前に、他の領域で生きた時間を測り、知ることができるだろうか。 

33 他の世界でも同様に、霊は自由意志を持ち、罪を犯して道を踏み外すか、あるいは善を貫いて、地上と同じように
昇天を遂げます。しかし、定められた時が来れば、この世に生きることを運命づけられた者は崇高な使命を果たすために、
また他の者は償いの義務を果たすために、この世に降りてくるのである。しかし、この地球をどう見るかによって、ある人
には楽園として、ある人には地獄として映る。ですから、彼らが父の慈悲を理解するとき、祝福と霊のための人生の教訓で
蒔かれた素晴らしい人生、つまり約束の地に近づく道だけを見ることになります。 

34 帰りたい」と思ってこの世を去る人もいれば、「帰らなければならない」と恐れてこの世を去る人もいます。その
理由は、あなたの人間性が、主と共に生きるという調和をまだ理解できていないからです。 

35 私の民が全地に散らばっていること、つまり霊的な種が地球の全周に散らばっていることは、すでにあなた方に明
かしたとおりです。 

36 今日、あなた方は些細なことで意見を異にし、軽蔑さえしています。しかし、物質的な教えがあなた方を圧倒する
恐れがあるとき、精神で考え、感じるあなた方全員がついにひとつになるのです。そのときが来たら、あなた方がお互いを
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認識できるようなしるしを与えよう。そして、互いに証しをするとき、驚いて言うだろう。"主が私たちを訪れてくださっ
たのだ "と。 

37 あなた方の霊的な兄弟姉妹は、この国だけでなく、他の民族、地域、国にも住んでいることを理解することです。
ここで聞いたこと、受けたことを正しく証言するために、自分の人生の中で最も純粋さを獲得するための準備をしなければ
ならないことを知ることです。私はすべての魂に触れている。それは、時が来れば、彼らが順番に、自分が受けたすべての
ことをあなたに真実かつ完全に証言し、愛をもってあなたの話に耳を傾ける準備をするためである。 

38 この地上の人々 が団結したとき、それを動かすのは人間の力ではないだろう。自分の都市を求めることもなく、世
界を支配する霊的な政府もなく、霊的にひとつになるのです。 

39 多様なイデオロギー、教義、運動、宗教、信条、宗派の中で、より高い光がそれを導き、鼓舞し、そして、これま
で深い物質主義に浸って生きてきた人類は、この学識ある人々 の姿を見て驚愕することだろう。 

40 私の民は過去の時代、創造主との完全な交わりに近づけるような行いをせず、むしろ冒涜と不従順に陥った。それ
でも、私は彼らを滅ぼさなかった。私の愛の義は彼らを保存し、地上で彼らを増やし、彼らが過去の罪を清め、その後、霊
においてより大きな光を得て、最初の時代にすでに託された使命を遂行することを望んだからである。それは、彼らの兄弟
姉妹に神のメッセージを伝えること、他の民族のために霊的な先駆者となること、そして、彼らの働きと模範によって、御
父の神の掟を守り従う方法を教えることである。 

41 私は人類への祝福として、あなたをこの世に送り出したのだと理解してください。たとえ物理的に離れていても、
霊と思考と業において一致するその時に備えて、祈り、見守るのです。精神化によってのみ、一歩一歩前進し、人々 を食い
尽くし、苦痛と不幸をまき散らす物質主義の竜と戦い、打ち勝つことができるのです。 

42 この時、私はあなたがたに言う。この時代に私を受け入れ、私の言葉を聞くように運命づけられたあなたがたは幸
いである。私はあなたを装備し、私の光はあなたの精神に溢れました。これによって、あなた方は強くなり、たとえ大きな
試練が訪れたとしても、負けることはないのです。精神的な家に入れば、自分に与えられた特権がいかに偉大であったかを
実感し、幸せを感じることでしょう。 

43 初めてわが言葉を聞いたとき、あなたがたに語りかけたのは私だと感じ、自分の行いを考えて、自分は清くない、
自分を立派にしなければと思い、日々 より完全な新しい生活を始めたのである。しかし、この決意を固持することがいかに
難しいか。あなたがたは、私が頼んでもいないのに、しばしば自分を犠牲にし、すぐに疲れてしまう。あなたがたに言うが
、忍耐をもって道を踏みしめるならば、わたしの喜びとなるのだ。これほど大きな仕事を、短期間で完成させることができ
るでしょうか。 

44 私を愛してくれている、これがあなたの基盤です。あなたは私に信仰を示し、それでも苦悩するとき、私に言いま
す。「先生、私はいつもあなたの掟を果たすのを妨げられています。愛する者の不信が私を弱らせ、誘惑が絶えず私を陥れ
ようと迫り、私自身もまた決意を破ってしまったのです！」。しかし、私はあなたに言います、あなたはこの葛藤の中で働
かなければなりません。あなたが遭遇する障害はあなたの信仰のためのテストであり、それらを通して魂はますます自らを
浄化します。あなた方は自分に自信を持ち、あなた方の中に私の霊がいることを理解し、この偉大な戦いに参加する用意が
ある。 

45 皆さんはまだやっと第一歩を踏み出したばかりで、ある人は教会のリーダーとして、ある人は「声を伝える人」と
して呼んでいますが、自分の使命を知り、それを実行できるようになるには、皆さん自身が努力しなければなりません。し
かし、私はあなたの長所を否定するものではありません。あなた方は、私のコーズを心の中で第一に考え、私についてくる
ことを最大の望みとしているのです。あなたがたの父であるわたしは、あなたがたを導き、導き、わたしの心を開いて、そ
の中であなたがたにわたしの愛とわたしの慈愛を知ってもらうために、あなたがたを導いてきた。 

46 私の忍耐力は無限大です。私はあなた方に3つの時代と数え切れないほどの輪廻転生を与えて、あなた方の霊的な
高みに到達させ、この時代においても人間の不信と物質主義に耳を貸さずにあなた方に語りかけています。あなた方は霊的
啓示の第三期にあり、もし霊的賜物の使い方を知れば、あなた方の霊の力を実感し、私があなた方から偉大な仕事をするこ
とができるより高い存在にしたいとずっと思っていたことを知ることになるでしょう。あなた方が私の愛の律法に支配され
、それを守るように、私はすべてを用意したのだ。それぞれの「働き手」の右手には守護天使がおり、これらの存在があな
たにコミュニケーションをとるとき、彼らは謙虚さ、従順をあなたに明らかにしているのです。彼らは、あなたの人生の道
に同行し、あなたと一緒に苦難の道を歩んできたのです。光に満ちた彼らの言葉の中に、私の啓示の説明があるのだから、
彼らに耳を傾けよ。一九五〇年以降も、これらの徳の高い存在の模範を忘れず、あなた方の精神を鼓舞し、人類を守り続け
てくれることでしょう。 

47 私の言葉に不完全な点を見いだすことがないよう、自らを鍛えなさい。その（精神的な）内容を認識する。もし、
私が使う声の担い手が準備不足で、彼の精神が私の口述を注意深く受け取らなければ、彼の唇から出る言葉は私の完全性を
反映しないでしょう。だから、その本当の意味を突き詰めていけば、私が表現したかったことがわかるはずです。私があな
たの神であること、私が完全であることを理解しなさい。 
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48 熱意をもって立ち上がり、私の大義を守ってください。労働者」の行動で法の外にあるものは、すべて愛と正義を
もって正しなさい。 

49 私はあなたの蒔いた種から真理と純粋さを含むものを受け取り、成熟していないものはあなたの手に委ねて、あな
たがそれを育て、修正し続けることができるようにします。 

50 しかし、私の子供たちよ、私のもとに来なさい、私はあなたたちを受け入れる。あなたがたは、さまざまな道をさ
まよい、疲れ果てた放浪者のように、大きな試練と失望を経て、今、私の祝福と援助を求めるのです。あなたが来たときに
私を祝福し、安息の地を見つけたからと感謝し、ご主人様はあなたに言うのです。私の教えに熱心に耳を傾けた後、すべて
の人、特にイスラエルの人々 に襲いかかる戦いに立ち向かう準備をするのだ。あなたは、いつの時代も非常に偉大な任務を
担ってきた人々 の一員であることを忘れないでください。あなたがたの中には、預言者、私の言葉を解釈する者、知恵者た
ちがいる。 

51 あなたは完璧につくられました。あなたの精神が啓発されたのは、私の創造物の栄光を認識するためであり、その
精神的本質を研究することによって、あなたが私と同じであることを理解し、物質的本質を知って、それを利用することが
できるようにするためです。それを認識し、コントロールする準備ができるのはいつになるのでしょうか？いつになったら
、仲間のために自然の力を宿して、あるいは変化させるような立派な人間になれるのでしょうか。確かに、彼らは正義と愛
によって制定された法律に従っていますが、あなた方には権限があります。あなた方が自らを霊化すれば、病気も天候の無
慈悲も不幸の厳しさも、そして私の名において罪をも止めることができると、私は言っています。これらはすべて、信仰が
あればできることです。すべての精神が揺さぶられ、すべての心が目覚めるときが来る。そして、光と完全が生まれる源を
求めるとき、私を見つけるだろう。 

52 再生の時代が近づいているのです。あなた方、私の弟子たちは、新しい世界の誕生のための基礎を築くのだ。あな
た方は、善の軍団である天使たちが、あなた方への愛ゆえに、人類の霊的上昇を実現しようと奮闘しているように働かなけ
ればならないのです。 

53 愛は、人間がその再生を達成するための最も強力な力である。 

54 第二の時代には、多くの人が私を疑いました。貧しい人、病気の人、罪人の群れの中にいる謙虚な人が、師であり
、父の言葉であることを信じることができなかったのです。そして、私の恩恵と愛と赦しの業を見て、"彼は魔術師か預言
者か？"と言ったのです。あの姦淫を犯した女が私の前に現れたとき、彼らは私を試そうとして言った、「罪を犯したこの
女を裁け。彼女は腐っていて、私たちの仲間になる資格はない。彼女はあなたの教えを聞き、あなたのパンを分かち合うに
値しないから、追い出しなさい」。私は彼らに言いました。「あなた方はこの女の罪を知っています。しかし、すべての罪
から解放された純粋な者が最初の石を投げなさい。"私は彼女を非難した人たちの良心に触れ、やがて彼らは自分の罪が非
常に大きいこと、あの女の罪よりも大きいことに気づきました。恥ずかしくなって、彼らは引き下がった。その群衆に責め
られ、非難された者は、自分の恥を認めて私に許しを請い、その悔い改めはとても大きく、心が清められ、愛が心に燃え上
がったのだった。そして、彼女を起こし、「あなたを許します、行って、もう罪を犯さないでください」と言いました。 

55 だから、罪の意識に苛まれ、悔い改めるときはいつでも、祈りと善行によって自らを清めなければならないのだ。
私のもとに来て、平安を取り戻し、二度と罪を犯さないでください。でも、こうも言っています。なぜ、あなたは他人の罪
を憐れみもなく裁き、自分の内面を見ないのですか。私は、あなたが罪を犯す前からあなたを許しますが、私の道には、悔
い改める女性がどれほど少ないことでしょう。しかし、私はもう1度、罪が消えることを告げます。 

56 地球は清らかになる。人は再び良心の声に耳を傾けるようになる。私は、あなたが私と一緒に住むことを招待し、
これは私に到達する唯一の方法です。 

57 あなたが見て祈るときはいつも、苦しみや誘惑から解放されるでしょう。私に与えられた時間を使って、弟子とし
ての信仰を証明するような行いをしなさい。世界はあなたに近づき、あなたの平和を見て驚くでしょう。"各国が憎しみの
火種となっているのに、この民族はどうして内なる平和を享受しているのだろう？"と言うでしょう。主人は彼らに答える
でしょう。「私はこの人々 が清く立派であることを知りながら、すべての人に降りてきたのです。私を求める者は私を見つ
ける。そして、私はその人の近くにいて、その人が自分の心で私を感じるようになる。" 

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 157 
1 イスラエルの人々 よ、あなたは私に心を明かしてくれる。私を父として愛してほしい。私の魂はあなたの愛に憧れ

ています。世は私を忘れ、私を求めるときは不完全なカルトによって行い、私の存在を示す証拠がないため、信仰を失い、
無信仰となる。もしあなたが誰かに、私が今イスラエルの人々 に語りかけていると言ったとしたら、その人はそれを信じず
、私に証拠を要求し、トーマスのようになることでしょう。しかし、私はあなた方にこう言った。"見ずに信じる者は幸い
である "と。 

2 私が自分のために用意した神殿は、私がいつも教えているように、人間の精神そのものの中にあるのだ。 

3 私の宣言を勉強し、あなたが私のところに来る方法を知らなかったので、私がもう一度あなたのところに来たこと
を思い出してください。あなた方は律法、わが言葉、予言を持っていたにもかかわらず、自分の運命を理解せず、使命を果
たせなかったのです。それを正しく理解していれば、新しい時代の到来を示す出来事が待ち望まれているはずだ。 

4 私は、第二時代の教えを伝えるために来たのです。多くの人は私を認識できないだろうが、自分を霊化した人だけ
が、この顕現をはっきりと見ることができる。私の話を聞いた者は、私の痕跡を発見していない人類を憐れみ、教え、マス
ターになる準備をしなさい。あなたの弟子たちが、私の教義に対する信仰と知識において成長するのを、あなたはどんな喜
びをもって見ることでしょう。 

5 多くの心が私のもとに集まってくる。プライドでいっぱいの人は、謙虚に来る。また、良心に導かれ、自分の行い
を測り、大きな悔い改めを持って到着する人もいます。彼らの霊が清い泉のように、私の言葉が澄んだ水のように、彼らの
渇きを癒すように、私は彼らを待ち望み、彼らを整えている。 

6 エリヤは、この光を受け取るべき人々 を準備させるために遣わされた。彼は、深い眠りにつき、霊的なものに耳を
貸さない人類を驚かせた。メッセージを受け取る準備ができたのは、ごく一部の人たちだけだった。私の約束が果たされる
のを見たとき、あの子たちの中にはどんな至福があったことだろう。そして、私の精神の中にあった、すべての人に対する
愛とは何だったのか！？年月を経て、生命力溢れる私の言葉は、心に栄養を与えてくれるように流れてきました。他の人は
、この顕現が終わった後、後で目覚めるでしょう。しかし、彼らは文句を言ってはならない。すべての人に最大の恵みの時
が訪れ、あなたたちは肉体の仲介者なしに私と交わるよう努力することになるのだから。 

7 科学者たちは私に取り憑くことになる。多くの奇妙な病気が発生し、彼らはそれを治す方法を知らず、痛みを和ら
げることができないだろう。霊的に上昇した者だけが、癒しの能力を持つことができるのです。自分を霊化したい一心で、
「イスラエルの民」の仲間入りをする大臣も出てくるだろう。最初の人」が「最後の人」になることも多い。愛の基礎の上
に立っていない多くの施設や教会では、他の石の上に一個の石も残らないでしょう。今、畑の整理をしているのですが、麦
の横に雑草が生えないようにしたいのです。 

8 家庭を訪問し、病人に向かい、牢獄や贖罪の場で苦しむ人々 を助け、すべての人を慰め、私の名によって行き、あ
なたの霊的な賜物を発揮しなさい。 

9 霊界を手本とし、その忍耐と人類への愛、そしてあなた方全員の幸福のための闘争において、霊界を見習いなさい
。 

10 世を愛する多くの人々 が、後に私の話を聞いて、自分の間違いに気づき、自らを清めようとする気持ちが芽生えて
きたのです。彼らは内なる葛藤を経て、その後に私に尋ねます。"主よ、私たちの精神が解放されるためには、「肉」と「
世界」を否定することが必要なのでしょうか？" 

と。肉』を否定するのではなく、『肉』を覆う『精神』と『肉体』の調和を図ることが功徳なのです」と答えます。しかし
、もし精神がまず良心に導かれていないなら、どうやってこの調和を達成するのでしょうか？ 

11 私があなたの体をあなたの精神の敵として使ったとでもいうのか。"いいえ、あなたが答えてください。しかし、
彼らは常にそうやって敵のように振る舞ってきたのです。肉」は偽りの祭りの衣をまとった世界を好むからであり、「精神
」は自らを解放し、より高い完成度に到達したいという欲求を感じるからである。 

12 法則の説明である私の教えだけが、あなたを調和に導き、あなたの存在の内なる調和をもたらすことができるので
す。この戦いに勝利したとき、すべての道は簡単になるのです。 

13 このように理解するとよいでしょう。肉」は船、「精神」は操舵手。船が好き勝手に舵取りをすることが、どうし
て正しいのだろう。 

14 人間にはこのような調和が欠けているからこそ、大嵐が発生し、その大半で精神が打ち負かされてきたのである。
しかし、霊がその大きな目標に向かって進む説得と確信によって、「肉」がついにおとなしくなり、自分に課せられた仕事
を反抗せずに受け入れ、自分の魂に課せられたものをもはや奪わなくなったとき、人間という生き物を構成する二つの性質
の間に調和が達成されることになるのである。創造主の愛と知恵が良心によって指し示す霊的成長の道を、肉体と精神が共
に歩むとき、この高みに到達するのです。そして、「肉」は、霊の命令に対する従順さ、従順さ、柔和さのために、犠牲と
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放棄の十字架に自らをはりつけ、その霊に、永遠のいのちにおける自分の場所に到達したという高揚と喜びを与えるために
、自らを犠牲にするのです。 

15 意志の自由は最高の表現であり、人生の道において人間に与えられた自由の最も完全な贈り物である。それは、良
心の助言によって、また闘争の中で通過した試練を通して得た善への忍耐が、人間を父の懐に到達させるようにするためで
ある。しかし、意志の自由は放縦に取って代わられ、良心は耳に入らず、人は世の中の要求にのみ耳を傾け、精神化は物質
主義に取って代わられたのです。 

16 このような混乱と異常の中で、私の教えは、この時代の人々 には不条理に映るだろう。しかし、人が無気力に陥っ
ている状態から解放されるためには、正しい教えであると私は言っているのです。 

17 地球の巡礼者たちよ、杖と旅支度を置いて、長旅の疲れを癒しなさい。私と一緒にここに座り、私のパンを食べ、
あなたのマスターと話しましょう。あなたの霊を完全な交わりで私のところに来させなさい。 

18 あなた方は、他の時には魂の完成を願って私に従った人たちですが、今は驚いて私に尋ねます。"どうして私たち
のところに戻ってきたのですか 

"と。そして、私はあなたに答えます。「私の子供たちの霊は、永遠にその主の右の座に住むと書いてあります。しかし、
あなたが私のところに来るためには、あなたの師匠に従うことを学び、功徳を積むことが必要である。 

19 私はいつでもあなたがたの中に種をまいたが、私を愛した者はなんと少ないことだろう。謙虚さの模範であった正
しいアベル、知恵と聖なる油を注がれたヤコブの子ヨセフ、肉体と魂を傷つけるようなこの世のものを一切使わず、ただ私
の証をするために生きた洗礼者ヨハネなど、多くの霊的存在から選ばれた者を通して私は使者として私の力を明らかにして
きたのだ。そして、このような純粋な精神の持ち主の他にも、皆さんご存知のように、年月が経つにつれてその仕事が大き
くなっていく人がたくさんいます。しかし、多くの証明と多くの叫びを、あなた方は無限の彼方に消し去りました。 

20 あなたは、主がとても近くにいて、自分の言葉で話す主の声を聞きたいと願い、それが叶ったので、あなたは救わ
れたのです。しかし、私はあなたの近くにいて、私の民に話しかけたにもかかわらず、あなたは私に従わず、私にあなたの
もとに戻るよう強要しました。 

21 私の第二の時代の教えは、あなた方の良心の書物に書かれている。私はあなたに、マリアの愛撫と優しさを愛し、
受け止めることを教えました。母親の胎内の温もりを感じながら、その滋養を享受することができたのは幸せなことでした
。彼女と一緒に喜び、また労苦や苦労を分かち合うことができたのです。私は王星の光線の愛撫を受け、山野、海を眺め、
すべてにわが祝福を与えた。私は穀物畑、水、そして人間に栄養を与えるものすべてを祝福した。 

22 私は友情の手を差し伸べ、幼い子供たちの無邪気さ、若い男たちの優雅で気高い性格、処女たちの純粋な心を喜ん
だのです。母親たちの無私の精神と犠牲、そして男たちのエネルギーを目の当たりにして、私は満足感に包まれたのです。
私は33年間この世に生き、人間が主の完全性と模範を直接経験し、その主を間近で観想し、私を常に模範とすることを学
ぶことができるようにしました。私はあなたに神を愛し、神の掟に従うことを教えたのです。私は、両親、兄弟姉妹、子供
たちをどう愛するかを話し、夫婦間の愛について話し、きちんとした仕事のやり方、相互尊重と助け合いを示し、父との完
全な交わりと自然との調和の中で生きるようにと誘いました。 

23 それでも、多くの人が呼ばれ、選ばれたのはほんの数人だった。12人は、私がわが知恵のすべてを授けた者たち
である。私は彼らに第二の聖書、ほとんどすべてが比喩的な意味で与えられた教え、私の無数のたとえ話を担当させました
。 

24 私はあの生き物たちに勇気を与え、彼らを待ち受ける戦いで何ものにも脅かされないようにし、彼らが律法学者に
逆らい、人間の科学の上に立つことができるようにしたのだ。私は弟子たちに言った。"私はあなた方を人の羊飼いとして
、今日散らばった、一つのハードルで結ばれなければならないあの群れの羊飼いとして残す 

"と。私はまた、彼らに「神殿を建てよ」と言ったが、これは石で建てた神殿のことではなく、あなたの主のために住居を
建てるにふさわしい「場所」である霊のことを言ったのである。人はわが神殿を想像することすらできない。それはすべて
の被造物を伴う宇宙によって形成され、その中に真の祭壇、供物、光があるからである。 

25 私の弟子たちの心は準備され、器は内も外も清らかで、善意と信仰と希望に満ちていたのです。そこで、彼らは人
類にグッド・ニュースを届けるために出発したのです。私が去った後、彼らが仲間に話したとき、「あなた方は皆、主を迎
えることができる。その言葉には、主の血と体が含まれている」と言った。 

26 こうして、彼らは話し、私は一歩一歩彼らを導いていったのです。彼らは教え方を知っており、すべての言葉を行
動で確認することができました。砂漠でも、故郷でも、足が入った様々 な土地でも、どこにいても神殿の中にいた。その口
は、国々 を清める清らかな水の泉のようであった。 

27 イエスと同じように、彼らは王冠も笏も紫の衣も身につけず、謙虚であった。私は彼らに、「謙虚であれ、どこに
行っても "最後 

"であれ」と言いました。私から受けたものをすべて同胞に与え、何も隠さず、私の種が繁殖し、すべての人の心に届くよ
うに見守りなさい。" 
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28 私の弟子たちは、常に人命を尊重し、決して私の代わりに裁判をするようなことはしませんでした。彼らは、正義
であれ不義であれ、問題は私に委ねなさい、私だけが正しく解決できることを知っていたのです。彼らは人々 になぜ罪を犯
したのかを問うことはなく、すべての人に慈しみと憐れみをもって接しました。 

29 今、第三の時代、わが民がわが顕現の終わりに近づくにつれて、私は新しい弟子を準備しているのだ。すべては私
の意志に従って行われたのです。私は今、子供たちの精神で不滅の神殿を建設しているところです。 

30 これ以上、私にシンボルを見せず、物理的な形で私を表現することもしないでください。自分のインスピレーショ
ンに耳を傾け、それに従うだけ。これだけで、あなたのスピリチュアライゼーションは達成されるでしょう。 

31 この時、あなたがたは私の声を聞いた。それは、私が人の霊を震わせた最初の時に聞かせたのと同じである。 

32 今、私はもはや、私の受肉した言葉であるイエスを通して、あなた方に私の指示を与えることはない。私は、人間
の生き物を通してあなたに話しかけました。今、あなたはより進化して、私を理解し、私の言葉を伝えることができるから
です。 

33 すでにこの顕現の終わりは近く、その後、私とともに住む高次の霊的存在によって使われる、あなたの創造主との
霊から霊への対話の始まりを通じて、より高い形で再びそれを取り上げるためです。 

34 わたしの旅立ちの日を恐れてはならない。第二の時代に昇天した後、私は弟子たちを慰めるために、イエスの姿に
限定して姿を現したのです。今日、あなたは何日私を感じないかわからない。しかし、その終わりにあなたは再び私を見る
。そして、私があなたを鼓舞し、新しい言葉があなたの心に流れ込んでくるのを感じるだろう。私はただ、あなた方が一つ
の「身体」と一つの「意志」を結び、そうすることでゴールに到達する価値があることをお願いしているのです。この日（
別れの日）には、選ばれし十二部族が出席し、十二使徒も同行するので、彼らの模範に励まされることだろう。彼らのよう
に、私は飢えた狼の中の羊のように、あなた方を残していくからです。しかし、私は迫害の中でも、牢獄の中でも、あなた
が私を必要とするすべての瞬間に、あなたとともにいる。 

35 私は私の種を守る。 

36 私の民の間に愛と純粋さと素朴さが支配するのを見たとき、私はあなた方を人類の主人として残すことができるよ
うに、あなた方はまだ多くの努力をしなければならない。もし彼らがあなたに教えを請うなら、それを与えなさい。もし彼
らがあなたを黙らせるなら、謙遜して沈黙しなさい。私が教えたとおりに、いつもあなたのやり方で種をまいてください。 

37 仲間を愛することで、仲間同士の平和と調和の礎を築くことができます。 

38 人間、いつになったら実を結ぶのでしょう。私があなた方に教えてからずいぶん時間が経ちましたが、人々 が霊的
な目覚めのためにとても必要とする使徒はまだ現れていません。 

39 私の話を聞くのに残された時間は短い。私の教えを学び、それを証言しやすくすることが必要である。 

40 私の言葉が途絶えたとき、今回の顕現で私の言葉を聞くことができなかった多くの心が信仰に目覚め、私の作品に
目を向けるかどうかは、あなた方の模範と作品にかかっていることを忘れないでください。 

41 この言葉の例として、後にパウロと呼ばれるようになるサウロの回心をあげます。彼は、自分の肉体と精神を完全
に主のために捧げました。 

42 パウロは十二使徒の一人ではなく、私の食卓で食事をしたわけでもなく、私の教えを聞くために道連れになったわ
けでもないのです。むしろ、私を信じず、私に従う者たちを優しい目で見ていたのです。彼の心には、私が弟子たちに託し
た種が広がりつつあるのに壊してしまおうという思いがあった。しかし、パウロは自分が「私」の一人であることを知りま
せんでした。メシアが来なければならないことを知り、それを信じたのだ。しかし、謙虚なイエスが約束された救い主であ
るとは想像もつかなかった。彼の心はこの世の誇りで満たされていたため、主の存在を感じることができなかったのです。 

43 サウルは救い主に反旗を翻したのだ。彼は私の弟子たちだけでなく、その使徒たちの唇から私のメッセージを聞こ
うと彼らに目を向けた人々 も迫害した。それで、マインを迫害しようとしたときに、彼を驚かせたのです。私は彼の心の最
も敏感な場所に触れ、すぐに私のことを認識しました。だから、私の声が聞こえたのでしょう。 

44 このように広く知られた人物を改心させ、信仰と理解の原動力となるべき驚くべき仕事を、彼のあらゆる方法で世
に証しすることが、私の意志であった。 

45 師匠の愛とその神聖な教えに感化され、それ以来、隣人愛に生涯を捧げたこの人の人生を、なぜ詳しく説明するの
でしょうか。 

46 パウロは、私の言葉の最も偉大な使徒の一人であり、彼の証言は常に愛と誠意と真実と光に貫かれていた。そして
、私の使徒たちを迫害した者は、私の言葉を最も熱心に蒔く者となり、疲れを知らない巡回伝道者となり、自分が生き、自
分の命を捧げた主の神聖なメッセージを、さまざまな国、地方、村々 に届けた。 

47 ここに、愛する人々 よ、美しい改心の例があり、たとえまだ私の言葉を聞いていない人々 でも、私の偉大な使徒に
なることができるという証拠があるのです。 

48 今日、私はあなたに言います。わが民はどこにいるのか。試練の中で賢く、戦いの中で勇気を持ち、闘争の中で揺
るぎない者はどこにいるのか。世界中に散らばっているのです。しかし、わたしは彼らをわたしの声とともに出発させ、霊
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的に団結させて、すべての国の前に出るようにする。しかし、今日、私がすべての人間に期待する同盟の本質を理解する、
すべての人種の人間によって、その同盟が形成されることを、私はあなたに告げます。 

49 この民は勇猛であるが、恫喝する武器も戦車も持たず、破壊の歌を歌うこともないであろう。その旗は平和であり
、その剣は真実であり、その盾は愛であろう。 

50 この人々 がどこにいるのか、誰も発見することはできないだろう：それはどこにでもある。その敵はそれを破壊し
ようとするでしょうが、彼らにはできません。なぜなら、その統一、その秩序、その調和は霊的なものだからです。 

51 かつてモーゼが彼らを解放し、乾燥した寂しい道を案内し、彼らを取り囲む敵対する大群の中を行進させ、約束の
地の門まで連れてきたのに対し、今日は、目に見えないが手に取るようにわかるエリヤが、人々 を戦いに呼び、光あふれる
道を示し、私があなたの霊のために準備している家の敷居までしっかりと確かな足取りで彼らを連れて来るのである。 

52 その指針となる霊法は、私が石に刻印し、シナイ山であなたがたに明らかにしたものと同じものである。それを支
える霊的なパンは、イエス様を通して与えられた御言葉に含まれているものと同じです。二度と真理の道から外れることの
ないように、希望と勇気を与える光は、この時、無限から降りてきて、人間の精神に未知のものをすべて明らかにするイン
スピレーションとなるのである。 

53 私が与えた能力と霊的な賜物で進歩を見せている者、またたゆまぬ真理の探求者、あるいは霊化を愛する者は、本
当にあなたに告げますが、この民の兵士の一人となり、主が戦いに招集するときも、平和のために招集するときも、主の呼
び声を聞くことになるでしょう。 

54 この絵は、あなたにとって美しい夢としか思えないのでしょうか？ 

55 モーセがエジプトでイスラエルに約束の地の祝福を告げたとき、民は疑った。束縛のくびきと奴隷の苦しみに慣れ
ていた彼らにとって、自由と幸福の地があることはあり得ないように思えたからだ。しかし、その人々 は、最初は美しい夢
にしか見えなかったその土地に、出発してどんどん近づいていき、ついにその忍耐と忠実さの実りに到達したのです。 

56 王冠や笏を持つ私を想像しないでください。むしろ、謙虚で素朴な私を見てください。 

57 すべての魂の栄養となる私の言葉のエッセンスを吸収してほしい。そこには、命のパン、心の喜びのワイン、真の
愛の果実があるのです。 

58 この愛と霊性の食卓で私と一緒に食事をする間、私と話し、私の声を聞くことを学ぶことが必要です。そして、こ
の形で私の声が聞こえなくなったとき、見捨てられた、孤独だ、孤児だと感じないように、霊的に私と会話することを学ぶ
ことが不可欠なのです。 

59 私の宣言があるこの時代に、あなた方はリフレッシュしてください。しかし、私の意志によって定められた、あな
たがたが最後に私の言葉を受け取る日を、決して意識から追い出してはならない。 

60 こう言っています。なぜなら、私の檄文に慣れすぎた者にとって、私の檄文が聞こえなくなる日は「死」であり、
その後、心の虚しさを多少なりとも埋めてくれる檄文を不正な手段で入手する誘惑に晒されることになるからです。でも、
私の光はないでしょう。 

61 この宣言に終わりがなければ、あなた方は一歩も前に進むことができず、私の言葉を学ぶことにも、霊的対話のた
めの努力にも関心が持てないことを、あなた方はすでに理解しているはずです。毎日毎日、この御言葉を聞いて、求めるた
びにこの慰めを受けることができるのに、なぜこんなことをするのか。しかし、教えが完成し、メッセージが届けられると
、すべてが変わってくるのです。そして、私を身近に感じたいのであれば、あなたの記憶が残してくれたすべてを振り返り
、強くなりたいのであれば、平和と光と癒しのバームと愛の行動の種まき人となる、真の霊的義務の履行に自らを捧げなけ
ればなりません。 

62 あなたのために、あなたが人間の知性器官を通して私の声を聞く時間は短くて済みます。あなたはとても幼くか弱
いので、私の声を聞いてからわずかな時間でこの形での私の存在に慣れ始めるからです。最初のころに感じた感動はもうな
く、私の声を聞くときの喜びや至福感も、だんだん感じられなくなっている。私の声を聞くことができると思うと、何日も
眠れなくなるほどの幸福感、そして、時には不可能と思われたその声を聞く日が、その瞬間が、また来るようにと願う。 

63 "主の声が聞こえる 

"というのは、本当にそうなのだろうかと、皆さんは心の中で自問自答しているのではないでしょうか。私は、この素晴ら
しい言葉を通して、創造主の顕現を目撃する価値があるのだろうか？主よ、父なるあなたの声、主としてのあなたの言葉、
あなたの神聖な言葉を聞かせることによって、あなたは私たちの精神になんと大きな喜びを与えてくださったことでしょう
！"あなたは私の話を飽きることなく聞き、一語も聞き逃すまいとし、私の指示をすべて聞き入れたのです。しかし、時が
過ぎ、私の言葉を聞くことが習慣となり、自分を深めようとしなくなったため、「いつも同じ、いつも同じ」という単調な
私の言葉に飽き始め、畏敬の念、驚き、信仰、愛、謙虚さに満ちて敬虔に近づいた最初の頃のように、もはや準備して来な
いのは自分だということに気がつかないまま。 
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64 その理由は、あなた方の人間的な未熟さと弱さのために、霊化を長く続けることができないからであり、あなた方
のために私の顕現の時間を制限したほうがよいからである、ともう一度言う。そうしなければ、あなた方はいずれ、第二の
時代の約束を果たした主人が今、あなた方に与えた恵みであるものに対する敬意を感じなくなるでしょうから。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 158 
1 私の霊の神聖な光があなた方の間にありますように。 

2 愛する弟子たちよ、良き羊飼いの呼びかけに従順な羊のように駆け寄る者たちよ、歓迎する。もし、ハードルを越
えた後、輪から抜け出す者があれば、私は残りの者たちに託して、迷子を捜すことにしよう。わたしの羊の一匹がいなくな
ることは、わたしの意志ではない。 

3 私はすべての人を見守り、あなたの心に平安を、あなたの心に光を与えて、あなたが良い道を歩むことができるよ
うにします。しかし、もしあなたが一度でもそこから離れ、あなたを救うためにすべてを捧げ、あなたが共に生き、その温
もりの中に慰めを見出した方を忘れてしまったら、本当にあなたに言います、私の助ける愛はどこまでもあなたを追いかけ
、私の声はあなたの良心を通して絶え間なくあなたに呼びかけます。道を踏み外すことはできない。私は、あなた方が従う
べき法律を明確にした。良心は、自分の行動を正しく判断し、何が許され、何が許されないかを教えてくれるからです。そ
の忠告に耳を貸さなければ、あなたの行動があなたを非難することになると知ってください。己を知り、人を知れ。 

4 私の新しい使徒たちは弱くならないし、数歩歩いたら途中で倒れることもないだろうから、強くなるように準備し
なさい。人々 に自信を持たせ、模範となる言葉や考え方で人々 を導くことができることを証明する十分な強さを持つこと。 

5 皆さんは将来、心と魂の真のガイドとなる能力を持っており、魂の乱れた状態で生きている実体のない存在も、光
に導くことでその闇から解放することができるのです。 

6 この仕事は難しいが、私はすべての声の担い手を通して、あなたに理解させる。 

7 私の仕事を理解しないために道を踏み外す者があれば、私はその者を新たに呼び出して、神と契約を結んだ者はそ
の発展の道を後退させてはならないことを悟らせるであろう。私はあなたの精神に話しかけているのです。私を認識するま
では、すべてが闇に包まれていました。しかし、御父は御自分をその道筋で知られたので、御自分を人間の霊に理解させる
ために、三つの期間、三つの異なるが完全な啓示の段階において御自分を限定した神の霊の配慮と愛情を確信されたのであ
る。 

8 別の方法で真理を求めたいと思う人もいます。そのような人たちには、「求めるべき理由があるのなら、求めなさ
い、ただし、きちんと求めなさい」と言います。また、自分は父の家族の一員であり、父の存在なしにはもはや生きていけ
ないと感じる人もいます。 

9 誰も私のようにあなたを守ることはできないし、あなたが道で倒れても、誰もあなたを再び多くの愛で育ててくれ
ることはないでしょう。あなたの人生の道を照らすのは、私しかいないのです。愛する者よ、私があなたのもとに来るよう
に、内なる高みと愛と誠をもって、私のもとに来なさい。あなたのすべての行動にスピリチュアリティを持たせれば、圧倒
的な至福を体験することができます。 

10 試練の年もあるだろうが、その中で自分の使命を全うするのだ。その使命は、自分を忘れて苦しんでいる仲間を助
けることだろう。 

11 自分の国が他人から二流と判断されても、腹を立ててはいけない。私の愛の目には、あなた方はみな平等であり、
私の掟のもとにあることを示しなさい。汝の精神は汝の作品に曇りなく反映され、汝の心からは様々 なイデオロギーにおけ
る人間の誤りについて教えと啓蒙が湧き出るように。 

12 この教えを胸に刻んで、自分の道をしっかりと歩んでほしい。 

13 私はこの時代に他の道を示さず、ソロモンの神殿での第二の時のように、あなたがたに言うことができる。"私は
律法を廃止するために来たのではなく、それを成就するために来たのだ。"と。律法の教師たちがそれを理解せず、それゆ
え、わが言葉を悪く解釈するのを見たからである。 

14 言葉である私は、過去の時代に父から人類に与えられた律法に由来する愛と正義の教義を人に教えるために、イエ
スにおいて人となったのである。そして、私がこの時代に明かしている霊化の教えは、霊が知識と霊的真理の峰を登るため
に、キリストの教えを遵守することを示すためのものです。 

15 人類は宗教、宗派、教義、イデオロギーに精神的に分裂している。しかし、私は彼らを結びつけることによって、
わが言葉の力を証明する。その前に、世界は清められ、魂はハリケーンの突風にさらされる森のように震えるだろうと、私
はすでに告げたが。あなたは無名で目立たないけれど、暗闇の中をさまよう盲人のような人たちを暗闇から解放し、明るい
地平線とより良い未来を示す光を持っているのだから、見ていなさい。 

16 もはや、伝統や空想の儀式を守る者ではありません。私の愛の言葉は普遍の法であるから、それが民族と民族を結
びつける霊的な結びつきになると、私はあなたがたに告げたからです。 

17 あなたがたへの愛のゆえに、また、わたしがあなたがたをどの程度わたしにふさわしくしているかを理解するため
に、わたしはあなたがたの知性を通して自分自身を知らしめるのである。しかし、このような形の顕現が必要なくなる時が
来るでしょう。その時、あなたの内なる高揚の力があなたの霊を父に近づけ、最初に「互いに愛し合いなさい」と告げる父
の「神のコンサート」を聴くことができるのです。 
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18 今日、私はあなたに言う。"私のもとに来なさい。そうすれば、あなたは平安を得るであろう 

"と。私は、あなたがたに木陰を与え、その下で私の言葉を聞かせる木のようなものとなるように、ここにこれらの集会所
を用意したのだ。第二の時代には、谷で、川のほとりで、山の高台で、私の声を聞いたでしょう。自然の神殿の中で、あな
たはインスピレーションを受け、私と交信したのです。今日、あなた方もそのような場所を訪れ、そこで、私を罪に陥れ、
否定する世界から遠く離れて、すべてが私を語る、活力に満ちた純粋な雰囲気を感じることでしょう。そして、あなたの霊
が自由で単一であるとき、それは完全な交わりで父と一体となります。 

19 多くの魂が、さまざまな宗教、宗派、哲学の中で私を求め、真の、最短の道を見つけるために光を求めてきた。し
かし、彼らは、私がこの国で、あなたがたに知られているこの形で、自分自身を現していることを知らないのです。私はあ
なた方を光に導きます。私の愛には人種も国もありませんから。私の話を聞いているあなた方は、自分自身に働きかけ、自
分自身を変革し、愛と平和と精神の上昇のための私の道具となるようにしなさい。 

20 あなたからは、預言的な言葉、癒しと慰めの言葉が発せられるだろう。人類に貢献したいのか？私があなた方に与
えた基本的な法則は、あなた方を創造した方への愛と、互いへの愛です。すべての美徳は、神と隣人への愛に起源を持つ。 

21 皆さんは、私の中から同じように才能を発揮して出てきたのです。私は、あるものを他のものよりも好んで使って
はいません。それぞれの精神は、自らの高みを目指すための能力と才能を持っています。 

22 強くなり、贖罪を受け入れ、第三の時代の仕事に協力し、人間の精神に私の王国が確立されるのを経験できるよう
にします。この世界よりもっと高い、苦しみのない世界に住むことができるように、自分を完成させて私のところに来るま
では、昇天しなさい。たとえこの地上世界がまだ多くの満足を与え、美しさと恵みを保持していたとしても、あなたを待っ
ている霊的生活を考え、今日すでにそれに近づいているのです。私は、この地上の谷から、平和と愛と調和に満ちた素晴ら
しい人生を、顔を通して見ることができるよう、あなたを授けます。 

23 もう一度言いますが、私の中で全人類は救われるのです。カルバリーで流されたその血は、すべての霊にとっての
いのちです。しかし、それは地の塵に落ちたのだから、血そのものではなく、その中に象徴される神の愛である。私の血に
ついて話すときはいつでも、それが何であるか、その意味がわかるようになりました。 

24 多くの人が主のために、兄弟への愛のために血を流しましたが、それは神の愛ではなく、霊的な、人間的な愛にす
ぎませんでした。 

25 しかし、イエスの血は、神の愛を体現するものであり、イエスの中には全く傷がない。神は被造物にとってすべて
であり、被造物を無限に愛しているからこそ、遠慮なく完全に自分を捧げるのだということを理解させるために、最後の一
滴まで自分の血を捧げたのです。 

26 地球の塵が、師の体内の生命である液体を吸収したとすれば、私の教えが、愛と知恵と正義を持つ神の灌漑によっ
て、人の生命を実らせなければならないと理解させるためであった。 

27 世間は、師匠の言葉や例を信じて疑わず、イエスが人を罪から救うために血を流したのに、世の中は救われていな
い、発達しているのに、日に日に罪を重ねていると言って、私の教えに反抗しています。 

28 その贖いの血の力はどこにあるのか、と人々 は尋ねます。一方、私の教えの本当の基本的な考えを示すべき人々 は
、光を求め、真理の知識を渇望する人々 の質問に満足に答えることができないのです。 

29 この時代、真理を知る者の答えや説明よりも、知らない者の問いの方が深みがあり、内容も充実していると、私は
言っているのです。しかし、私は新たにあなたがたに語りかけるために来たのだ。あの血は神の正義の前に罪人、すなわち
失われ、厳しい懲罰に処せられるすべての人々 の救いを確かにもたらしたと信じる者たちに、ここに私の言葉があるのだ。
私はあなたに言います。もし、すべてを知っておられる父が、イエスがその言葉と作品の中で与えたすべての教えを、人々
が次第に利用し、理解するようにならないと信じておられたら、実に、父はイエスを遣わさなかったことでしょう。しかし
、もし彼が人間の中に生まれ、成長し、苦しみ、死ぬために彼を送ったとしたら、それは、師のその輝きと実りある人生が
、その作品を通して、すべての彼の子供たちが真の愛へと導くべき道を見つけ、彼の教えに従うことによって、創造主の待
つ家へと彼らを導く、消えない道、不滅の軌道を辿ることを知っていたからであった。 

30 また、純潔と無限の愛を証し、最後の一滴まで流されたその血は、人間に創造主への信仰をもって、約束の地へと
引き上げてくれる任務を遂行することを教え、そこで彼らはその任務の遂行を私に捧げ、「主よ、すべてが成し遂げられま
した」と言うことができることを、彼は知っていたのです。" 

31 今言えることは、私の血が十字架上で流された時間は、人間の贖罪の時間を示すものではなかったということだ。
私の血はこの世に存在し続け、生きていて、新鮮で、私の受難の血の跡を刻み、あなたの贖罪への道を示し、それによって
、あなたの父が約束した家庭を獲得することができる。 

32 私はあなたがたに言った、「私は命の源である、来て、あなたがたの汚れを落とし、あなたがたの父であり創造主
のもとへ自由に、完全に行くことができるようにしなさい。 

33 私の源は愛からなり、無尽蔵であり、無限である。それが、あの時流した私の血が伝えたいことなのです。私の言
葉を封印し、私の教えを確認したのです。 
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34 砂漠の中でも、わたしはわたしの律法を民に託したにもかかわらず、マナという象徴を与えた。 

35 この時、あなた方にはもう一つのマナがある。それは、民衆の肉体を養ったものとは違う。イエスの傷から流れ出
た血ではないが、あなたがたも私の血を持っている。 

36 私は霊の中にいて、現在、霊的な存在として私の声を聞いているのです。あなた方は永遠の命のパンである私の言
葉を栄養とし、私の教えを実践して自らを清めるのだ。救われるためには、自分の分身である仲間への愛と親切が必要であ
ることを理解することです。 

37 私の血はあなた方に与えた。正しい方法で受け入れなさい。もし、私がそれを与えたという事実だけで、救いを得
ることができるのなら、--

本当にあなたがたに言うが、そうなれば、すでに誰も罪を犯すことはなく、地上はもはや罪の償いのために必要ではなく、
そうなれば、すべての人はすでに天の御国に住むことができるのである。 

38 なぜなら、あなた方は意識ある存在として、父を愛し、兄弟姉妹である被造物をも愛したがゆえに、父の懐に入っ
たという無限の恵み、言いようのない幸福に値するからである。 

39 私の長所は、あなたの長所を見つけたことです。彼らはあなたに道を示し、あなたを精神の最高の高み、光、平和
、真の生命があるところへ導いてくれるでしょう。 

40 あなたは今、光の時代にいるのですから。 

41 あなたは私の呼びかけに急ぎ、私の律法に従順であることを示し、それを実践することによって、あなたの主の前
に立つことができることを知ったからである。それは、人類が知り、生きるための普遍的な愛の法則である。不安定な人々
を高いモラルを持った人々 に変えることで、世界の様相を変えることができるのです。 

42 私は罪人自身を利用し、彼らの刷新の意志を利用して、世に模範を示す。わたしは罪人を通して自分を知らせる。
わたしは罪人ではなく、救いを切望する人を見るからだ。 

43 私が自然の最も小さい存在の中にさえいることを考えるとき、あなた方自身に不完全なところがあるからといって
、どうして私はあなた方を否定し、あなた方から自分を切り離さなければならないのでしょうか、あなた方が最も私を必要
としているのは、まさにそのときなのですから。 

44 私は命であり、すべての中にいる。だから、何も死ぬことはない。表現形式にとらわれないよう、深く考える。五
感を静かにして、言葉の芯にある私を発見してください。 

45 そうすれば、私をどのように愛せばよいかがわかり、あなたの神への礼拝は私にふさわしいものになるでしょう。
そうすることで、あなたの中に、そしてあなたの外にも、私を感じることができるのです。 

46 多くの教え、宗教、宗派があります。すべての者は私を求めようと努力するが、私はあなたに言う。すべての人が
私を見つけることができる道は、少数の人が私を求める道である：愛の道、それは真実、助け合い、上昇を意味する。 

47 私は、寓話やたとえ話を使うことは少なくなっています。そうであるべきだとしても、あなたの道を照らすのは、
まだあなたの信仰の光ではありません。私の啓示と神秘の光によって、あなたは善と悪を区別することができるのです。し
かし、信仰の光はあなたの中で燃え続け、あなたを明晰に見せてくれることでしょう。多くの仲間を救わなければならない
と言ったことを忘れないでください。未来を恐れるな、未来は私であり、その中にあなたも同様に私を見いだすことができ
る。 

48 同胞の苦しみを理解し、緩和するために、あなた方以上にふさわしい人がいるだろうか。これらの苦しみは、あな
た方が私の前にもたらしたものであり、現在あなた方が自らを清めているものと同じものだからだ。悩める心の慰めとして
、用意しておきます。 

49 あなたが父から永遠にもらっている困難な使命を理解し、遂行するために、私がどのように手助けしたかを考えて
みてください。 

50 恐れてはいけない。私を信じ、私を信じれば、あなたがたは耐えることができる。主よ、私はあなたを信じますか
ら、死にそうな私の父を元気にしてください。あなたがそうおっしゃるなら、きっと治りますよ」。主人はその人のあまり
の信仰心の強さを見て、"行きなさい。あなたの家に来れば、あなたの父は健康になってあなたを迎えるだろう 

"と言われました。そして、こうなった。 

51 だから、あなたがたの信仰は、わたしの意志にかなうものでなければならない。しかし、奇跡を体験したら、再び
父の方を向いて感謝するのだ。 

52 あなた方は平和も真の愛も知らないが、私の平和を知り、私の愛を胸に抱いてほしい。 

53 より良い人生を望む皆さん、世の中に蔓延する混乱に苦しめられて生きている皆さん、少しずつでも私の平和を地
上に引き寄せることができるよう、祈りを合わせてください。私の教えを実践し、私の言葉によって、愛が新たに心に入り
始めることを実感してください。あなた方の間に私の王国が来るように準備しなさい。私の平和の使者、先駆者であれ。 

54 悪とは、人間の罪や悪癖、無知などの総体であり、長い間、人々 を支配してきた。しかし、今、彼らが自分たちで
この力を破壊することが私の意志である。その際、私は彼らを助け、私の剣を彼らに渡し、その剣で悪を倒すことができる
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ようにする。この力は完全に破壊され、その影響はすべての心に拒絶され、その声は聞かれず、そのささやき声はもはや従
われないだろう。魂は自由になり、罪の上に立ち、肉体はついにひれ伏し、情念を抑制する。 

55 経験、信念、知の光、バランスは、人間の精神的な成長の果実として、私の種を降らせる肥沃な土壌となることで
しょう。 

56 その時は私が支配することになるが、それはあなた方の心の中にある。あなたは国の平和を命じられ、私は無限か
らあなたを鼓舞する。民族の違いも次第に消えていくでしょう。これまで乗り越えられないと思われていた困難も、やがて
理性によって克服される。正義と正しい判断が人の働きに表れ、世の中の平和が乱されないように、すべての人が用心深く
生きるようになります。 

57 その苦しさと痛みは、魂の中に消えない記憶として残り、その痛みや記憶は、今日まで死を恐れてきたように、人
が々恐れる妖怪のような存在となるだろう。 

58 しかし、人類はさらなる試練を望んでおり、それは必ずやってきます。これらの訪問から、多くの心が清らかにな
り、多くの魂が解放されることでしょう。あなた方がまだ耐えていない思想戦が勃発し、広がっていくことで、眠っている
人たちが目覚め、停滞したままの人たちが、使い古した跡を離れて、賠償の道を進んでいくことができるようになるのです
。わが名とわが言葉は武器として使われ、それによって人は自らを傷つけるだろう。しかし、あなたがたに言っておくが、
傷つけるのも殺すのも、わが名やわが言葉ではなく、人々 がそれらを使う意図のほうである。 

59 最後に、あなた方は私の教えによって、私の愛によって打ち勝つだろう。私の言葉から、世界が信じ、知り、救わ
れるために必要な光が流れ出るからだ。 

60 この時代、私の言葉を受け取った者の責任は非常に大きいからだ。 

61 今、あなた方の間で起こっていることは、不思議なことにすべてあなた方に現れています。男も女も、眠っていた
霊的才能が目覚めるのを感じ、彼方からの声を聞き、霊的ビジョンや予知夢を見、未知の力の影響に震え、それまで重苦し
かった心が澄んで、深い教訓を把握することができるようになるのです。言葉を持たない者はインスピレーションを浴び、
憑依された者は重荷から解放され、精神世界と交信する才能を持つことを発見するのです。主の声は最も準備の整った人に
聞かれ、他の人は神の慈悲によって健康を回復する病人に奇跡を起こします。 

62 これらの奇跡を前にして、私の助けの愛に見捨てられたと思っていたこれらすべての大勢が喜び、突然、彼らの霊
が賜物に満ちていることを発見したのである。昔、預言者の口を通して、この時が来ることをあなたがたに告げた。 

63 ジョエルが告げた時が来たのだ。しかし、今、あなた方が見ている霊の賜物は、今になって与えられたものではな
いことを指摘しておかなければなりません。彼らは、あなたの霊が存在し始めたときから、あなたとともに変容を遂げてき
ました。そして今、この時代に、私はあなたを地球に送り、あなたの進化の果実を刈り取らせているのです。 

64 エリヤの霊は、人の心の器官に触れて、その人の中にある一筋の光、すなわち、後に私の光が言葉としてあふれ出
て、人々 に詳しい指示を与え、私の言葉を遺言として残し、新しい時代への道を開くために、この時代を発足させるために
来たのである。 

65 エリヤは、私があなたたちの間に霊的に存在することを、人間の口を通してあなたたちに告げた最初の人物であり
、彼はまた、私の告示が終わった後もあなたたちの霊的な羊飼いであり続けるでしょう。あなたたちは、私が教えることを
すべて自分で理解することはできないから、イライジャが導き続けなければならない。 

66 エリヤは、私が最初の時代からあなた方に与えてきた教えの真の意味を回復してくれるでしょう。彼は、わが啓示
の真の解釈を見出すために、あなたを啓発してくれるでしょう。彼はすべての心と体に触れ、この新しい夜明けの光に目覚
めさせてくれるでしょう。また、あなたを通して現れた霊的な賜物に加えたすべての汚れと傷から、あなたを清めてくださ
るでしょう。あなたがたは、自分が完璧に行動し、すべての仕事が真理にかなったものであったと考えてはならない。 

67 私は、1950年を、人間の知性によるこの形の顕現の終わりとして、あなた方に示した。しかし、それはあなたが
持つさまざまな才能の開発の終わりを意味するものではない。それどころか、その後、私の言葉の不在に直面して、あなた
の霊は私の光、私のプレゼンス、私のインスピレーションを求め、それらを得るために努力し、このようにして、日ごとに
ますます自分を完成するのである。 

68 あなたの能力を、徳の実践のために、精神の進歩のために、仲間のために平和を作り出すために使うことで、私の
証人となるのです。見よ、一瞬の弱さ、軽率な行動、つまずきの原因となる試練が、正しい道、真理の狭い道から迷わせ、
見かけだけの光の道に迷い込ませて、ますます義務の遂行から遠ざからせることがあるからだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 159 
1 大いなる群衆よ、あなたがたの精神は喜びに満ちている。預言者たちとあなたがたの神である主が告げた新しい時

代の夜明けを見る恵みを与えられたからである。世界で起こっているすべてのことに注意を払え。私はあなただけに自分を
明かしているのではない。 

2 私は人々 の物質主義を苦しめ、彼らが生きている時代を認識し、多くの出来事を他の原因によって無関心に見てい
た神のサインであると認識するようにしたのです。 

3 その昔、神の民は、私の掟に生き、私を愛し、質実剛健に生きた人々 であったからこそ、自分の周りで起こるすべ
ての出来事を霊的に解釈できた時代があったのです。彼の心の糸は、精神と同じようにまだ敏感だったのだ。その人たちは
、常に主と精神的な対話をしながら生活していたのです。彼らは創造主の人間的な声を聞き、天使と呼ばれる存在から霊的
な世界からのメッセージを受け取ることができたのです。そして、夜の静寂の中で、心の平安の中で、夢の贈り物を通して
、メッセージ、指示、予言を受け取り、それを信じて従った。 

4 神は彼らの口先だけでなく、心の中にも宿っていた。律法は彼らのために書かれたものではなく、人々 によって生
きられたものだったのです。今はもう体験できないような奇跡に満ちた存在であったことは、当然のことなのです。 

5 これらは、その人が命をかけて書き残した、手本とするに値する教えの例であり、後の世代の道や種となるべきも
のである。 

6 理解する。その人たちが、その素朴さと（内なる）高揚感ゆえに、周囲に霊的なものを感じていたとすれば、今、
この時代の人々 の物質主義と信仰の欠如が、それらの顕在化から彼らを遠ざけているのは当然である。しかし、この人類が
送る惨めで不毛で惨めな生活はもう十分だと、私はあなた方を探し出し、眠っている者たちの心を打ち、真実を見ることの
できない盲人に視力を回復させ、人の隠れた糸に触れてわが現存を受容させたのだと、私は言うのだ。 

7 この科学的で物質的な世界では、スピリチュアリティへの傾倒がほとんど感じられないと思いませんか？私の力は
無限ですから、何も難しいことはないと言っています。内なる高揚、信仰、光と善は、食べること、飲むこと、眠ることが
身体にとって必要である以上に、魂にとって切実な必需品です。 

8 たとえ霊の賜物、能力、資質が長い間眠っていたとしても、私の呼びかけで目覚め、霊化が起こり、すべての不思
議と啓示が人に戻ってくるでしょう、それは過去の時代よりも大きく、今なら理解できるはずです。 

9 なぜなら、あなた方は今、新しい時代に生きており、全く異なる方法で把握し、理解し、感じることができるほど
、さまよい、進化していることを理解しなければならないからです。したがって、自分の感覚を感動させるだけの外見的な
しるしを求めて、それを信仰の根拠とするようなことはしてはならない。私はあなた方のために無限のしるしと啓示と奇跡
を用意しており、あなた方は肉体の視線よりも霊的な視線でそれを見ることになるでしょう。 

10 歴史が語ることを研究し、理解しなさい。しかし、今日は違う時代、違う時代に生きていることを理解しなさい。
あなたの精神が当時より発展しているように、私が今日あなたに与える私の教えの形は、たとえその意味が同じであり、永
遠に有効であっても、同じではないことを理解しなさい。 

11 あなたがたが祈りながら主人を待っていたこの日、私は本当にあなたがたの心の中に降りてきているのです。そこ
で私を受け入れなさい、人々 よ、私は父の霊であなた方を受け入れるのである。 

12 私はあなたの魂に平和を、あなたの気持ちに調和を見出す。この平和はあなたの存在の中に広がり、この内なる準
備は、私のスピリットがその神聖な輝きで降りてくるように誘うのです。私の教えを十分に理解できるように、全能力を準
備しなさい。 

13 私は今、肉体の感覚ではなく、その中に昔からある精神の感覚について話しているのですが、あなた方は外側の形
だけを受け入れて、精神の本質を拒絶しているので、理解していないのです。 

14 あなたは不滅の生命に近づいている、と私は言う。あなたはまだ未熟です。あなたの肉の傾きは、まだあなたの霊
と調和していないからです。しかし、瞑想と祈りによって本能を克服できるように、私はあなたに強さと勇気を与えた。 

15 私の言葉を伝える人は、より明確に、より深く、より完璧になり、固い心を謙虚に、より高貴にするようになりま
した。 

16 自分の「ゴルゴダ」を経験したことのない人、人生で苦しんだことのない人はいないでしょう。- 

誰も、あなた方は皆、キリストに従うことで十字架を背負っているのですから。私は、あなたが自然の法則や自然の力に反
抗することなく、献身的に従順に生きているのを見て、あなたがこれらの法則を破らないのを見て、あなたに言った：あな
たは父と師にふさわしい者であり、あなたが創造主に敬意を払うべきは、地上の肉体の犠牲ではないことを理解したのであ
り、あなたは霊をもって神を称える正しい道を理解したのだから、もはや異教徒ではないのだ。 

17 地球上に住んでいるのだから、自然の要素を利用しないと生きていけない。しかし、すべて法律の適用を受けるの
で、この法律の枠内でしか活用してはいけない。そうすることで、自分の精神は自分のもの、身体は身体に対応するものを
与えることができるのです。私は、何一つ否定しません。私の神の指示に反するものは何もないからです。 
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18 もしあなたが父の法を知っているならば、あなたは何も恐れることはない。私の法の中であなたのものをどのよう
に利用するかを知ることができるのだから。 

19 わたしのことばがあなたがたに指示することを実行しなさい。わたしはあなたがたを平和と進歩の民とする。あな
たがたはイスラエルで、その中にレビがおり、この時代にわたしに仕えるためにわたしが清めた者である。 

20 第一の時代、父はレビに油を注いで、彼から神への礼拝の奉仕者が生まれ、彼らがわが霊感とわが律法の伝達者と
なるようにされたのであった。だから、新参者であっても、私のしもべ、つまり、私の使命を果たすために他の国々 に行か
なければならない者たちを私は求めているのだ、ということがわかるだろう。これは1950年以降に起こることで、私の作
品は世界中で認められることになるからだ。 

21 今日もなお、あなた方は好奇心旺盛な学生であり、まだ自分を主人とは呼べないことを悟っているので、すべてを
知っておられる方の言葉を急いで聞こうとするのです。 

22 精神と心と心を整えれば、やがて師匠となり、弟子たちを楽しませてくれることでしょう。 

23 私は、あなたが私の言葉を理解することができるように私の恵みを与えることを求めているあなたの祈りを受け取
ります。 

24 ほら、私はいつもたとえ話で話すのではなく、あなた方が理解できるように、はっきりと話すのです。 

25 私の教えの中で、あなたの精神が発展するように、栄養を与え、強くしてください。 

26 師匠の教えはいつも同じように始まる。それは同じ愛が含まれているからだ。愛に始まり、慈しみに終わる。この
二つの言葉に、私の教えはすべて含まれているのです。光と真実の領域に到達しようとする精神に力を与えるのは、こうし
た高い感情なのです。 

27 私の意志を理解し、遂行するように、私があなた方を徐々 に導いている方法を認識しなさい--

命令としてではなく、無限の英知である私は、私があなた方に愛を鼓舞し目覚めさせるとき、あなた方から私の法則に従う
意志が生まれることを知っているからである。私の愛は、あなたを啓発し、あなたを自由にします。私の思いやりのある愛
は、あなたが歩むべき完璧な道を示すだけです。私がよく話す道とは、肉体の死を超えたところにある道である。あなたの
直感や精神は、地上の肉体を生き抜く何かがあること、そしてその何かが精神であることを教えてはくれませんか？私はい
つもこの道を教え、この岐路の通過に備え、あなたの霊がこの世のはかない生活から永遠の命のある霊の家に移るとき、無
限を前にして驚いたり乱れたりしないように準備してきたのです。 

28 あなたの仕事は、ただここで運命を全うすることです。そうすれば、あなたの仕事と義務をよく果たすために、霊
的生活の中で至福の時を過ごすことを約束します。そうなれば、もはやこの世の悪の泥沼に自分を汚すことはない。あなた
の精神は、もはや地上の肉体の卑しい情念によって暗くなることはないでしょう。 

29 本当にあなたがたに言う。あなたが完全に純粋になるためには、あなたの魂は、この世界と霊的な世界で、まだ大
きく浄化されなければならないでしょう。 

30 そのために必要な回数だけ、この惑星に戻らなければなりません。あなたの父が与えてくれる機会を逃すことが多
ければ多いほど、真の人生への最後の入口が遅れ、涙の谷での滞在を長引かせることになります。 

31 すべての魂は、その都度しっかりとした一歩を踏み出すことで、この世に存在する間の発達の進歩と実りを示さな
ければならないのです。 

32 自分の福祉に役立つ唯一の善は、他人に対する真の愛と慈悲からなされるものであり、それは無私無欲であること
を自覚しなさい。 

33 魂が主の意志に従順になり、献身的になるとき、それは主を信頼しているからこそ、そうなるのです。また、危険
や誘惑が待ち受ける地上に戻ることに抵抗しないのは、この浄化の坩堝からより純粋に生まれ変わることを知っているから
である。 

34 外から、そして自分の中から襲ってくる誘惑に打ち勝つ者は、他者から悟りを開いた者、主から選ばれた者と呼ば
れるのです。さらに、彼のそばには、彼を見守る霊的存在や光の天使がおり、私の意志が達成されるまで共に働くだろう。 

35 だから、もしあなたの目が現世でこれらの予言の成就を見ないとしても、心配することはない。私は、あなたの精
神に、過去に蒔いた実を見るだけでなく、刈り取ることまで許します、それが短いか長いかにかかわらず。 

36 人がその知性と雄弁さを誇示し、虚栄心を抱くようになる論争の時が来るのです。今回も私の「第二の時代」の言
葉を取り上げ、その解釈の違いについて議論する予定です。あなたがたに言うが、この渦の中から光が生まれ、多くのベー
ルが裂け、偽善は真理によって打ち破られるであろう。 

37 人々 が思想や礼拝の形式を統一することは、私の神聖な願いである。 

38 私の教えを学び、自分のものとし、それを実践すれば、世俗の賢者、科学者、律法学者から何も恐れることはない
。 

39 あなたの口から無限の知恵が流れ出るように祈る。 
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40 人々 よ、私の前に出てきて、私が裁判官であることを見つけるのが怖いのか？あなたがたに言うが、私は裁判官と
しても完全である。だから、あなたがたは私の不正を恐れることはない。 

41 姦淫の女が裁かれたことを思い出せば十分だろう。今、あなたに語りかけているのと同じキリストの言葉によって
、彼女は手つかずでいられたのです。 

42 私は、あなたの罪の重さよりも重い判決を下すことはできません。だから、あなたがたに言っておくが、わたしか
ら恐れることは何もなく、あなたがた自身から恐れるのである。 

43 私だけが、あなた方の罪の重さ、偉大さ、重大さを知っている。人は外見にばかり気を取られ、相手の心を見るこ
とができない。一方、私は心の中を見ることができます。私のところに来た人は、自分に重大な罪があると訴え、私を怒ら
せたので後悔でいっぱいでしたが、私は彼らが純粋であると判断したのです。それに対して、他の者が来て、自分は誰にも
悪さをしたことがないと言ったが、私は彼らが嘘をついていることを知っていた。彼らの手は隣人の血で身を汚さなかった
が、彼らが命を奪うように命じた犠牲者の血は彼らの魂の上に流れ落ちたからである。手を隠して石を投げる者たちである
。私が「臆病者」「偽者」「裏切り者」という言葉を檄を飛ばすと、彼らの全身は震え上がり、それを指示する視線が自分
に注がれていると感じて、私の授業から身を離すこともしばしばあったのです。 

44 人間の正義は不完全なので、あなた方の刑務所は犠牲者であふれ、処刑場は罪のない人々 の血で染まっている。あ
あ、世界でどれだけの犯罪者が自由と尊敬を享受していることか。そして、どれだけの堕落した者が、彼らの記憶を称える
ために記念碑を建てたことか! 

45 もし、彼らがその後霊界に住み、魂に光が立ち昇った時の姿を見ることができたら!無意味で無駄な賛辞の代わり
に、重い懺悔をする彼らを慰める祈りを送るのだ。 

46 私は、人々 の間に平和の王国を築くために来たのです。これは、ある人々 から微笑みを引き出すだけですが、私は
、愛と正義の力-あなたがたがほとんど使っていないので知らない力-を証明するまで続けます。 

47 私がこの王国を築くのは、瓦礫や死体の上ではなく、経験によって実り、痛みによって肥沃になった畑の上である
。その上に私の種が花開き、そこで私の正義が輝くのを見ることができる。 

48 この時代の人々 は、後に続く人々 に良い遺産を残すために、地上の肉体を新しくし、浄化することが仕事である。 

49 自分の運命を理解せよ。このみことばを理解することで、自分の任務を知ることができる。私は、あなた方が自分
自身のこと以上に、また私があなた方に託したことよりも少ないことを、自分自身の手で行うことを望んでいないのです。 

50 あなた方の中には、心の中で 

"師よ、なぜ人類の平和のために、あなたの言葉の中で私たちを責めることがあるのですか 

"と言う人がいます。しかし、今、人類を救うのはあなた方ではない、超人的な仕事だと言っているのです。しかし、それ
にもかかわらず、あなた方は新しい生き方の始まりであり、霊的に同調した人類の始まりであり、この始まりは、あらゆる
手段を使って、民族と国家の救済と解放に貢献するものである。 

51 あなた方が私の顕現の周りに形成する信仰の共同体は、父なる神がその愛において地上の他の共同体の上に置く共
同体ではないことを、私は今一度あなた方に告げなければなりません。主は、新しい神の啓示が降りてきたときに、常にこ
の世にいる魂から形成されたからこそ、その視線を向けておられるのである。彼らはその民イスラエルの霊的な子供であり
、預言者、使者、先見者、家父長たちの民である。 

52 この時、彼ら以上に私を迎え入れ、私の啓示の新しい形を理解し、私の約束の成就を目撃することができるのは誰
でしょう。 

53 私でなければ明かせないことなので、お伝えします。なぜなら、小羊だけが七つの封印の書を開くことができると
書かれているからです。このことは、あなた方が世界の人々 に対して、わが法を映す鏡のような存在となるべき責任を、あ
らためて理解するために知らせているのである。 

54 ここにいる人々 にとって、神はただ一人しか存在せず、キリストは父が人類に語りかけた「言葉」であることを知
っているのだ。モーゼもアブラハムも、ソロモンもエリヤも、預言者の誰一人として、彼らには神と見なされていなかった
。一方、他の国々 では、どれだけの主の使者が神格化され、その結果、真の神を忘れ、認識しなかったことでしょう。 

55 私の「民イスラエル」、「主の民」について語るとき、私は霊的使命を地上にもたらした人々 、すなわち、私の律
法を知らせた人々 、私を告げた人々 、私に忠実だった人々 、生ける神の存在を告げ知らせた人々 、愛の種を伝播した人々 、
御子の中に父の存在と言葉を認識することができる人々 を意味します。神の民を構成する者たち、これがイスラエルであり
、強い者、忠実な者、賢い者たちのイスラエルなのです。これは、法と真理に忠実な私の軍団である。 

56 私の預言者を迫害した者、私の使者の心を引き裂いた者、真の神に背を向けて偶像にひれ伏した者、私を否定し、
あざ笑い、私の血と命を要求した者は、たとえ人種的にイスラエル人と称しても、選ばれた民には属さず、預言者の民、覚
者のバンド、信仰深い兵士には属さないのである。イスラエル」というのは、民族を強調するために不法に使われた霊的な
名前だからだ。 
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57 また、私の民に属したいという願望を持つ者は、その愛と慈悲と熱意と遵法精神によって、それを達成できること
を知るべきである。 

58 私の民族は、世界の特定の国や都市を所有しているわけではなく、私の民族は人種ではなく、すべての人種、すべ
ての人々 の中に代表されています。私の言葉を聞き、新しい啓示を受けるこの群衆は、私の民の一部に過ぎない。ある部分
は地上に散らばり、またある部分、つまり最も大きな部分は霊界に住んでいるのです。 

59 これらは、私を知り、私を愛し、私に従い、私に従う私の民である。 

60 14万4千人の選ばれた者が指導者として民衆の前に出る。ある者は肉において、ある者は霊において。その後に続
くのは、「イスラエルの民の子」を名乗るために光を得ようとする、霊的存在と人間の大軍団である。 

61 この民族の子供たちは、常に自然の力に対して力を持っていることを証明していた。彼らの歩みは、当時の人々 を
驚かせるような大きな奇跡の跡を残しました。イスラエルはこの力を世界に示し続けなければならない。なぜなら、それは
精神が物質よりも優れていることを証明するものだからだ。 

62 もし、あなたがたの仲間がその秘術の力をあなたがたに示したとしても、恐れず、驚かず、私はあなたがたにもっ
と大きな不思議を教えている。また、誰かを悪く言うべきではありません。それぞれの民族が、自分の能力と信仰に従って
、精神生活に関する真理を求めてきたのですから。 

63 私は、あなたがすべてを学び、何も驚かないように、すべてについてあなたに話します。私は、あなた方がオカル
トと呼ぶ知識の分野や、秘密主義や、馬鹿で無駄な思索に陥らないように、私の指導を詳しく説明する。 

64 スピリチュアライゼーションとは、明晰さであり、シンプルさであり、愛への転換であり、魂の完成に至る闘いな
のです。 

65 この民族が勃興して人類の間に広まり、言葉と行動で教えるとき、教会、宗派、学問が戦うことになるのです。あ
る人はある部分を攻撃し、ある人はあるアイデアと戦う。そのとき、神の民はすでに強くなり、信仰と知識はその心に熟し
た実を結ぶであろう。 

66 この民の子らのうち、この種を地の果てまで運ぶ者はだれか。あなたは知らないが、私はあなたに多くのことを明
らかにし、あなたはこの時代の種まきの始まりである。 

67 弟子のヨハネは、あなたがたのためにいろいろなことを話してくれました。彼のインスピレーションは、あなたの
道を照らす光であり、あなたの疑問に対する答えであり、あなたの研究対象です。その啓示の中で、彼はこの時代の霊的な
戦いを見た。その徒党を組む戦争は、霊的空間と（霊的に）この世界で戦われている大きな戦いのかすかな反映に過ぎない
のだ。 

68 盲目の人間は、この啓示を受けて、世界に支配する戦いと混沌の原因を知る必要があるのです。また、戦いの中で
自分を守る武器を持つために、精神化が必要である。 

69 私の言葉を信じ、覚悟を決める者は幸いである。しかし、私の戒めを無関心に聞く者は災いだ。完全に無力なまま
、つむじ風に巻き込まれることになるのだ。 

70 私の言葉が実現しないくらいなら、天地はすぐに滅びてしまうだろう。ほら、何世紀も前にこの時が告げられ、私
が予言したからこそ実現したのです。 

71 祈りなさい、大勢の人たちよ、祈りは後に種をまく者として出発する人たちの道を切り開くのです。あなたが私と
対話する瞬間、私の光は無限から恵みの露として、あなたが祈る人の上に降り注ぐことを知りなさい。 

72 あなた方ひとりひとりが、神の民であるイスラエルの子としてふさわしい存在となるように、自分の使命を理解し
なさい。 

73 私は、第二の時代に私に従った使徒たちが、その模範として、柔和、従順、謙遜の道を示したことに倣うよう、あ
なた方を準備しているのです。あなた方はこのグッド・ニュースの担い手であり、あらゆる場面で、自分の行いで自分の道
に良い模範を残しているかどうかを教えてくれる良心の声を聞くことになる。私の神の種が降り注ぐ広大な種畑をお見せし
たのです。すでに、私の思いやりのある愛が、すべてを準備し、整えてくれています。 

74 すべての霊とすべての肉に、わたしの霊の光を注いだ。そうすれば、あなたがたはみな、わたしを感じ、わたしを
見ることができ、全世界がわたしの真理をあかしすることができる。 

75 人間は目覚め、自らを鍛え、精神を発達させたが、その完成に不可欠な霊の賜物を眠らせたままにしているのであ
る。 

76 人間が起こした戦争は、良心の光に照らされて浄化することを望まなかった彼の悪い科学の成果であり、人間は道
を踏み外してしまった。人間の心が神の光に照らされた感覚と一体となって発展すれば、もし彼らが隣人への愛に感化され
ていれば、科学の助けを借りて発見し、奇跡を起こす人間を見ることができるだろう。 

77 真理とは何か、善と悪、光と闇を区別することができなくなった概念の混乱の中で、私の声だけがあなたを導くこ
とができるのです。 
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78 私の話を聞くあなたがたに告げます。この時代におけるあなたがたの相続は、かつての時代と同じであり、私のメ
ッセージの光を諸国民にもたらすことです。 

79 私の言葉があなたを鍛えただけでなく、あなたが常に直面している試練は、私の神聖なレッスンの一部であったの
です。ある時は試練を理解し、利用することができたが、ある時はマスターの声に耳を貸さず、無感覚のままであったこと
もあっただろう。 

80 心の故郷へ旅立つ人、地上で奪われるもの、病気で寝たきりになり痛みで浄化されるもの、これらはすべて、互い
に愛し合うという宿命を果たすために、人生に賢明に入り込む試練なのです。 

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 160 
1 命の実、霊のための甘く健全な実こそ、私がわが御言葉の中であなたがたに与えるものである。主の食卓を囲んで

いることを感じながら、食べてください。第三の時代の予言者たちよ。その時、印をつけられた者だけが見ることのできる
ものを見ることができるように、心の準備をしなさい。ここでこの大勢を形成している人々 の多くは、心とマインドに「わ
がプレゼンス」を感じてはいないが、あなた方は自分のビジョンを、内容的にも形式的にも、光と真実に満ちた証人として
証言することができるのだ。あなたがたにまことに申しあげますが、あなたがたの一人が内心で準備するたびに、霊は霊的
生命の光に入り、そこで飽和し、鼓舞されて、その証を待っている人たちにそのビジョンを説明することができるようにな
るのです。 

2 この人々 が自らを霊化し、わがプレゼンスを感じることを学ぶとき、わが顕現が真実であることの証明を与える先
見者をもはや必要としなくなるのだ。その時、私はあなたがたに、「見ずに信じた人たちは幸いである」と言うことができ
るでしょう。 

3 予知能力者の責任は重大であり、その言葉によって、根拠を求める多くの弱い心の信仰が左右されることが多いか
らである。 

4 霊の中に見たものが良い準備の成果であるかどうか、見たものを兄弟姉妹に証するべきか、それとも黙っておくべ
きか、それを認識するために、聞き手は優れた直観力を身につけなければなりません。しかし、この贈り物を受け取った人
の中で、この贈り物が必要とする愛と熱意と霊性をもって推進することができた人は、どれほど少ないことでしょう。 

5 霊視の能力は最も難しいものの一つです。ですから私は、霊視の視線は霊化しなければ決して霊的な領域に入り込
むことはできないとお話ししているのです。 

6 霊性とは、感情の高揚、生活の清らかさ、信仰、慈愛、慈悲、神の前での謙虚さ、受けた賜物への深い敬意を意味
します。これらの美徳のいずれかを達成することができれば、あなたは愛と完全性の家にあなたの精神的な視線で浸透し始
める。同じように、霊性を獲得すれば、たとえそれが祈りの瞬間だけであっても、すでに地上では霊的な家に住んでいると
言えるのです。同時に、未来にある出来事を明らかにする光も受け取ることができます。高揚した精神にとって、これから
起こることはもはや謎ではありませんから。 

7 そうだ、弟子たちよ、人間の一生だけは、将来何が起こるか、明日何が来るかわからないのだ。彼は自分の運命を
知らず、自分の進むべき道も、自分の行く末も知らない。 

8 人間は、自分が生きている間に通らなければならないすべての試練を知ることに耐えられないのだ。それゆえ、わ
が慈悲深い愛のゆえに、私は彼の現在と未来の間に神秘のベールを置き、それによって彼の知性が、彼がまだ経験し苦しま
なければならないすべてのことを思索し、知る上で迷うことを防いだのだ。 

9 一方、霊は、力を与えられ、永遠のために創造された存在であり、自らの未来を知る能力、自らの運命を認識する
才能、そして、自分を待ち受けるすべての試練を理解し受け入れる強さを持っています。なぜなら、その道の終わりには、
律法に従って旅したとき、高揚、純潔、完全の状態である約束の地、霊の楽園に最終到達すると知っているからです。 

10 そのために私はあの時、人間になったのですから。私の作品のひとつひとつが、人類への永遠の教えとなったので
す。しかし、私の作品が人類への訓戒であるならば、あなた方もまた、それを自分自身の模範としなければならない。そう
すれば、あなた方はより高度に自己を開発し、霊と人間の能力の賜物を展開し、私が私の人生と作品と言葉によってあなた
方に与えた模範にますます近づくことができるのだ。 

11 人間として、私は常にこの世界での私の運命が何であるかを知っていたこと、私は未来を知っており、子供の頃か
らそれを目撃していたことを忘れないでください。私はイエスを通して、私の地上での滞在の最後の日に起こるすべてのこ
と、私の受難と犠牲の死がどのようなものであるかについて弟子たちに話した。私は人類にその霊的な未来を明らかにし、
その闘争と試練を予言し、その時からあなた方が「再臨」と呼ぶ私の新しい啓示の時まで、国々 で何が起こるかを前もって
宣言したのです。 

12 イエスの肉体が霊化されたことによって、彼は私の霊が明らかにした自分の運命を知ることができ、まさにこの霊
化が、絶対的な愛と謙遜をもって父の意志を受け入れる力を与えたのです。 

13 あなたは師匠の霊格に達して、自分の運命や未来を知ることはできません。しかし、あなたの内なる高みを通して
、何らかの出来事が近いことを感じさせてあげましょう。 

14 この予感、未来の霊的ビジョン、自分の運命についての知識は、肉体と精神からなる自分の存在が、霊化の道にお
いて次第に高く発展する程度にしか達成できません。繰り返しますが、信仰、誠実さ、生命への愛、隣人を助ける愛と覚悟
、謙虚さ、主に対する愛です。 

15 あなた方の存在を浄化するために、私はあなた方に私の考えを伝える。それは、みことばとなったあなた方が、私
の声の担い手の知性を通して受け取り、あなた方に光への道を示すものである。私はこの真理を信じる者を祝福し、疑う者
をも祝福する。 
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16 この宣言を通じた私の教えは、人々 の間に精神化の道を残し、私の弟子たちに、私が約束を果たすために新たな方
法で彼らとともにいたことを思い起こさせることでしょう。 

17 これは、ヒバリが人類に「第三の時」の到来を告げるために鳴き声をあげて迎えた新しい日である。 

18 私の新しい啓示は、精神の上昇志向と肉体の殻の実体化との間の闘争の時、真実と嘘との間の戦争、善と悪、光と
影との間の戦いの時と一致するように発表されたのである。 

19 自らを権力者と呼ぶ仲間たちのことを考えよう。彼らは殺戮に勝利し、廃墟、廃墟、死体の上に新しい帝国を築き
たいのだ。 

20 今こそ、あなたが愛で耕した畑に、光と平和の種を蒔くときだと、私は言います。 

21 私は人の心を求めて、その苦難から救い、その混乱から救い出す。私は、やがて生者を支配するために、永遠の命
を与えることによって征服するのだ。 

22 私の霊団は地上の兄弟姉妹の救済のために戦いの真っ只中にいます。本当にあなたに言いますが、彼らは負けて帰
ることはなく、逆に到着したときには勝利の歌を歌うでしょう。 

23 私の言葉が新しい人間となってあなた方の間に宿る必要はなく、思考の力によってあなた方を贖うために来たのだ
。私の霊が思考を通してあなたに知らせることのどこがおかしいのでしょうか。迷子の羊を探す羊飼いの姿は、どこがおか
しいのでしょうか。 

24 本当に、あなたが存在する前から、私はあなたを愛していたし、あなたの運命を知っていたので、すでにあなたの
救いを考えていたのです。それゆえ、人間として人間とともに生きることがわたしの意志であった。わたしの愛によって、
いつかあなたがたを永遠に、わたしの父の家に住まわせるための光への道を示したいと思ったからである。 

25 私は、イエス様を通して、私の神通力をこの地上に現したのです。ラザロを蘇らせ、マグダラを改心させ、肉体的
にも精神的にも盲人に視力を回復させ、心に信仰と希望を植え付け、停滞に陥っていた魂に新しい道を開いた。そして最後
に、私が愛する者に完全に身を捧げるため、愛ゆえにあなた方の間にいたことの証として、私の血で地に水を注ぎ、私の体
をあなた方に授けた。 

26 今日も、あの時と同じように、私は霊によって人類に我が身を捧げ、あなたがたを有用にして救う。私があなたが
たに蒔かせた種は、もはや霊的に不毛で、生命に寄生することのない有用の種であるからだ。 

27 それでも会社に行くのをためらいますか？そうです、私の子供たち、でもあなた方にとっては何年も何世紀もある
ものでも、私にとってはほんの一瞬です。私は、愛という果実が心とハートと魂に熟すよう、時間を大切にします。 

28 今こそ、神の光が私の信奉者の中に完全に輝き、聖霊の賜物を明らかにし、善行と奇跡を行うのに地上の財や世俗
の科学を必要としないことを証明する時である。彼らは私の名によって癒し、絶望的な病人を回復させ、水をバームに変え
、死者をベッドからよみがえらせるだろう。あなたの祈りは、嵐を鎮め、自然の力を和らげ、疫病や邪悪な影響と戦う力を
持つでしょう。 

29 私の新しい弟子たちの言葉、祈り、権威によって、取りつかれた人たちは執着、迫害者、抑圧者から解放されるで
しょう。 

30 しかし、まことにあなたがたに告げます。わたしの民が用意するのを見たら、彼らが闇に対して光と戦うために出
発する時刻を知らせます。そして、もしあなたが拒絶に会ったとしても、人間が私の種を拒絶するのは初めてではないこと
を、平静さをもって思い出してください。太古の昔から、人間は「木」から枝を切り離し、自分の好きなように移植してき
たため、後になってその由来がわからなくなってしまったのだ。しかし、あなた方に知ってもらいたいのは、本質的に私が
その木であるということです。私の仕事において、人間はいかなる影響も受けることはなく、そこから恩恵を受けるだけで
あり、その種を広めることなのです。 

31 善と悪の戦いは、あなたの世界だけでなく、霊的な世界でも起こり、その影響はあなたに届き、戦争に反映されま
す。今まであなた方を守ってきた霊界を、知識の光の少ない存在に置き換えてはいけません。足元に気を配り、あなたの住
むこの世界に平和を呼び起こしましょう。 

32 祈り、そして働く。あらゆる試練に勝てるように、自らを霊化せよ。主の呼びかけに応じて旅立ったイスラエルと
いう民が、あなたがたに与えた教えの模範を思い起こしなさい。彼らは、大きな教訓を得るために荒野に導かれたのである
。そこで彼らは律法を学び、父とのコミュニケーションを学び、霊的な賜物を目覚めさせたのです。神の戒めに従うこと、
法に沿うこと、調和と兄弟愛に満ちた生活を共にすることを学んだのです。 

33 その従順さが、危険な状況や待ち伏せから救ってくれたのです。その団結力が敵に強さを発揮したのです。その秩
序が、砂漠の横断を耐え忍ばせ、しばしば喜びをもたらした。その忍耐と信仰が勝利をもたらし、神の約束の成就を体験さ
せたのである。この時代の人々 は、あの民族の歴史を思い浮かべるとき、あの民族のあまりに大きな信仰に驚嘆し、主がそ
の道中でなさった数々 の奇跡に驚くのです。- 

その信仰と霊性を見て、皆さんの胸からため息が漏れるのを聞くと、「その奇跡が戻るかどうかは、すべて人間次第なのだ
」と言います。私は、彼らが準備するのを見るたびに、彼らに自分自身を明らかにする。 



U 160 

92 

34 今、世界の解放を宣言するのは、すでに装備され目覚めたすべての人々 の仕事である。この時代の約束の者である
エリヤは、かつてモーセがエジプトでイスラエルの部族とともに行ったように、物質主義の奴隷となっている地上の国々 を
パロの権力から救い出すために、現在すべてを準備していることを忘れないでください。 

35 エリヤはすでに人間の心を通して自らを知らしめ、その存在は霊の中にあり、これからもすべての民族が前進でき
るように道を照らすと、仲間に伝えてください。 

36 あなたの羊飼いは、すべての生き物を、それが精神的、道徳的、物質的な領域に属しているかどうかにかかわらず
、本来の道に戻すという任務を負っています。それゆえ、エリヤを通して主の呼びかけを受けた国々 は祝福され、正義と愛
の法則によって結束を保ち、その理解と兄弟愛の実りとして平和をもたらすと、私はあなたがたに告げます。こうして団結
した彼らは、腐敗、物質主義、虚偽と戦う戦場に導かれるのです。この闘いの中で、この時代の人々 は新しい奇跡を体験し
、人生の精神的な意味、つまり不死と平和を語るものを理解するのです。彼らは、自分たちの無知、利己主義、そして、自
分たちの転落や苦難の原因である悪質な情熱（物質的にも精神的にも）を破壊すればよいことに気づくので、殺し合うこと
はなくなるのです。 

37 偶像崇拝や宗教的狂信は、精神を支配する法則の無知からでなければ、どこから来るのだろうか。国家間に混乱を
もたらし、人間を破滅させる戦争の原因が、過度の欲望や抑制されない憎悪でないとしたら、一体何なのだろう。 

38 最後の戦いは、人が自分の兄弟と戦うのではなく、善が悪と戦うのだと理解することだ。私の剣を人の右手に置き
、人が己に打ち勝ち、約束の地の門に到達できるようにするのだ。この新しい約束の地は、あなたがたの霊の深い平安の中
で発見されるからです。それまで不安で敵対的で惨めだった世界が、贅沢なほど豊かで愛に満ちた土地に変わるのを体験す
ることができます。あなたは、霊性、正義、愛がある存在を手に入れることができます。それが、真の知に養われた結果、
人間に進歩をもたらすのです。人間の生活はもっと高揚し、未来の成熟した人々 の間に私の霊が現れると、あらゆる分野で
啓示の時が訪れ、先代が預言的に告げたしるしや不思議なことが成就するのを見ることになるのである。 

39 そして、世界が新たな解放を達成し、エリヤの光に導かれたこの正しく善良な生活に入るとき、あなた方はこの地
上で、この世を越えて待っている霊的生活の反映を手にし、その後、父なる神の平和と光を永遠に享受することになるので
す。- 

しかし、もしあなたが、すべての国々 がイスラエルの国を形成した部族のように、どのようにして一つの民族になるのだろ
うと考えているなら、私はあなたに言います。「心配しないでください。 

40 愛する人々 よ、私の前で喜び、心の中で祝宴を開き、喜びの声をあげよ、ついに主の日が来るのを見たのだ。あな
た方はこの日が来るのを恐れていました。あなた方はまだ古代人のように考えていて、あなたの父の心は復讐心に満ちてい
て、自分が受けた侮辱のために恨みを抱いており、それゆえ、自分を何度も侮辱した者たちに復讐するために鎌と鞭と苦し
みの杯を用意しているのだと考えていたからです。しかし、神の霊には怒りも怒りも憎しみもあり得ず、世界はかつてない
ほど嘆き悲しみますが、その理由は、父がこの果実を食べさせ、この杯を飲ませたからではなく、人類がその業のために少
しずつ刈り取っている収穫だからだと知ったとき、あなた方は大いに驚かれたことでしょう。 

41 この間、災厄をもたらす出来事はすべて事前に告知されていたのは事実です。だがかれらがあなたがたに告げられ
たからと言って，主が懲罰としてかれらを遣わされたと考えてはならない。それどころか、私はいつでもあなたがたに悪や
誘惑を警告し、あなたがたの転落を回復させる手助けをしてきたのです。さらに、私は、あなた方が自らを救うために必要
なすべての手段を提供した。しかし、あなた方はいつも私の呼びかけに耳を貸さず、忠実でなかったことも自覚しなければ
なりません。 

42 今日もあなたがたに言う。私の作品を箱舟のように使って、そこに入れば、迫り来る嵐から逃れることができる。
しかし、多くの人が私の警告を信じようとせず、心の準備をしないことを経験することでしょう。しかし、試練が来て、彼
らを鞭打つと、まず、私が彼らに復讐し、懲らしめたと言うのです。 

43 民よ、わが言葉を聞き、その善を謳歌せよ。心を開けば、父の訪問を感じることができる。私の前で霊的に告白す
れば、二度と失いたくない平和を感じることができるでしょう。 

44 あなたは暴力に満ちていて、私の来訪は無限の喜びではなく、恐怖を引き起こしたのですから、どうして私に期待
できたのでしょう。もう一度言っておくが、あなた方は私から何も恐れることはないが、あなた方自身によって、さまざま
な災いが降りかかる可能性がある。汝、汝が犯した罪のために受けるかもしれない贖罪を恐れよ。 

45 私は確かに執拗に警戒していますが、公正で誠実で廉潔なのです。あなたは私から純粋に生まれてきたのだから、
同じ状態で戻ってくるのが当然だと思う。汚れは私に届かないと教えたはずだ。まず自浄作用が必要であり、それが今世界
で起こっていることなのです。 

46 イエスにおいて、世界はその神が人となられたのを見たのです。人々 は彼から愛のレッスン、無限の知恵の教え、
完璧な正義の証明だけを受け取りましたが、暴力の言葉、恨みの行為やサインは一度もありませんでした。それどころか、
どれほど侮辱され、嘲笑されたことか。彼は全世界が持っていないような権威とすべての力を手にしていましたが、全世界
がその真の姿、正義と慈悲において彼らの父を知ることが必要だったのです。 
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47 イエスの中に、世界は、見返りを求めることなく、自分の子供たちのためにすべてを与える父、すなわち、復讐す
ることなく、最も深刻な侮辱を無限の愛で許す父、そして、自分を侮辱する子供たちの命を奪う代わりに、彼らを許し、そ
の血をもって彼らの霊的救済の道を示す父を見たのである。 

48 今この時、私が霊において人々 に自らを明らかにするとき、彼らが地上生活の間に私について自ら作り上げた愛と
正義の父についての観念を、彼らの心から消し去ることがどうして可能なのでしょう。 

49 覚悟を決めてください。私は皆に正義をもたらします。覚悟を決めろ。わたしが身を置く威厳は、あなたがたの心
に恐れを抱かせず、喜びと歓びの原因となるであろう。 

50 近づいてくる戦いの中で、あなたが私の側にいることができるように、見守り、祈りましょう。 

51 私の光が、あなたの世界の霧をどう破るのか見てください。確かに私は人と戦いますが、それは彼らの心に住むす
べての悪を根絶するためだけです。私は忠実に従う者に、私の愛の光と力を注ぎます。そして彼らは言います。"私たちを
待ち伏せしている竜、私たちを罪に陥れ、主を怒らせる獣を探そう 

"と。海にも、砂漠にも、山にも、森にも、目に見えないところにも求めて、見つからない。それは、人間の心の中に住ん
でいるからだ。ただこれによって生み出され、そこで成長し、地球を支配するまでになったのです。 

52 私の光の剣の閃光がすべての人間の心を揺さぶるとき、悪から発せられる暴力はますます弱くなり、消えていくだ
ろう。その時、あなたは言うでしょう。"主よ、あなたの慈悲の神通力で、見えないところから待ち伏せしていると思って
いた竜を、自分の心の中に抱えているとは考えずに打ち破りました。" と。 

53 知恵がすべての人の中に輝くとき、誰が再び善を悪に変える勇気を持つだろうか。では、誰が朽ちるもののために
永遠をあきらめるのでしょうか。本当にあなたがたに言う。誰も、あなた方全員が神の知恵で強くなるのだから。 

54 罪とは、無知と弱さの結果でしかない。 

55 ですから、あなた方が真の光の子になるために、私の神学に参加してください。 

56 人類の前に新しい時代が開かれたのです。世界がその光に気づかずに眠っている間、霊界では歓喜と祝祭が繰り広
げられているのです。すべての霊とすべての肉の上に、私の霊はこの時代に注がれた。 

57 散り散りになったアブラハムの新しい種は、私の新しい霊的指導を与えるために、再び集められなければなりませ
ん。戦争、破壊、混乱、死は、人類に私の正義が降りてきて、私の法の道へと呼びかけることを理解させるのに十分ではあ
りませんでした。私が送った使者たちは眠っており、世間では快適さと幸福と地上の財貨だけを求め、霊的な永遠の理想を
隠している。良心の声は彼らに語りかけたが、その叫びは心と人の心の唯物論に消えてしまった。私は、すべての痛み、恨
み、憎しみ、無慈悲をあふれさせましたが、同時に、私の愛と正義の法則を人々 に思い出させ、私の到来がこのような時の
ために予告されていたことを理解させたのです。 

58 地球の片隅で、私が選んだのは、私の顕現のためだったのです。この時、私の宣言の仲介役として、素朴な男女が
選ばれ、この三度目の時に私の神言を最初に聞く幸運に恵まれました。この言葉の霊的な意味と、私が子供たちの間で行っ
た奇跡のおかげで、最初の集団は群衆に変わり、後には大きな共同体になったのです。 

59 私の言葉は、これらの心を物質のもつれから、利己主義や偽善から、また悪徳や無知から解放するために奮闘して
きたのです。これは、私が彼らの肩に載せた唯一の十字架であり、これは最初のステップに過ぎないのです。私はこの人々
に、彼らがそのまなざしで、そのことばで、その思いで、驚くべき業を行う日が来ると告げた。これらのイベントはいつ発
生するのでしょうか？- 精神論が君臨しているとき。 

60 多くの人々 の思いを一つにすることで、悪い影響を打ち消し、偶像を台座から押し出すことができるのです。 

61 今日もあなた方は、戦争の影響や自然の猛威を前にして震え、人間の裁きを恐れている。その理由は、自分の霊的
才能が十分に発達していないため、自分が小さく、能力がないと感じているからです。 

62 この戦いで勇敢な兵士となり、最後に勝利を収めることができるのだ。互いに争っている勢力は何だと思いますか
？あなたは人間の推測で私に答えるが、私はあなたに言う、決戦で対決するのは善と悪の力であると。どちらの勢力が勝つ
と思いますか？"間違いなく善の力です、マスター 

"と言うんですね。そして実際、あなた方が互いに愛し合うなら、善はあなた方の中で悪に打ち勝つでしょう。 

63 私はかつて、愛と真実が勝利するために、世の中の誘惑と死に打ち勝つ方法を示したことがあります。今、私はあ
なた方が私に従い、あなた方の心から情熱を追い出し、そこに神の霊の平和が入り、あなた方の中に私の聖域を持つよう私
を招き入れることを望む。しかし、悪を征服したとき、あなたは驚くでしょう。なぜなら、自分の情熱、傾向、弱さ、罪を
通して誘惑を作り出し、それを征服したとき、自分の中のその支配的な影響力を殺したのだと理解できるからです。 

64 平和を得るために功徳を積むのだ、しかし、その平和を得るために苦労することなく私に求めてはならない。時間
は進み、あなたの精神は成長し、今、憧れや必要なものをすべて手に入れなければなりません。彼の子供時代、つまり父親
が幼い子供にすべてを与えなければならなかった時代は終わったのだ。 

65 私は、人類が抱える問題は暴力では解決されないこと、そして、破壊的で殺人的な兵器を使用する限り、これらの
兵器がいかに恐ろしく、手ごわいものに見えようとも、人間同士の平和を作り出すことはできないことを証明するつもりで
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す。それどころか、より大きな憎悪と復讐心を呼び起こすだけである。良心と理性と慈愛の感情だけが、平和な時代の基礎
となることができるのです。しかし、この光が人々 の中で輝くためには、まず苦しみの聖杯を最後の一滴まで空けなければ
なりません。 

66 弟子たちよ、戦争のうわさを聞いても、飢饉や悲惨なことが起きても、奇妙な災いが現れても、気を落とさないよ
うにしなさい。 

67 あなた方の心の底には、これらの訪問が来たとき、人類は苦しみのカップのかすを飲むという確信があるはずだ。
その時、無為無策でいるのではなく、混乱した人の心に光を与え、病める人に癒しを与える仕事に専念することだ。 

68 人間的な情念が蘇り、混乱した精神が悪事を働く、あの悪の力の影響が、私があなた方の理解に与えた光を曇らせ
ないように、人々 よ、見守り、祈りなさい。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 161 
1 私は、人の心とは切っても切れない友人です。私は、どんな時も、どんな道でも、あなたに同行してきました。あ

なたが私をカウンセラーとして求めたとき、あなたは癒しと愛に満ちたアドバイスを受けたことでしょう。あなたが私に救
いを求めたとき、あなたは私にあなたの精神を強くする医者を見いだしたのです。幸せな日々 、私はあなたの喜びを分かち
合い、あなたが人生の旅路で出会う健全な喜びに無邪気に微笑んできました。悪徳に溺れている時は、魂を傷つけ、肉体を
退化させていることを知り、恭しく私を呼びなさい。複雑で人工的な生活の影や物質主義の中に、私を求めてはならない。
光の中で私を求め、自分の能力を自分のため、仲間のために使いなさい。私は、あなたを、最初にあなたのものであった完
全な状態に戻すために変身させているのです。私が何度も繰り返してきたこの教えを、あなたがたの精神に刻み込んでほし
い。やがて、わが言葉は声の主を通しては聞こえなくなるからだ。私の教えを受けた人たちが、その後に私から離れていく
ようなことがあってはならない。霊と霊との対話に備え、直感で私の指示や予言を受け取ることを学んでください。良心の
呵責の中で、あなたを導く私の声を聞いてください。 

2 精神は、その意志の自由によって、自分の道を選ぶ主人であり、精神がその理性と意志の力を発揮し、私に対する
愛と認識を証明することは、私の意志でありました。律法は精神に刷り込まれるが、肉は弱い。私は、精神と物質が、知恵
と完全性を含む偉大な運命を果たすことができる一つの実体を形成するように準備した。 

3 太古の昔から、魂の願望には2つの道があり、同じように2つの代表者がいた。アベルは従順の最初の例であり、
カインは邪悪と世の誘惑で心を養う最初の例である。 

4 私の光はすべての被造物を照らし、救われたいと願う者はみな律法に従い、不義に打ち勝つ。父であるわたしは、
誘惑に陥って道を踏み外した者のために苦しむが、あなたがたは皆、わたしのもとに来る。精神の目覚めの時が来た。私は
人類を呼んだのだ。太古の昔から約束されていた祝福の都に到達してほしい。 

5 私はあなたに私の道を示し、愛からそれに従うよう誘います。私はあなた方を強制しません、あなた方は私の奴隷
ではありません。皆さんは、私の光を自分の中に持っていて、自分の好きな道を選ぶことができます。私は、あなた方がこ
の世で疲弊し、天の御国に向かって一歩一歩進むための準備をしていることを見てきました。あなたがいるライフステージ
の人々 のために祈り、あなたの思いで光線を送りましょう。あなたが私の名によってすることは、すべて私が祝福する。 

6 肉の秘密を人間に明かしたのは誰なのか？肉そのものです。科学の秘密を解き明かしたのは誰？心です。しかし、
私はあなたに言います、神の存在は霊によってのみ彼に明かされるのです。 

7 楽園の美しいたとえ話、善悪を知る木の話は、インスピレーションによって最初の人に与えられたものです。それ
は、古今東西の人々 に向けた深いメッセージであった。しかし、その教えの真意は、ある者には理解されず、ある者には改
竄された。 

8 そのため、神の啓示を研究する者と自然を探求する者とに分かれて論争が起こった。こうして、霊で私を求める者
と、物質的にすべてを期待する者との間で戦いが始まった。 

9 科学は神の目から見て非難されるべきものであるとした人々 は、なんと愚かなことだろう。私は、すべての科学の
始まりであり終わりであるから、それに反対することを宣言したことはない。しかし、その科学から法則を作ったのは、唯
物論者であった。自分たちの科学に敬意を表するために、神の知恵ですべてを創造した神を忘れてしまったのだ。 

10 私が最初の人にしたあのたとえ話の本当の意味は何だったのでしょうか。その意味は、最初に良心を通して人間に
感じさせ、人生に待ち受けている試練を警告する神の声によって説明された。誘惑に陥らないように、よく見張り、祈りな
さい。気をつけようあなたの感覚と能力を目覚めさせ、私があなたがたに課した試練に合格するように。精神と肉との戦い
において、永遠の価値が朽ち果てた肉体の惨めさに勝利するのだ。周りのものをよく見て、つまずかないように慎重に歩こ
う。あなたが持っている、そして、あなたが創造のすべての不思議と栄光を知覚するための身体は、弱い生き物であり、あ
なたは精神を通して導かなければならないのです。地上の欲望や性向を押し付けることを許してはならない。私の掟を守る
ために必要なものだけを利用するように教えてください。 

11 それぞれのステップでアドバイスをくれるのは誰ですか？良心、それは私があなたの中に残した神聖な光であり、
あなたの人生の旅路の灯火となり、ガイドとなるものです。そして、どうすればこの声や呼びかけに耳を傾けることができ
るようになるのでしょうか。祈りによって、それはあなたの父とつながる方法です。もし、あなたがこのように自らを準備
するならば、あなたの地上での存在は永遠のエデンとなることでしょう 

12 しかし、私が人間に与えたインスピレーションは聞き入れられず、その結果、彼の人生には苦痛が現れたのです。 

13 現代人の多くは、そういった霊感を受けた人をバカにしています。しかし、光の時代である今、人類は過去の時代
に明らかにされた教えを理解することになるでしょう。しかし、ここまで来るには、自分が育てた科学の木の実の収穫をた
くさん味わう必要がある。 
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14 もし、人が善悪の知識を得た最初の時から、真の愛を持って科学の木を手入れしていたならば、彼らが刈り取る果
実は全く違ったものになっていただろうと、私は断言します。これらの果実を崇高な意図をもって利用したすべての人々 に
よって、人類にどれほどの利益がもたらされたかをご覧ください。 

15 人が自らの過ちを確信するまでにどれだけの時間が必要だったか、そして、自らが蒔いた悪を償うために、まだど
れだけの時間が必要だろうか。しかし、私は彼らが必要とするすべてのものを支援し、彼らの精神が元の純粋さを取り戻す
ようにします。 

16 最後の世代がこの世を聖域として生き、生活の霊化によって真の楽園を実現したとき、私はあなたの霊を迎え入れ
るでしょう。 

17 これは他の時代の人々 のことですが、この教えをよく考えて、このレッスンで述べたような時が来るまで、あなた
の後に来る人々 や、その子孫のために道を開くとよいでしょう。 

18 私の霊はその光を送り、あなたの霊が私のもとに来るべき道を照らし、そこにイエスの痕跡が刻まれる。私の道を
進む者は、失われた遺産を取り戻したように感じ、道から外れた者は、相続権を失ったように感じる。 

19 しかし、それにもかかわらず、人々 が私の正義を恐れて私の律法に服従することが私の望みではなく、人々 が私の
神聖な愛に服従することが私の望みなのである。 

20 あなたは私の無限の慈悲の創造物であり、私はあなたを完全なものへと導く。何世紀、何十年とあなたの精神の上
を通り過ぎ、私のノミはそれを滑らかにすることを止めない。どんな神の仕事も、完成せずに残ることはない。 

21 

人間は、その意志の自由を駆使して、自分がどこから来たのかを忘れるまで発展の道を曲げてしまった。そして、美徳、愛
、善、平和、兄弟愛が自分の存在の本質とは異質のものと思えるところまで来てしまい、利己主義、悪、罪を完全に自然で
許されたものと見なしている。 

22 新しいソドムが地上のいたるところにあり、新たな浄化が必要なのです。良い種は救われ、そこから新しい人類が
形成されるのです。悔い改めの涙で水を張った肥沃な土地に、私の種が落ち、後世の人々 の心の中で発芽し、より高い形で
主への礼拝を捧げることができるようになるのです。 

23 マスターはあなたに尋ねます。あなたの霊は、私の言葉が終わったとき、霊から霊への対話を引き受ける用意をし
ていますか？ 

24 あなたの子供たちは、もはやこれらの声帯の知性を通して私の声を聞くことはないでしょう。しかし、あなたは彼
らのために道を用意し、そして彼らは霊化の一歩を踏み出すでしょう。 

25 この時を照らす光は、第六の封印の光である。見よ、この灯台は、無尽蔵の信仰の光源のように、生者も死者もす
べて照らす。 

26 科学者はこの光に触発され、哲学者はこの光を利用し、謎を解き明かそうとするすべての人が、この光を利用する
のです。 

27 しかし、7つの封印とは何でしょうか？第六の封印とは？マスターがあなたに問うこの問いに、あなたは確実に答
えることができますか、そして、神学者や人類があなたに同じように問うならば、あなたは正確に答えることができますか
。 

28 短いというのは、君たちがまだ幼い子供のような時期である。その後、あなた方は弟子となり、最終的には私の真
実の種を人類の道に運ぶ師となるのです。 

29 その日、わたしはわたしの宝庫を開き、ベールをはがし、秘密を明らかにする。 

30 私は、あなたが研究を深めることによって、いずれその謎の中身を知ることになると思っていたのですが、あなた
はこれまで、私の作品を研究することに特別な努力を払ってきませんでした。 

31 この点で、あなたは研究に一生を捧げる科学者のようには振る舞っていませんね。科学者になれと言っているので
はない。私の教えの知恵は、あらゆる科学の上にある。私はただ、彼らの忍耐力を見習えと言っているのです。彼らは科学
の木を手入れしている。それは、私があなた方（全員）に霊的な命の木を与えたとき、あなた方がそれを手入れしてその実
を楽しみ、あなた方の霊を養うようにと、その実を与えたものである。 

32 私の言葉は後世のために書き記され、あなたがたはその業をもって証人となるのだから。 

33 あなたがたに語りかけ、これらの教えを明らかにし、これらの謎を解読するのは、子羊であり、今までこの者だけ
が封印を解くのにふさわしかったからである。しかし、無原罪の小羊の犠牲によって、あなた方はこの光にふさわしい存在
となり、やがてこの知識は地の果てまで届くことでしょう。 

34 父が子の内におられ、子が父の内におられ、聖霊の内におられるように、私は創造主としてあなた方にも語ってい
るのです。 
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35 弟子たちよ、私からは、神、霊、物質の三つの存在が生まれた。すべての創造物の所有者である私は、神であると
同時に理解しやすい方法であなたに語りかけることができるのです。物質的な自然が私から生まれたのだから、私の声や言
葉も物理的に聞こえるようにして、人間に理解させることができるのです。 

36 私は完全な科学であり、すべてのものの起源であり、すべての原因の原因であり、すべてを照らす光である。私は
すべての創造の上に、すべての学習の上にいる。 

37 神はご自分を「父」と呼ぶために、ご自分の胎内から霊的な存在、つまり神の性質に似た生き物を生み出させ、そ
れを人間に変え、3つの性質を自分のものにされたのである。しかし、まず父は彼らのために、岩と火でできた内部を持ち
、空気、水、金属、ガス、光でできた地球という家を用意したのです。これらはすべて、人間の故郷である鉱物王国の土台
となる、強固で揺るぎない帝国のようなものであった。 

38 創造主はこの家を飾るために、大地から花や実をつけた植物や木々 を発芽させ、人間がその中に食べ物や日陰、リ
フレッシュ、インスピレーション、癒し、喜びを見出すようにしたのである。 

39 人間は一人ではいられないので、父は下等な存在、野生動物、鳥や魚を友人や召使いとして与えた。大地の内部と
表面に住むすべての生物、風に揺れるもの、水に住むもの、子供はあるものの中で糧を得、あるものの中で友情を得、さら
にあるものの中で支えとなるように。こうして誕生したのが、地球上の新しい王国「動物界」である。 

40 この3つの領域が調和して1つの領域を形成していた。世界主が生命と光と恵みで活気づかせた偉大な饗宴のよう
になったとき、主は創造主に似た存在で、その中に神性が反映されている人間、つまり、神がその霊の閃光、良心を置かれ
た人間を送られたのである。 

41 あなたの世界を構成するこれら3つの領域は、ある人々 が「日」と呼ぶ7つの発展段階を経て作られました。 

42 父なる神は、完璧な忍耐をもって、子らの道と生活に必要なすべてのものを創造されました。こうして、ある時期
には太陽と星を、ある時期には地球と植物と海を、ある時期には動物を、そして最後に人間を創造されたのです。 

43 人間が不完全なものに遭遇することなく、あらゆる場面で奇跡と完璧さを経験し、いたるところで父の愛と創造さ
れたすべてのものの中に父の存在を見出すことができるように、すべてがあらかじめ準備され、秩序づけられ、計画されて
いたのである。 

44 すべての準備が整ったとき、私は人に言った。「ここにあなたの家があり、ここにあなたの仮の王国がある。出て
行って、泉を飲み、実を味わって楽しみ、あらゆることを学んで、地上の主（あるじ）となりなさい、それがあなたの国で
す」。- 人間は光と生命に目を開くと、王星の光線に愛撫され、水の新鮮さを味わい、口にした果実の味に至福を感じた。 

* 

ほとんどの聖書翻訳では、こう書かれています（たまに誤解されています）。"大地を征服せよ"この翻訳はスペイン語の原文に対応
しており、次の節では、人間もまた、神の戒めと、私たちの上の主でもあるイエス・キリストの模範に従って、この召命と高い責任
にふさわしい自分を証明すべきであることが明らかにされている。この文脈で、私たちは162, 

5254を指摘し、そこでも私たちの創造主である父の御業における知恵と完全性を思い起こさせ、また167, 

39では愛の戒めが当然被造物全体に適用されることを明らかにしているのである。 

45 しかし、人間は、その自由な意志のために、はじめから弱点を持っており、それによって、苦痛、労働、労苦、暗
闇、転落を知ったことを、あなたは知っています。 

46 すべては、精神がその発展の道を見出すように、あらかじめ考え、準備されていたのです。そして、父は良心を通
して御自分の律法を彼に明らかにし、彼が光の道と神と自然との調和を知ることができるようにされました。その時でさえ
、直感は人間に自分の精神の存在を明らかにし、その良心は私自身の光であり、善と悪の区別を教え、正しい道を歩むよう
内的に刺激したのである。そして、父は人の霊のために道と聖域を用意されました。 

47 天幕の初めに、主は人を増殖させ、地に人口を増やされた。自然の力は、時に慈悲深く、時に敵対的で無慈悲なも
のであり、違反を正し、善行を報いるものである。 

48 しかし、私からあなた方に語りかけたのは元素の声だけでなく、徳を勧め、人々 の魂を目覚めさせ、彼らが仕え崇
めるべき神の存在を教える人々 を世に送り出したのである。 

49 これは「初めの時」であり、御父が人間の心の中に支配された最初の霊的な王国であり、人間は自分の霊のために
造られたその家で、恵みに満ちて生きていたのです。 

50 しかし、主が子供たちの心に建て始めたこの家は、3つの時代や王国で鍛えなければならないものでもありました
。 

51 第二の時、すなわち第二の王国は、御父が御言葉をイエスとして人となり、人の間に住まわれたときに確立され、
この霊的完成の業が完結する第三の時は、御父が聖霊としてこの時代に来られることによって発足し、第三の王国を表して
います。 

52 第一の時、神霊は正義として、第二の時、愛として御自身を現され、第三の時、この仕事を頂点にするために、知
恵と啓示の光として御自身を現されました。 
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53 3つの王国が1つになり、3つの時代があり、3つの時代には、マスターが今日あなたがたに明らかにした謎が含ま
れています。しかし、これらの3つの王国は7つの段階で形成されたことを意識してください。そのうちの7つの段階は、あ
なたが物質的な自然の創造においてイメージしているもので、最後の段階は、霊の完全な家です。 

54 このような世界における霊的な発達の最初の段階は、父なる神の最初のしもべであるアベルが、神に燔祭を捧げた
ことに象徴される。彼は犠牲の象徴なのです。恨みがましい。 

55 第2ステージはノアを表しています。彼は信仰の象徴なのです。彼は神の霊感によって箱舟を建造し、そこに人々
を導いて救った。群衆は、疑い、あざけり、異教の精神で彼に立ち向かいました。しかし、ノアは信仰の種を残していった
。 

56 第3期はヤコブに象徴される。彼は強さを体現しており、強い者であるイスラエルなのです。彼は、あなた方が創
造主の右に座るために昇る天のはしごを霊的に見たのです。そんな彼に、主の使いが立ち上がり、彼の強さと忍耐を試した
。 

57 4つ目はモーゼに象徴されるように、彼は律法を体現している。彼は、すべての時代の人々 のために、それが書か
れたタブレットを指摘します。その絶大な信仰心で人々 を解放し、約束の地へと救いの道を導いたのが彼だったのだ。彼は
法の象徴なのです。 

58 第5期は、神の言葉であり、無原罪の子羊であるイエスが象徴するものであり、この方は常にあなた方に語りかけ
、これからも語りかけ続けるでしょう。そのために人となり、人間界に住んだ愛である。彼は同じ苦しみを受け、人類がす
べての罪から贖罪を得るための犠牲と愛と慈悲の道を示しました。謙虚な境遇で育ちながらも、愛に生き、自己犠牲の限り
を尽くし、愛し、許し、祝福して死んでいく方法を教えるために、師匠として来られたのです。彼は第5ステージを体現し
ており、その象徴は愛である。 

59 第6期は、エリヤが代表です。彼は聖霊の象徴である。彼は火の車に乗ってやってきて、すべての国々 と、あなた
には知られていないが私には知られているすべての世界に光をもたらすのだ。これは、あなたが今生きているステージ、つ
まりエリヤのステージです。あなたを照らすのは、彼の光です。彼は、隠されていた教えの代表であり、今、人間に明らか
にされようとしているのです。 

60 第7期は、父親自身が具現化したものです。彼は、開発のゴール、集大成なのです。彼の中に、恵みの時、第七の
封印がある。 

61 これで、7つの封印の謎が解けた。だから、この時代には第六の封印があると言っているのです。そのうち5つは
すでに過ぎ去り、6つは今解決され、7つはまだ閉じたままで、その内容はまだ来ていない、この段階が来るにはまだ時間
がかかるからである。そのとき、恵みと完璧さと平和が支配するのです。しかし、そこに到達するために、人間はまだどれ
だけの涙を流して魂を清めなければならないだろう。 

62 浄化が終わると、誘惑が抑制される。人間同士の戦争はなくなり、混乱も腐敗もなくなります。そうすれば、平和
と恵みの王国が訪れ、人類は大きな霊的進歩を遂げ、父なる神の霊とのつながりが直接的になるのです。 

63 人間が創造主に似ていることを明らかにしたように、今度は、私が恵みと完全性をもって創造したこの物質界は、
三国、三回、父の力の完全性について常に語りかけてきた開かれた書物であると言う。また、被造物は、その形成の7つの
段階が、7つの封印のモデルとなるように創造された。その神秘を覆っていたベールを、私は私の言葉の光で引き剥がした
、偉大な生命の書である。 

64 第六の封印の光があなたを照らすようにしなさい。 

65 第六段階が終わり、第七段階が始まるのは、私だけが言えることです。あなた方は第6ステージ、エリヤの時代、
第3時代に生きている。しかし、あなた方は私の言葉から流れ出る私の霊の光に完全に包まれてはいるが、まだ罪から解放
されておらず、私の神性と霊と霊とが一体となった完全な状態に至っていないのである。しかし、あなたの子供たち、来る
べき世代は、この純粋さを獲得し、主人と霊的に交わる私の弟子、世界の道における真の預言者となるのである。彼らは平
和に暮らし、すべての法則と調和し、やがて地上に人間の精神の真の故郷を創り上げるだろう。 

66 これらの予言が成就するまでは、多くの太陽が過ぎ、多くの水が天から落ち、多くの年が過ぎ、人々 から忘れられ
、また多くの世代が生まれると、私はあなた方に言う。しかし、ついにその時が来て、父はこの地球での御業を戴くことに
なるのです。 

67 昼の光のように澄み、水のように透明なこの簡単な教えを携えて、あなたの部屋の静寂の中で、夜の瞑想の時間に
、私があなたに啓示したものを理解し、考察し、その完全な姿に自分をリフレッシュすることができるだろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 162 
1 人類は、ある出来事を前にして震えない日はなく、また、ある出来事を異常とみなして驚かない日はないが、しか

し、自分たちが生きている時代と、これらの試練の一つ一つの意味を理解していない。古代の預言者ヨエル、ダニエル、使
徒ヨハネは、この時代に何が起こるかを、どれほど明瞭に告げたことでしょう。しかし、この時代の人々 は、主の呼びかけ
にいかに無関心であったことか。時折、無関心と唯物論を打ち破ることがあっても、それは「いったい何が起こっているの
か、艱難辛苦と荒廃と死がすべてなのか」と自問するためだけである。しかし、彼らは見ようともせず、祈ろうともせず、
啓示されたことについて考えようともしない。これまで彼らは、この世が与える偽りの満足にしか興味がなかったからであ
る。 

2 人々 が抑圧されていると感じれば感じるほど、自分たちが引き起こした大災害に脅かされれば脅かされるほど、私
のもとに避難し、私の慈悲を請い、私の援助を求める代わりに、自分たちの力で十分だと考えるようになるのです。彼らは
低次の情念に流され、憎しみと権力への欲望を武器にして、戦い、自分を守ろうとするのです。しかし、悪は悪で戦えると
いうことを、いつから知っていたのでしょうか。 

3 私は、人々 が傲慢になり、物質主義を誇り、慈愛に欠けることをしばらく続けることを許し、彼らの情熱がどこに
行くかを見るようにします。その間に、私は覚悟を決めて私を待っている一人ひとりの心の中に、自分自身を感じさせてあ
げよう。 

4 私は私の霊をすべての霊とすべての肉体に注いだので、男も女も預言にしたがって予言することができる。私は夢
と霊的なビジョンによってあなた方に語りかけ、自然の力によって人類にサインを与えます。そうすれば、人々 の間に強く
偉大な民族が現れるでしょう。この民は、行く手にある悪を滅ぼし、打ち破れない敵はなく、乗り越えられない壁もないだ
ろう。彼に属する者はどこまでも前進し、彼の呼びかけは全人類に聞かれ、彼の言葉はあらゆる悪事を止めさせ、すべての
人に真理を分からせることに成功するのです。真実を隠す教義、宗教、イデオロギー、科学は、彼の前に震え上がるだろう
。 

5 この言葉を聞く者は、昔の預言者たちを通して伝えられた私の約束の成就を経験することがあなたに与えられたこ
とを、あなたの父なる主に感謝しなさい。"私の霊はすべての肉体に注がれる 

"とあなたたちに告げた預言者たちが、すでに私の宣言を告げていた。 

6 私がやがて起こす勇敢な兵士の民の一員となるために、よく見て、強くなりなさい。自分だけがこの民族に属して
いると考えてはいけない--すでに何度も言っていることだが--

。このような形での宣言を聞いた者だけが、わが教義の知識で恵まれるわけではないからだ。私の種が全地に散らばってい
ることを忘れないでください。 

7 過去の預言者たちは、地上的な権威や権限を受けず、権威に服従を強いられることもなく、ただ主が選ばれた者の
唇に言葉を乗せ、その指示に従うことに専念していたのである。 

8 信仰と勇気に満ちた彼らは、私の法律を人々 に教え、司祭の無関心と誤りを認識させることによって、宗教的狂信
から人々 を遠ざけるという任務を何一つ妨げるものはなかったのです。 

9 少し考えてみて、聖典を勉強してみると、すべての預言者は一つの本質を表現し、それを言葉にして人々 に伝えて
いることに気づくだろう。彼らは、当時の人々 が実践していた物質的な崇拝の誤りを犯すことなく、人々 に勧告、啓示、メ
ッセージを与えたのである。彼らは、律法と神の言葉を守ることを教え、天の父とのコミュニケーションを助ける。 

10 皆さん、あの預言者たちと、今、私が皆さんに語りかけているこの声の担い手に、大きな共通点を見いだすことが
できませんか。彼らの言葉を通して、わが霊感はあなたがたに届き、彼らからは、聞く者が最も大きな声で主を求めるよう
呼びかける教えが燦然と輝き出す。彼らの話を聞く多くの人の中に、スカウトや狂信者がいることを恐れず話す。彼らは、
父なる神への奉仕のために献身的にその任務を果たし、彼らを通して神が人類に語りかけ、人間に新たな光の道を開くこれ
らの教えを与えることができるようにするのです。 

11 皆さん、あの預言者たちとこの声の主たちの間には、非常によく似ているだけでなく、完全な関係があるのです。
これらのことを予言した人たちが、ずっと前に予言したことを、このしもべたちは今経験しているのです。 

12 当時、すべての民衆が預言者の言うことを信じていたとは思わないでください。いや、仲間の嘲笑や神父の脅し、
権力者の迫害に耐えなければならないこともしばしばあった。神の審判を告げる予言が実現し、主のしもべが語る真理を皆
が信じるようになることが必要だったのです。その発表が実現するのは、彼らがこの世にいなくなった後であることが多い
。また、この間、私の子供たちは、嘲笑され、中傷され、話を聞いてくれた人たちが無関心であったことを経験しました。
しかし、私の言葉は、たとえあざけられ、拒絶されたとしても、これらの集会の場の外でも知られるであろう。私があなた
方に告げたことも実現し、これまで軽蔑や無関心で見ていたものにも、人々 の関心が向くようになるのです。 

13 あの民が、預言者が予言したことを信じると同時に、すべての力と正義を持つ目に見えない神への信仰に染まった
ように、今この啓示を受けたこの民は、主から受けた顕現によって、揺るぎない信仰に満たされ、さらに強くなるのであり
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ます。この信仰は、あなたの口から出る証が確信に満ちたものであるために、絶対に必要です。しかし、もしあなた方が私
の証人になる方法を知らないのなら、時が来ればそうすると、私はすでにあなた方に告げているのである。 

14 神の民の歴史の中で、人々 が何度、私の意志に背き、その異常さにもかかわらず、私の言葉は実現されたことでし
ょう。この時代も同じことが起こるでしょう。すべての人が私の指示に従うとは限りません。ある者は私の命令を正しく解
釈するが、ある者は、より高貴で真実なものと、より低俗で肉的なものとを調和させようと、私の意志に逆らおうとする。
力であり無限の正義である神の意志が、私の言葉を冒涜した者のすべての不正な行為を裁いていることを理解しないまま。 

15 あなたがたの間に混乱が起こることを私は知っているので、このことを話しているのです。しかし、私は、わが言
葉が書かれた書物を保存する。それは、後に全世界にもたらされ、主人が新しい啓示であなた方に告げたことの証しとなる
ようにするためである。 

16 あなた方が声を伝える者と呼ぶ新しい預言者たちを通して私の声を聞き、私の言葉を正しく解釈し、その後、私が
あなた方に与えた任務を遂行することができるようにしなさい。 

17 人々 が私の中に近寄りがたい遠い神を認めようとする一方で、私は、まつげが彼らの目に触れるよりも近い存在で
あることを証明しようとしたのです。 

18 機械的に祈り、急ぎで求めたことがすぐに達成されないと、"神は聞いていない "と落胆して泣くのです。 

19 もし彼らが祈り方を知っていて、心と魂を一つにしたなら、霊の中で主の神聖な声を聞き、主の存在がとても近く
にあることを感じるだろう。しかし、外在化したカルトによって私に尋ねたら、彼らはどのように私の存在を感じるのでし
ょうか。自分たちの手で作った像で主を拝んでいるのに、どうして魂が敏感になるのでしょうか。 

20 私はあなたのとても近くにいて、簡単に私とつながり、私を感じ、私のインスピレーションを受け取ることができ
ることを理解してほしいのです。 

21 私が時代を超えて与えてきた啓示と教えを注意深く見れば、霊性化という目標に導くことができるたった一つの道
を発見することができます。私のもとに来るための完璧で成功した方法と手段を教えてくれたのは私であることを忘れない
でください。私は、なぜあなた方が狂信を助長し、無知を増大させるだけの誤った教えに誘惑されるのを許すのかわかりま
せん。 

22 律法が世に与えられたとき、私はあなたがたに言った。"わたしのほかに、外国の神々 をもってはならない "と。 

23 第二の時代、ある女性がイエスに「神を礼拝する場所はエルサレムですか」と尋ねたところ、師は「エルサレムで
も他の場所でもなく、霊と真理によって神を礼拝する正しい時が来る」、つまり、霊から霊へという答えが返ってきたので
ある。 

24 私の弟子たちが祈りを教えてほしいと言ったとき、私は、あなた方が主の祈りと呼んでいる祈りを例に挙げて、真
の完全な祈りとは、イエスの祈りのように、心から自然に出てきて、父に届くものであることを理解させたのです。従順、
謙遜、罪の告白、感謝、信仰、希望、そして崇拝が含まれているはずです。 

25 これらのメッセージを通して、御父はあなた方にどれほど多くの霊性の教訓を与えてくださったことでしょう。そ
して、御父の律法と教えが地上でどれほど歪められてきたことでしょう。この物質化、私が声を大にして手渡したものの絶
え間ない冒涜と歪曲が、現在人類が苦しんでいる混沌の原因なのです-

精神と物質の両方において、この二つの生命形態は常に人間の中に一体化しています。片方に触れれば、もう片方も影響を
受けるからだ。 

26 この時代に多くの人が私のもとを去り、他の民族が私の教えを拒否したことに驚いているのですか？人類の間に物
質主義的な教えが広がっているのを見ると、心配になりませんか？皆さんは、自分の良心の声に耳を傾け、私の言葉に含ま
れる教えを、自分の人生をかけて真に証ししてきたかどうか、自問自答してください。 

27 私の法に対する重大な違反と不正行為については、私の裁きが下されるでしょう。完璧なマスターによって正され
ない罪は一つもないだろう。己を惑わすことなかれ。間違いを正し、批判しない。私は決してあなた方を罰することはない
、あなた方が自分自身を罰するのだ、ということを理解してください。 

28 私は、無知で罪を犯した者を明るくし、故意に罪を犯した者を悔い改めさせる。そうすれば、両者とも私の赦しを
確信して、犯した罪の償いを始めることができる。これしかないんです。 

29 宗教の様々 な道を歩む人々 を導く聖職者の皆さん、よく考えてみてください。祈って、自分のものを霊化させる。
今こそ、あなた方は自分の過ちを悔い改め、魂の死と闇である人間の物質主義との闘いを始めるべき時です。そのためには
、私の真理を利用し、私の言葉を武器とし、私の教えの中に生きなければならない。 

30 私は、ある宗教団体や他の宗教団体に好意を持つことはありません。私の味方かどうかを決めるのは、私ではなく
、あなたです。そうすれば、あなた方全員が精神的に一つになることも達成されるからです。 

31 幼な子から弟子になったのに、霊的に進歩しないので、仲間を助けることができないのがわかります。そうです、
皆さん、あなた方がわが教義に進歩がないために、新しく到着した大勢の人たちの進歩を止めているのです。あなたは、兄
弟姉妹の一人が、自分が来たところよりも一歩先に進むことを非常に困難にするような障壁を作ってしまったのです。 
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32 私が今回の顕現で、まだ理解できる最後の教えまで注意を喚起したように、皆さんも私の教えを最後の一つまで実
践してください。 

33 もし、まだ準備ができていないとすれば、それは、私の声を聞いてはいても、まだ私のことを本当に理解していな
いからです。もし、あなたが私の言葉を理解できなかったとしたら、それはあなたが考えていなかったからです。今日まで
真の愛の営みをしなかったのは、私の愛のことばに慈しみを起こさせなかったからであり、今日まで受けた以上のものを受
けなかったのは、あなたの功績が微々 たるものであったからにほかならないのです。 

34 私の言葉を聞きに来る大勢の人々 は、あなた方の中に弟子としての立派な模範を見ることができれば、もっと大き
くなる。なぜなら、あなた方の行いが、私の仕事に対する尊敬、信仰、従順、私の教えに従うことの証明になるからである
。 

35 祈りによって、父のみもとだけでなく、困っている同胞に近づいて、平和のメッセージを届けることができるよう
に、私はあなたたちに祈りを教えました。しかし、私があなたの霊が、国々 のために、やもめのために、孤児のために、パ
ンに飢えた人々 のために、囚人のために、病人のために祈ったとき、何を感じたかと尋ねると、あなたは私にこう言うしか
ないのである。私たちはあまりにも未熟で、あまりにも無知であるため、仲間の痛みに共感することも、彼らに何が起こっ
ているのかを遠くから理解することもできないのです。私たちは、あなたの無限の愛の恩恵が彼らに注がれるようお願いす
ることに満足します。なぜなら、これほど大きな精神の必要性を前にして、私たちは初心者ですらないことを告白しなけれ
ばならないからです。私たちの精神がその祈りの間に何をしたかは、あなただけが教えてくれます。 

36 少なくとも今この瞬間は、自分の無知と未熟さを正直に告白していますね。だから、あなたがたを祝福し、わが教
えをさらに明確にして、最も無知な者にも理解できるようにするのである。 

37 人は、霊的な存在が近づいてくるわけですが、その霊的な存在の態度次第で、人に与える影響も変わってきます。
あなたが仲間のために祈るとき、あなたの霊はあなたの肉体から離れ、祈る相手に近づいていくことを知っておいてくださ
い。このことから、あなたの準備と、あなたの人生で到達した純粋さと霊性の度合いに応じて、あなたが祈る相手に与える
霊的影響は同じであると結論付けられます。 

38 あなた方は常に目に見えない存在に囲まれていると言っても、怖がらないでください。多くの人があなたの助けを
必要としています。彼らが従順への道を見つけ、光を見ることができるように、あなたの考え、あなたの言葉、あなたの愛
の業を彼らに捧げなさい。 

39 私が与える武器は、命を奪うものではなく、誰の目もくらませず、血を流さず、痛みを与えず、やもめや孤児、不
幸に陥った家庭を見捨てないものである。私があなた方に残した武器は、愛と慈悲と許しであり、それらの助けを借りて、
悪い影響を光の波動に変えるために戦うことができるからです。 

40 あなたのそばで、肉眼では見えないけれども、涙を流している存在に、いつも思いを寄せてください。しかし、思
考以外の方法で、それらに到達しようとしたり、自らを明らかにすることを強要してはならない。私が与えた武器は、愛と
高揚と平和の武器であることを理解しなさい。 

41 この私の教えをマスターするためには、私の教えを深く勉強することが絶対に必要です。また、私が保護者として
任命した光と知恵に満ちた霊がいることも伝えています。その数は無限であり、すべてを創造した父の仕事のためにたゆま
ぬ努力を続けています。あなたは一人ではなく、自分の力に頼っているのでもなく、あなたの周りには、謙虚に、自慢する
ことなく、あなたが霊的に上昇できるように、あなたを見守り、協力してくれる存在がいることを信じてください。 

42 神の律法は2つの戒律に含まれています。あなたの父である神を愛し、その中で仲間を愛すること。これが、人類
が守護天使、保護者、光の精霊、高次の存在と呼んでいる存在たちの仕事である。 

43 彼らを見習い、彼らの使命を助けなさい。そうすれば、私の神性の子供たちすべての間に存在する、偉大な霊的調
和が生まれるでしょう。この調和から、永遠における魂の最高の報酬である平和が生まれるのです。 

44 私はあなた方に物質的な寿命が限られていることを告げました。このことを思い出させるのは、各人が父から与え
られた任務を果たしたかどうかを知るためです。もし忘れているなら、私が思い出させてあげるから、良い弟子としての務
めを果たすために出発しなさい。 

45 地球上での存在期間は短い。このことに気がつくとすぐに、あなたは私に別の期間を求め、「主よ、私の任務を果
たすための時間を与えてください」と言うのです。太陽が昇るのも沈むのも、創造主が定めた時間より一瞬たりとも早くは
ないのです。すべては無謬の法則に支配されている。ですから、あなたはこの地上で、定められた時間より一秒でも長く生
きることはできません。だから、私の言葉は、あなたにとって、時間を使うことを勧める永遠の時計のように聞こえるので
す。 

46 魂には永遠の光り輝く昼が訪れ、肉体には夜が訪れる。このことを理解し、私の言葉を聞いたからといって、私の
律法を果たしていると言ってはならない。それを自分の考え方で「成就」しようとせず、私の教えを基本にしてください。 

47 考察：あなたが霊的存在になった後、現世での義務と任務を果たした後、この地球人類の意識に影響を与え、鼓舞
し、啓発し、それによって発展の道を援助することを許可します。 
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48 あなた方の任務は繊細であり、それを果たすためには、イエスがあなた方に教えたように、柔和さと積極的な慈愛
をもって、謙虚な姿勢を示さなければならないのです。 

49 虚栄心しかない優越感や社会的名声の衣を捨てなければならないのです。あなた方は利己主義から解放され、ボロ
布やらい病人のところに降りて、彼らの苦しみを慰めなければならない。そうすれば、私が与えた模範に従うので、あなた
方は私の弟子になるのです。 

50 私の慈悲があなた方に授けられたのだから、あなた方も同様に大きな善行を積まなければならない。 

51 あなたの心が純粋に祈り、あらゆる物質的な影響から遠ざかったとき、私はあなたが仲間のために求めるものを叶
えよう。そのとき、あなたの口から、いかに豊かな苦悩の慰めが発せられるかを見て、あなたは驚かれることでしょう。あ
なたが愛のわが教えを実践するからこそ、あなたの努力は実を結び、祝福されるのです。 

52 さて、私はあなたがたに、隣人だけでなく、他の生命体や種に対しても慈愛の心を持ちなさいということを伝えま
す。すべては父の完全な仕事であり、その中で父の知恵が明らかにされるのです。 

53 自然界では、すべてが生命であり、その中で発展し、変容していくのです。 

54 私は、あなたが誰であるかを知り、それを理解することで、すべての生き物に恩恵を与えることができるようにし
ます。 

55 自分自身を知ること、自分の能力、感覚を知ること。純粋な感覚と情熱を混同してはいけない。精神が常に肉体を
支配するように、肉体に内在する傾向や本能を知ることです。あなたの精神が愛する機会を奪ってはなりません。利己主義
が支配するところでは、同胞への愛で輝くことはできません。愛するときは、スピリチュアルに、そしてあなたの愛がすべ
ての人のためになるように行いなさい。もし、それを人に縛り付け、特定の人だけに限定するならば、エゴイズムに陥って
しまう。 

56 スピリチュアルな愛は普遍的な愛と考えることができます。私の恵みの愛を澄んだ水として受け止め、あなたの作
品を通して同胞に注ぐ泉のように、あなたの心を整えてください。 

57 この愛を自分の中で感じれば感じるほど、傷に注ぐ癒しの力は大きくなります。それは、落ち込んだ魂を新しい命
に目覚めさせる本物の癒しのバームとなり、泣く人の人生を香りで満たすものとなるでしょう。 

58 人の心には霊的な愛が宿っていないことを自覚する。彼らは愛しているが、自分たちの人生さえも破壊する利己的
な愛で、情熱は最高の感情を食い荒らす虫のようなものだからだ。人の心に情熱が勃発すると、ついにその魂にあった善を
すべて破壊してしまうのです。情熱は人間の足元に広がる深淵であり、その深淵に引きずり込まれたとき、人間は光と安ら
ぎを失うのである。 

59 わが教えがいかに無知を取り除き、わが身を唯一の知恵と認め、アブラハムがその目に映るものを超えて神を求め
たように、偽りの神々 を滅ぼすことができるかを見よ。それゆえ、私は彼と契約を結び、彼が選ばれた民の子孫となるよう
にした。彼は、自分の神が創造主であり、生ける神であることを、試されたときに証明したのです。 

60 あなた方もこの啓示が真実であることを証明しなければならない--

純粋な生き方と、誇張や熱狂的な崇拝のない献身をもって。 

61 モーセの板には、「汝、天の上にあるもの、地の下にあるもの、地の下の水の中にあるものの形象や像を造っては
ならない」という戒めが刻まれていたことを思い出してください。 

62 わたしがどれほど長い間、あなたがたを偶像崇拝から遠ざけてきたかを考えてみなさい。そうすれば、わたしがす
べての被造物の上に、動くもの、歩くものの上に立っていることを認め、あなたがたの精神をそこに引き上げ、天の御国へ
と導くことができるだろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 163 
1 人々 よ、私はあなたの涙を見、あなたのすすり泣きを聞きます。あなたの苦労や苦しみを思い浮かべます。私は、

あなたが抱えている貧困と欠乏の鎖、世界に正義も慈愛もないと信じるようになったために、あなたの心に重くのしかかる
失望を目の当たりにしています。そして、あなたは祈り、私に言います。「主よ、私はあなたの平和にふさわしくありませ
ん。もし私があなたの恩恵に値しないなら、人生の苦しみや不公平に耐える力を与えてください。" 

2 このような時、私のプレゼンスは明白になり、あなたにこう伝えます：忍耐を失わないように、慎重であり続ける
ように、一瞬たりとも絶望しないように、私の平和がいつあなたのドアをノックするかわからないのだから。私の胸に頭を
もたせかけ、もう戦争の叫びを聞くことはない。苦難を忘れ、私と共にいる間は滅びないことを思い出せ。あなたの父であ
り、主である私に同行して来なさい。私の中に、兄弟、配偶者、友人、父親を見出すことができます。 

3 私の言葉を聞いて心を強くし、人生の闘いを再開するとき、姿勢を正して頭を高く上げ、自信をもって微笑むこと
ができるように。 

4 試練の時にもう疑うことはない。痛みの時、最も困難な時に、私があなたの声を聞かなかったとは言わないでくだ
さい。あなたの中に生命の息吹がある限り、あなたの体が呼吸する限り、あなたの心が考え、あなたの魂が苦しむ限り、私
はあなたとともにいる。なぜなら、私は宇宙全体を脈打ち、振動させる生命だからだ。 

5 苦難の時だけでなく、喜びの時にも祈る方法を知ってください。私の前には涙と苦しみと悲しみしか持ってこない
くせに、喜びの時、心が華やいだ時には私を忘れ、そして私に門戸を閉ざしてしまう。 

6 私はあなた方に話しかけ、困難な戦いに備えなければなりません。家の中でも外でも徳を積むことで、誰もあなた
を（霊的に）眠っていると驚かなくなるのです。 

7 私はあなた方に、異国の地から長い列車で、心の平和と心の光を求めてこの地にやってくることを告げました。彼
らは、この教えの弟子たちと出会い、彼らに質問することになる。彼らは聞いたことの証言を求め、この言葉の真偽を確か
めるための試験を受けることになるのです。 

8 そうすれば、あなたの心は真の慈愛の泉、善の泉、光の泉となり、仲間の必要を助けるために溢れるようになるに
違いないと思いませんか？私の民のすべての家庭が、神の教えを実践する学校であったなら、あなたは喜ばないだろうか。 

9 第二の時代、わたしは教えをユダヤの多くの場所に持って行き、どこでもわたしの言葉を聞かせるのに適した場所
を見つけた。マスターは常に警戒しており、試練を与えられても決して驚かない。谷は私の声を聞き、山は私の言葉の響き
を返し、海の波は私のメッセージの波動を受け、砂漠の孤独は私の存在によって照らされた。 

10 団結して、この民族を世界の砂漠の中のオアシスのようにしたい。人はあなたを求めるでしょう。破壊すること、
罪を犯すこと、殺すことに飽きるからです。光の言葉、高い思想を前にして、今日まだ眠っている精神が目覚め、私の教え
は地上に救いの箱舟のように現れるだろう。この時代は、この民にとって試練であり、彼らの証言に多くの心がかかってい
るからだ。 

11 試練を前にして、なぜ絶望したり、反発したりするのか。試練は、あなたの心を滑らかにするノミであり、明日、
あなたの主人の通訳になることができるようにするためなのです。 

12 ご主人様、ありがとうございます。あなたの試練は私を叱咤し、あなたの光は私を道に励ましました」と言われた
い。私の病人は回復し、私の行く先で苦しんでいる人々 を慰めることができました。" 

13 私は、他の人々 が私に、彼らが私の労働者となる準備をし、彼らが仲間の心に平和と愛の種を蒔くことができるよ
うに労働の道具を託すように言うことを期待しています。 

14 私の思いやりのある援助は、あなた方が霊的な床の労働者としての神聖な贈り物を与えることを要求しているかど
うかにかかっています。 

15 今日、私はあなたの苦難を慰めたい。生涯にわたって苦痛の十字架を背負ってきた病人よ、私のもとに来なさい、
私はあなたを癒すだろう。私は、あなたが病気と闘い、忍耐と謙遜をもって、あなたを圧迫する苦しみから解放される瞬間
を待つことを教えます。また、あなたが償いの旅で達成したすべてのことをお見せします。 

16 苦しみの重荷を持ってきた者はみな、私のもとに来なさい。あなた方が人に癒しや慰めを求めるのは無駄なことで
す。人の心から慈愛が失われているからです。慈愛がなければ奇跡は起こらないことを、あなた方は知らなければなりませ
ん。科学だけでは、世界を苦しみから解放することはできないのです。 

17 虚栄心に満ちた科学者たちは、神の啓示を彼らの注意に値しないものとみなしている。神に対して霊的に高まろう
とはせず、自分の身の回りのことがわからないと、自分の無力さ、無知を告白する必要がないように否定するのです。彼ら
の多くは、証明できるものしか信じたがらない。 

18 もし、これらの人々 が、創造物を支配する本来の愛の原理を認識せず、さらに、生命の精神的意味を理解していな
いとしたら、隣人の心にどんな慰めをもたらすことができるでしょうか。 
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19 私は、物質主義的な科学が支配し、利己主義が支配し、苦しみ、滅びる人々 に対して無関心なこの時代が来ること
を知っていました。私は、あなた方が光の子となるように、すべての謎を説明するために聖霊で来たのだ。私はこの啓示の
神聖な慰めをあなた方にもたらす。その助けによって、あなた方は人生のあらゆる試練を乗り越え、私のもとに昇ることが
できるだろう。 

20 私はあなたを呼び、あなたが私の前に現れたとき、あなたは涙ながらに、自分がこの世で最も困窮していることを
告げ、あなたの惨めさを私に示し、あなたの知識の欠如と人生の波乱の中で自分の道を切り開く能力の低さを私に指摘した
のでした。そして、あなた方は決して亡者でもなければ、最貧困層でもないことを明らかにしました。私はあなたをテスト
し、あなたは自分の精神に宝物を運ぶことを発見することなく、相続権を失ったと感じたので、文句を言ったのです。 

21 病人が泣いたのは、自分を癒してくれる医者がおらず、自分の霊に癒しのバームが豊富にあることをまだ知らない
からである。 

22 無知ゆえに涙を流した彼は、心の静寂の中で、師匠の神々 しい声が彼を霊的な王国に呼んでいることに気づいてい
なかったのだ。自分が相続権を失ったと考える者は、父が地上の使命を果たすために送ったすべての賜物を発見していない
のだ。真理があなた方に届き、あなた方の心に光を灯し、あなた方が深い眠りから覚めて、信仰をもって立ち上がり、「私
たちは一人ではない、主は私たちとともにおられる」と言うことが必要だったのです。私たちは亡者ではありません。私た
ちの存在は、父からの贈り物に満ちているのです。私たちは苦しみの重荷の下で滅びることはありません。なぜなら、私た
ちの心には、すべての道においてその光を与えてくれる、主人の言葉の言いようのない慰めがあるからです。私たちの運命
は、人の意志に左右されるのではなく、父の意志に左右されるのです。もう、障害物も足場も間違った道もなく、真の道を
進むことを思いとどまらせることができるのです。痛みの中で慰めを見つけ、暗い時間の中で光を放ち、生きるための闘い
の中で、力が私たちに向かって流れてきていることを感じるでしょう。誰が私たちを救ってくれたのでしょうか。誰が私た
ちに健康と命を取り戻してくれたのでしょうか。それは、マスターが、その神聖な言葉を通して、私たちを真の道に連れ戻
し、太古の昔からマスターが約束してきた慰めを与えてくれたのです。" 

23 弟子たちよ、真理を愛し、それを理解し、それを生きよ。真理を知る者は、神の光を見る幸福を自分の中に持って
いる。彼は平和を知り、成就の道を揺るぎなく歩んでいる。 

24 この作品は、霊的な存在がこの作品の中で自らを明らかにしていることを知ると、多くの人が批判し、拒絶するこ
とでしょう。しかし、心配することはない。私の教えのこの部分と戦うのは、無知な者たちだけだ。 

25 使徒、預言者、主の使者たちが、人類が意識することなく、光の霊的存在の影響のもとに世界に語りかけ、あなた
方一人ひとりが意識することなく、霊的存在の意志のもとに行動し、語ってきたことがどれほどあったことか。そして、ま
さにこのことは、常に起こっていることであり、私は今、あなたに確認した。 

26 第二の時代、イエスはあなた方に、人間の心は霊界が入り込むことのできる扉であると教えました。彼は、人が犯
した罪のために、その悪い影響によって贖罪の道を試す混乱した存在から自らを解放することを教え、ちょうど、聖霊が人
の口を通して話すことができる程度に自らを完成させることも教えました。 

27 それなのに、これらの啓示は、どれほど頻繁に取引され、どれほど冒涜されてきたことでしょう。これが、私の作
品がこの時代、そしてこれからも戦わされ続ける理由です。しかし、本当に信じている者は、研究し続け、それに従います
。そうすれば、明日、私の教えを説明し、混乱している者、私の教えを冒涜する者を、その誤りから思いとどまらせること
ができるでしょう。 

28 このとき、わたしはこれらの啓示をすべて詳しく述べ、その説明を完結させようと思い、そのためにエリヤを送り
、あなたがたの理解を啓発し、あなたがたのために道を整え、わたしとわたしの霊団の到来に狼狽することがないようにし
たのである。 

29 エリヤは、霊的存在として、この時代の選ばれた者の門を叩きました。彼は、現在の顕現について何も知らず、何
も知らないまま、この奉仕に身を捧げさせるために彼の心を叩いた霊力の前に、悩み、屈服し、敗北していることに気づか
されました。これは、最初の信者が世話をした最初の種であり、最初の花と最初の実を実らせたものである。 

30 その植物は成長して若木となり、その花はメッセンジャー、預言者、守護天使、助言者としてこの民にやってきた
光の存在の現れであった。その果実は、あなたのマスターの神聖な光線による顕現であり、あなたに生命の甘い味をもたら
したのです。 

31 かつて地上にいて、今は別の世界で目に見えないように生きている存在を目の当たりにせずに、どうして自分の中
の死の観念を破壊できるのだろう。あなた方を待ち伏せして悪を引き起こす者たちから解放し、光と善だけを内に秘めた者
たちと調和的に同意するにはどうすればよいのでしょうか。- 

その存在を感じ、その声を聞き、その助言に従うことによってのみ、つまり、その顕現を経験し、その仕事を成し遂げるの
を見ることによってのみ、である。この人々 の証言は、生命は信じるが復活と永遠は信じないと言う人々 を説得するために
、世界中に広がらなければなりません。彼らは知になることを恐れて、死者を守る死者である。 
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32 人々 よ、あなた方に残された日々 は、人間の知性によるこの霊的な宣教のために使ってください。この指導は短い
ものであり、あなたの経験の実り、秘密から解放された真の明確な証言は、明日、あなたの仲間にもたらすものであること
をあなたは知っています。 

33 私の意志で定められた時間が過ぎれば、霊界を物質的な感覚を通して顕現させ続けることは許さない。しかし、主
と霊体の光線がもはやあなたの脳を支配しなくなったとしても、あなたの主を通しての霊感は、祈りに立ち上がるすべての
人の中で永遠に続くことを知りなさい。そして、霊界の光は一つの世界から別の世界へ、一つの霊から別の霊へと輝き、す
べての私の子供たちに届くことでしょう。 

34 この教えの時間を真に活用する者は幸いである。1950年以降、私の教えの種を撒くのはその者たちである。あな
た方は、強大な「木」の葉の一部となったのだから、人々 がその中に生命と真理の実を見出すのを見届けなければならない
のだ。 

35 皆さん、私の教えの真理を心に感じて話すなら、多くの言葉が現実となり、すべての言葉を行動に移すなら、真の
奇跡を起こすことができるでしょう。しかし、もし肉体を通して語るのが霊でないなら、自分を知らせるのが霊でないなら
、あなたは平安も健康も与えることができないでしょう。 

36 スピリットは、あなたが準備したときに、その声を聞かせることができるようになるのです。あなたの中に宿る「
父の子」は、困っている人を助けるために、創造主から与えられた非常に大きな力を持っています。だから、あなたに不幸
を見せる者を滅ぼしてはならない、あなたを呼ぶ者の助けを求める叫びを砂漠で消してはならない、と私は教える。受け取
ったものを伝えることは、あなたの父が教えてくれた掟です。私はあなたを愛していなかったのか？そうすれば、あなたも
仲間に愛を与えることができるのです。この兄弟愛を、あなた方自身の間で伝えてください。 

37 人間は物質的なものだけで生きているわけではなく、精神的な宝物を養っていかなければならない。私はこのよう
に、ただ謙虚に耳を傾ける聴衆に語りかけ、私の教えは少しずつ彼らを変えていくのです。しかし、いつになったら、この
光を地上のすべての民衆に運ぶのでしょうか。すべての人が私の真理の中で自らを清めることを、あなたはいつ実現するの
ですか。 

38 水も汚され、空気も汚染され、細菌と死で膨れ上がっている。体を洗うだけで、いつになったら身も心も清められ
るのでしょうか。そうすることで、何を実現するのですか？- 

自分自身を欺くために。まず、すべての悪い考えや悪い行いの元となる、心と思いを清めることです。受肉した存在が、た
とえわずかな時間であっても、自分とは何か、すなわち霊を感じるために、霊的なパンを必要とするのである。 

39 毎日必要なもののほかに別のパンを求め、自分の家のほかに別の家を求めて努力しなさい。このパンは私の言葉の
それであり、この家は無限の中にある。 

40 私があなたに話しかけると、あなたの心は私にたくさんの願望や希望を伝えてくれます。私は、人生の旅路の中で
、皆さんが通常闇霊や混乱霊と呼ぶ霊的存在の存在を経験した何人かの子供たちに応えています。 

41 なぜあなたは、これらの存在が常習的に現れる場所から取り除くよう、私に頼むのですか？彼らは、賠償の法則を
満たし、経験を積むために、見かけ上の「死」を生き延びたことを知る必要があるのです。彼らは、不信心で物質主義的な
人々 に、魂は肉体から存続しているという真の証を与えるという任務を、不本意ではあるが果たしているのである。 

42 ですから、私が指定した時間が来てから、呼び出すことにしています。今、彼らにはまだ果たすべき使命がある。
だから、あなたがたから取り除くよう、われに求めてはならない。彼らは定められた時まで待たなければならない。なぜ、
あなたは人生のすべてを自分の思い通りにしようとし、他人のためになることは考えないのですか？そういう存在には、寛
大な心で慈しんであげれば、迷惑はかからないと指摘します。 

43 今、想いを馳せ、求めよ、さらば与えられん。自分にとって、そして仲間にとって正しいと思うことを求めてくだ
さい。あなたが尋ねるこれらの瞬間に内なる沈黙を保ち、あなたが私と交わることができるように、そこにいるのは私であ
るという信仰を持つことです。私は魂の声を聞き、心の中に入り、精神から精神へと語りかける。私はあなた方の心から、
すべての痛み、すべての恐れ、苦難、悲しみを取り去る。私が訪れなかった心は一つもない、私が啓発しなかった意識は一
つもない、私が子供たちを解放しなかった痛みは一つもない、それを私と共に受け止め、それら全てを合わせて茨の冠を形
成するのである。 

44 このように、あなた方は私の意志に従って祈り、このようにいつも私を迎えるのです。外見的なジェスチャーで愛
を示すのではなく、そうしている姿を見せることでしか、あなたの役に立てないのです。沈黙のうちに私を求め、あなたの
主と二人きりになりなさい。そうすれば、あなたがたの心に私の存在を得ることができ、あなたがたに言う私の声を聞くこ
とができるだろう。 

45 イライジャ この時 選ばれし魂達よ 生まれ変わろうとも 肉体を離れようとも 心を一つにして強くあれ 

君達を待ち受ける試練は大きいのだしかし、あなた方は私の聖なる霊の光によって照らされ、浮かび上がるだろう。わが言
葉を正しく把握し、麦と雑穀を分ける方法を知るために、自らを鍛えなさい。この道から外れないように、また、痛みが不
意に襲ってこないように、見守り、祈りましょう。 
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46 私は痛みを与える者ではないことを理解しなさい。私はあなたの魂を飾ろうとするあなたの父なのだから。人生の
旅路で痛みを蒔くのはあなた自身であり、その痛みが襲ってきたとき、あなたは私に言う。「主よ、なぜ痛みは私たちに重
くのしかかってくるのでしょうか？しかし、私はあなたに愛を与え、祝福し、私の指示を与えるだけであることを自覚して
ください。 

47 私のたとえ話を聞いてください。 

48 ある女性が、長男8歳、中男7歳、次男4歳の3人の男の子を抱いて小道を歩いていました。母性愛をふんだんに与
え、大きなやさしさで養い、身にまとわせたのです。ある日、長男が母に言いました。「長い間、あなたは私たちを食べさ
せ、着させるために苦労してきました。私は私たち兄弟の中で一番背が高いので、兄弟をサポートするためなら、どんなこ
とでもする覚悟です。同様に、私の少し下の弟も、大きくなったら、末っ子のあなたを助けるために働くでしょうし、彼も
また大きくなったら、私たちと同じように働くでしょうから、みんな一緒に同じ道を歩んでいくことになります。" 

49 あなたはまだ小さいので、本当に言いますが、あなたはまだ世界を知りません。悪事を働く人々 があなたを傷つけ
、あなたは苦痛に満ちたまま、私のもとに戻ってくることになるでしょう。しかし、私はあなたを愛しているのだから、あ
なたが道を踏み外したり、自分のせいで辛い思いをしたりすることはないようにしたいのです」。その少年は、「あなたの
ご意志に沿い、適切な時期が来て、あなたの指示する場所に行けるようになるまで待ちます」と、屈託なく答えたのである
。 

50 その女性は彼に言った。「本当に、あなたは今、最初の教訓を学んだので、私はあなたを兄弟姉妹の中で最も偉大
な者と考える-あなたの年齢のためだけでなく、あなたが従順で慎重であるため。 

51 年月は流れ、少年は青年になっていた。同じく成長した弟たちは、日に日に知性を増していく兄の慎重さをお手本
にしていた。 

52 ある日、女は青年に言った。「あなたは世の中の道をさまよいたいのですか？汝に一冊の書物を与えよう。その内
容を研究し、その教えを汝の心と体に刻みつけよ。「汝に告ぐ、これはいかなる危険も克服し、いかなる苦痛も汝を驚かす
ことはないであろう。」すると彼女は、兄弟と一緒に彼を、由緒ある老人の住む小屋に連れて行き、老人に言った。「ここ
に、あなたが長い間待っていた私の子供たちがいます。あなたの意志にしたがって、彼らを受け取り、援助してくれること
を望みます。 

53 老人は二人を愛情深く見つめ、女に言った。「あなたの子供たちは良い子ですが、世に出るにはまだ準備が必要で
す。まだ弱く、世間が彼らに腐敗を伝染させるかもしれないからです。あなたが手にしている本を私にください。そこから
あなたに素晴らしい教訓を明らかにしましょう。この教訓をよく考えなさい。そうすれば、その真理によって、あなたはど
んな危険も無事に切り抜けられるでしょう」。この本から学び、兄弟に愛情を持って指導し、その兄弟が今度は一番若い子
に指導するようにし、そしてあなた方は愛のわざによってこの指導の証人となるのです」と言いました。 

54 最も偉大な兄弟は、その顔がとても優しく穏やかな老人を見て、彼の前にひざまずき、「あなたの手と額に口づけ
させてください」と言いました。老人は答えた。"あなたは私の愛にふさわしいから、これを行いなさい。""これによって
あなたは偉大な行いをするのだ"。そこで、女は青年に言った。「もうすぐ私の世話から離れるのだから、心の準備をしな
さい。でも、遠く離れていても、あなたは私と一緒にいてくれる。あなたがいつも弟たちのことを思い出し、弟たちがあな
たの手本となるような行動をとることを願っています。いかなる誤りも犯さず、彼らが自分自身を見つめることのできる純
粋で輝く鏡のような存在となり、あなたの例に倣って、彼らが苦痛から免れるように。" 

55 若者は、「あなたと善良な老人を愛しているからこそ、兄弟たちの手本となるべく、できる限りのことをします」
と答えました。時が来て、青年はさまざまな場所に出かけた。しかし、どの場所でも、悪と苦が大きく、罪によって心が硬
くなっているのを見た。一瞬、恐怖を感じたが、老人の言葉を思い出し、本を開くと、最初のページに人を支配すべき掟が
書かれており、それに従うことで人は強くなるのだという。その教えは、病める者の痛みを和らげ、苦しむ者を元気づける
癒しのバーム、盲人に視力を回復させる光、混乱する者を啓発する知恵、そして同胞の心に平和をもたらす知恵であった。 

56 主よ、祝福あれ。あなたの教えによって私は啓発され、あなたが私の心に住まわれ、あなたが私にさせたいと望ん
でおられるわざを私に奮い立たせてくださったことを感じています」。私は、この世界の住人にあなたの神聖なメッセージ
を伝えるために、戦いに立ち向かう準備ができています。 

57 その青年は、心の痛みとは別に、巨大な闇に包まれたあの大衆が、正義と慈悲に飢えていることに気づいたのだ。 

58 愛に満ちた彼は、大勢の人々 に向かって言った。「私は遠いところから、老人の使命を果たし、あなたがたの苦し
みを癒し、知識を深めるために、あなたがたのところに来たのです。私のもたらすメッセージを聞き、心の扉を開き、あな
たの中にある真実を受け取りなさい。"私をあなたのもとに送った老人を愛するように、私はあなたを愛し、彼の愛に満ち
た助けをあなたに伝えます。"と。 

59 その時、貧しい人々 は両手を広げ、その愛の贈り物を感じた時、彼らの目から懺悔の涙が溢れ出し、その使者の言
葉は澄んだ水のように彼らの渇きを癒してくれました。彼らは平安を感じ、あの若者を送ってくれた老人に感謝し、彼の模
範によって自分たちの救いの道を教えてもらった。 
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60 青年は彼らに言った。「受け取ったものを心にしまっておき、時や世の中の悪に奪われないように。そうすれば、
あなたの贖罪は二重に重くなるのです」。 

61 喜ぶ群衆が「どこから来たのか」「何と名乗るのか」と尋ねると、青年は「言ってはいけない」と答えました。私
がメッセンジャーであること、それだけを知っていればいい。自分が受け取ったものを信じること。信仰があれば、あなた
のハンセン病も消えるからです。" 

62 人々 は健康で強くなったと感じると、今まで聞いたことのない愛の賛美歌を歌い、青年に導かれて老人に信仰と献
身と愛を捧げたのです。 

63 若者が自分の使命の成就を報告するために老人のもとに戻ると、隣人に愛のメッセージを伝えるために自分を送り
出した人が、彼を胸に押しつけ、彼を連れてきた女性のほうを向いてこう言った。それは、彼の模範が兄弟姉妹の模範とな
り、彼らが行くべき時が来たとき、人々 の心に私の真理を宣べ伝えることができるようにするためである」。" 

64 愛する人々 よ、私は再びあなた方にわが愛の教義を授けた。それは、あなた方がそれをはっきりと把握し、人生の
旅路においてあなた方を導く光となるように、そして、あなた方の任務を遂行することを通して、愛に満ちた父に近づき、
モーセのようにあなた方に報酬を与え、約束の地の明るい領域を見せてくれるようにするためだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 164 
1 魂が完成に至るために必要な光と力を得るために、私はこの時代、あなたを大いに試した。解決のない試練はなく

、魂に一筋の光を残さない苦痛もない。その中で、自分の献身を説明することができ、自分の弱点を正しく評価することが
できるのです。あなたがたは、信仰の証拠と私の教えのあかしをしなければならないからである。 

2 教えを受けたら、それを応用できるように、忘れないように訓練します。私は、あなた方の人生の道筋に働きかけ
ている。それは、あなた方が声の主を通して私の言葉を受け取れなくなる時が来ても、あなた方が霊から霊へと私と会話を
続けられるようにするためだ。あなたの行くところどこにでも、私が同行し、あなたの言葉の中に私の言葉が、あなたの思
考の中に私のインスピレーションが、あなたの精神の中に私のものがあるようになる。あなた方は私の新しい弟子であり、
私はあなた方から離れることはない。彼らも試練を受け、その最も困難な瞬間に、私は彼らを観察し、その信仰を裁いたの
です。 

3 師匠が弟子たちを連れて、穏やかな湖の上を舟で航行していたときのことである。イエスは語り、人々 はそれに耳
を傾けた。教えが終わると、師は目を閉じ、休息をとった。弟子たちは私の言葉を議論し、互いに助け合ってそれを把握し
た。- 

それまでは、その弟子たちの周囲はすべて平和だった。その時、大嵐の前兆が現れ、大荒れの海は乱れ、波は高くなり、舟
は波の戯れとなった。弟子たちは身の危険を感じ、互いに指示を出し合い、帆を集め、ある者は祈りながら。彼らはイエス
を起こす勇気はなかったが、危険が増すにつれ、大声でイエスを呼んだ。しかし、彼は眠っていて、その声は届かなかった
。そして、二度目、三度目と呼びかけ、「先生、起きてください。イエスは目を開いて彼らに言われた。"私を信じなかっ
た信仰の薄い者たちよ"。そして、その手を伸ばして、水の洪水をおさめるように命じられた。再び平和が訪れ、海は穏や
かなままだった。弟子たちは、自分たちの信仰のなさを恥じ、目の前で起こった奇跡に心を打たれ、二度と疑わないことを
誓い、この試練の後、彼らの信仰はより大きなものとなった。 

4 このとき、あなたもそんな海を航海しているのです。あなたは、異常の嵐、罪と利己主義に苦しんでいるのです。
船は私の作品、その師匠はあなたが聞いている人、弟子たちは今一緒にいるあなたたちです。今日もあなたの船に打ち寄せ
る波は荒々 しく、ますます激しくなる嵐を前にして、あなたは私が眠っていると思うのでしょう。そして、大声で呼びかけ
ると、まさにその言葉を繰り返し、「私の教えを利用していない」と言われるのが当然です。 

5 船で行こう。見よ、わたしが手を水の上に伸ばし、「落ち着いて、静まれ」と言うときが、もう間近に迫っている
のだ。今日、私はあなたがたを準備している。やがてあなたがたは私の声を聞くことができなくなり、私はあなたがたを強
いておく。まだ最後の指示を出していないが、その時が来たら、試練を恐れず、危険に直面して絶望せず、私の指示を思い
出し、よく考えなさい。 

6 今、マスターはあなた方に問う。あなた方の死者はどこにいるのか、なぜあなた方の愛する存在の消滅を嘆き悲し
むのか。私の目には、だれも死んだ者はいない。彼らは皆生きている。あなたが失ったと思った人たちは、私と共にいる。
死が見えると思うところに、生があり、終わりが見えるところに、始まりがある。すべてが謎と底知れぬ秘密だと思うとこ
ろに、永遠の夜明けのように澄んだ光がある。無があると信じているところに全てがあり、静寂しか感じないところにコン
サートがある。 

7 あなたの魂はまだ完全に上昇進化に目覚めていませんが、この間に私が様々 な形であなたに課す試練は、あなたに
現実を突きつけ、あなたが現在とても愛しているこの世界は、あなたの肉体の殻に喜びを与えてくれたのでとても賞賛して
いましたが、あなたが上昇してより高い、より精神的レベルの生活に到達したので、その後あなたは貧しいと考えるでしょ
う、そしてこれはあなたが生命の充実に達するまで継続されます。 

8 魂と肉体の進歩のために必要なものだけをこの世から利用する人は幸いである、そうすればこの世からの分離はあ
なた方にとって難しいことではない。肉体の殻を捨てなければならないときに、魂が苦しんでいると感じることはないでし
ょう。 

9 一時的に自分の殻や衣服となっている身体から、真に身を委ねて切り離し、今住んでいる世界で手に入れたものす
べてに対して同じことをすることができるようになってほしいのです。魂には距離も不在も死もないことを知り、この世を
去るときは、同じ父を愛し続け、同じ法則に支配され、同じ上昇発展という理想を求めて努力する、より良い人生に入るの
だということを理解しなさい。 

10 人はどれほど死を恐れ、死の時が来ればどれほど落胆することか。魂は無限大、その最高で未知の領域を恐れてい
る。そして、なぜ恐れるのですか？- 

なぜなら、あなた方は自分たちの準備をしなかったからです。私はあなた方に霊的な指導をした、あなた方は初めから自分
の運命を知っているのだ。神の法と人間の法は常に調和し、意識的に装備してその時に臨むことができるように、（正しく
）生きることを教えてきたのです。 
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11 あなたがたが私の教えを忘れそうになるたびに、私からの使者が現れ、預言者であれ私自身であれ、あなたがたに
光を取り戻させたのです。それゆえ、私は今、ある者には神秘に満ち、ある者には輝く手本となり、私を理解できない者に
は混乱させ、私の存在をはっきりと感じた者には威厳に満ち、仰々 しくなく、沈黙のうちにあなた方のもとに来たのである
。 

12 人々 よ、この祈りと一体となった私の霊の平和が世界中に感じられ、広がっていくように、祈ってください。みな
さんが心の故郷にいれば、祈りは無駄ではなかったと気づくはずです。そこでは、すべての霊的存在がいかに近くにいるか
、そして、霊から霊へのコミュニケーションがいかに容易であるかを体験することができます。科学が伝えきれなかったこ
とは、それ自体にすべてを含み、現在私が人間の知性という能力を使ってこれらの教えを与えているわが教えに基づいて、
あなた方が悟ることになるのです。 

13 この恵みの朝、キリストの輝きが姿を現し、全世界のために身代わりにあなたを迎えてくれます。 

14 あなたがたは内心で集まって、私の言葉を聞きなさい。あなたが来ないから、私が霊で来たのです。しかし、本当
に言いますが、人間は霊的に昇華して私に到達するために、その霊的成長を全うしなければなりません。- 

いつの時代にも、人間はわが戒めに対して、肉の融通の利かなさをふりまき、精神の進歩を阻んできた。しかし、わたしは
親切にも、わたしの教えを実践するようあなたがたに教えたので、あなたがたはそれに従うことが不可能でないことを知る
であろう。 

15 世界があなたを必要としているのに、あなたは立ち止まってしまっている。この御言葉は、地上の義だけでなく、
霊的な自信も与えてくれることを理解しなければなりません。父なる神の恵みが込められているのです。 

16 己の完成を目指し、人生の道に愛と慈悲を蒔くことで、精神的な救済を得ることができるのです。 

17 この仕事は、あらゆる人間科学の上に、人間がこの世で所有し、知ることのできるすべてのものの上にあるのだか
ら。人類が陥った物質化は、霊化の素晴らしい人生を垣間見ることを許さない。私は今、あなたを裁いているのではなく、
私の言葉を反省して私を理解してほしいだけなのです。 

18 世界は私の声を聞いていない。私が自分を知らせるためのこれらの身体の声は、わずかな範囲しかないのだから。
ですから、私の知恵である良心の声こそが人々 に語りかけ、利己主義の呪縛によって、その声の呼びかけに耳を貸さず、お
世辞や地上の名声にばかり注意を払い、社会的地位や権力に酔いしれている多くの人々 を驚かせるのです。 

19 これらの人々 は、私があなた方に語りかけ、私のもとに来るためには愛と慈悲を実践しなければならないことを明
らかにしたことを知るとき、深い霊的な眠りから目覚め、装備を整えて、謙虚に私に仕えるようになるであろう。これらの
例を通して、私は人類に語りかけ、その根本原理を揺さぶるのです。言語や人種が混ざり合い、人は書物や羊皮紙にはない
兄弟愛の秘密を発見するからだ。 

20 私はあなた方を愛している。あなた方を真の道に導き、最終的にあなた方が私の完全な法を実践していると確信で
きるよう、私の導きとなる言葉をあなた方全員に与えるのだ。 

21 今日、あなたは私のためというより、世界のために生きている。体に必要な栄養を与え、魂に必要な救いを与える
ことで、両者を平等に評価しなければならない。 

22 すべての人は、人間の活動を拡大するために努力し、すべての心は、さまざまなアイデアを生成しますが、人の作
品のすべてがより高い発展を達成するためにあなたに役立つわけではありません。 

23 人間は科学によって自然の法則に違反し、私があなた方のために創った力を破壊の道へと導いている。そのため、
皆さんの人生には様々 な波乱が起きています。あなたは殺伐とした戦争を引き起こし、平和の使者は失敗したと思い、信仰
を見いだせなくなるからです。 

24 しかし、私は私の平和を必要とするすべての心に私の平和をもたらすために新しいメッセンジャーを訓練している
、それはあなたである。あなたの祈りによって、人類がこの平和を分かち合うことができるように。そうすれば、次々 と人
の々心をつかみ、世界が平和の国に入る日が来るでしょう。人が作る平和、つまり権力や脅しに基づく平和ではなく、精神
的な平和に基づく平和、つまり互いに愛し合うことによって達成される平和が必要です。 

25 1950年以降、精神化の時代が始まる。私は、自分自身を装備するすべての人を通して自分自身を明示します。そ
うすれば、私の精神があなたから離れることはないと感じるでしょう。 

26 私の言葉はあなたの霊に刻み込まれ、あなたはそれが実現するのを見るでしょう。それを思い出すたびに、心に安
らぎを覚え、自信と光を感じることでしょう。 

27 私の律法は、あなたの肩にかかる重い十字架にはなりえません。それどころか、霊のリフレッシュと喜びとなるの
です。 

28 そのように私に仕えるからといって、不信心な同胞を恐れてはならない。彼らには、私の前に出てくるべき時が定
められているのです。しかし、まず私に仕えることで、私の教えの模範となるようにしなければなりません。あなたがここ
で私に仕えた時間は、永遠の命で償うことになる。 
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29 あなたを通して、私は人類に私の愛を与えたいのです。見よ、あなたの国が安全である一方、他の国は破滅に陥っ
ている。東洋に目を向け、思いを馳せると、そこには飢え、痛み、絶望がある。ですから、あなたの祈りは、同胞への慈し
みと愛に満ちたものであってください。そうすれば、距離のないあなたの霊の愛が同胞に届き、あなたの愛の慈悲で彼らを
包み込むことでしょう。 

30 この瞬間、私のところに行き、天国で永遠に私を崇拝することができると期待して、死ぬことを夢見る者がどれほ
どいるだろうか。私のところに導いてくれる天の梯子を一段でも高く登るためには、人間として正しい生き方をしなければ
ならない。私の教えの本質を多くの人が誤解しているのは、無知が原因です。 

31 彼らは、この世で自分を汚すことを恐れている。そうすれば、永遠に天国を失うと信じているからだ。しかし、彼
らは間違っている。誰も天国を失うことはないのだから。永遠とは、あなた方が創造主のもとに来ることができるように、
創造主があなた方に提供する神から与えられた機会なのです。 

32 もう一つの誤りは、自分を清く保ちたいが、それは御父への愛からではなく、自分を創った方に喜ばれるためでも
なく、ただ自分の地位、快適な場所を得るために条件を満たしたいというエゴイスティックな欲求からです-

そしてこれは、人々 が作った考えによれば、将来、永遠の命においても同じです。 

33 ある人は、死が自分を驚かせ、主に捧げる功徳がなくなることを恐れて、善い行いをしようと思うのです。また、
悪から離れますが、それは、罪を犯したまま死んでしまい、現世の後に地獄で永遠の苦しみを受けなければならないことを
恐れてのことです。 

34 多くの人が想像する神の姿は、なんと奇形で不完全なものなのだろう。なんと不当で、怪物的で、残酷なことか。
人間が犯したすべての罪と犯罪を合わせても、永遠に続く地獄の罰、つまり神が罪を犯した子供たちに課す忌まわしい罰と
は比べものにならない。神の最高の属性が愛であることを説明しませんでしたか？それなら、永遠の苦悩は、永遠の愛とい
う神の属性の絶対的な否定になると思いませんか？ 

35 キリストが人となられたのは、神の愛をこの世の前に現すためです。しかし、人は心が荒み、物知りであるため、
一度受けた教えをすぐに忘れてしまい、誤解してしまうのです。人々 は次第に正義や愛と復讐や罰を混同するようになると
思ったからです。だから、私がこの世に霊的に戻って、人々 が理解していない教えを説明するときが来ると、あなた方に予
告したのです。 

36 その約束された時とは、あなた方が生きている今であり、私の正義と神の知恵が、あなた方の神の崇高な愛の完全
な教えとして明らかになるように、私はあなた方に私の指示を与えたのである。私が来たのは、人がやがて主の作品を、あ
るいは生命そのものを破壊してしまうことを恐れてのことだと思いますか？いいえ、私はただ、光と平和に満ちた私の子供
たちへの愛から来たのです。 

37 あなた方も愛ゆえに私のところに来るのが正しいし、適切ではないでしょうか。自分への愛からではなく、父への
愛、同胞への愛からです。地獄の苦しみを恐れて罪を避けるだけの人が神の愛に感化されていると思いますか、それとも、
それによって得られる報酬、すなわち永遠の場所を考えて善行を行う人がいると思いますか。このように考える者は、私を
知らないし、愛ゆえに私のところに来たのでもない。彼は自分への愛だけで行動している。 

38 長い間、人の目を覆ってきた無知という暗黒の包帯が永遠に落ち、生命が満ち溢れるのを見ることができる時が来
たのだ。もしある人が、地獄の刑罰を信じ続けて、この信仰が地上での歩みを導く手綱となることを望むなら、真実は偽り
よりも魂を支配する力があると、私はあなたに告げます。 

39 弟子たちよ、内なる収集をもって私の言葉に耳を傾け、よく考えよ。 

40 人類よ、もしあなたが血なまぐさい戦争に使ってきたものをすべて人道的な仕事に使っていたら、あなたの存在は
父の祝福に満ちたものになったでしょう。しかし、人間は蓄積した富を利用して、破壊と苦痛と死の種をまいてきた。これ
では、兄弟姉妹であり、神の子である者が送るべき真の人生であるはずがない。このような生き方は、私があなたの良心に
書いた掟に反するものです。 

41 あなたがたの住む場所の誤りを自覚させるために、火山は噴火し、火は地から流れ出て雑草を滅ぼすだろう。風は
解き放たれ、大地は揺れ、水の洪水は国土と民族を荒廃させるだろう。 

42 このように、自然界の王国は人間に対して不快感を示すようになる。なぜなら、人間は自分を取り巻く自然との間
に結ばれていた友情と兄弟愛の絆を次々 と破壊してしまったからだ。 

43 科学者たちは、一方では自然からその秘密を奪い、破壊し殺すための新しい要素や力を発見するためにあらゆるこ
とをしているが、他方では、保存し、愛し、建設することを教える真の科学は無視されていると私は見ているので、マスタ
ーはあなたにこれらの啓示を与えている。この時代の人々 は、自分たちが真の使命を怠り、任務を放棄していることに気づ
いていないのです。 

44 地球上には何百万人もの病人が住み、何百万人もの子供たちが世の中に取り残され、混乱しているのです。数え切
れないほどの老人が、自分の境遇に耐えるための支えとなる安らぎを得られないでいるのです。無防備な未亡人や、本当の
家庭のおいしい温もりを知らない女性たちがいるのです。あなたは、神から生まれた制度である結婚を冒涜することによっ
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て、人間生活の中で最も貴重なものを踏みにじったのです。神聖であるべき人命を踏みにじったのです。あなたは私の子供
たちの家を破壊しています。彼らは私が崇拝される聖域であり神殿であるため、不可侵でなければなりません、どんなに謙
虚であっても。しかし、人々 は宗教を持っていると主張する。あなたがたのような行いをすることを教えるこの宗教は、い
ったい何なのか。 

45 大いなる日、父はすべての人々 に語りかけ、その声は裁きを意味する。 

46 この災難は、人類が陥ってしまった物質化から生じている。あなた方が霊を最後尾に追いやり、肉の情念と死の観
念を優先させたので、ついに今日のような結果になったのは当然のことです。肉は利己的なものですから、戦争と完全な道
徳的退廃以外にどんな果実を期待できたでしょうか？ 

47 霊化の教義だけが、良心の声を人間に聞かせ、精神が罪から解放されるようにすることができるのです。 

48 これから勃発する新しい戦争は、物質的な目的のために行われるのではなく、霊と「肉」との戦いであり、そして
、霊が勝利したとき、世界の平和回復のしるしとして、人の間に愛の支配を宣言するのであろう。真の平和の基礎の上に、
精神的・物質的進歩の世界を築くことができると思いませんか？ 

49 これからの世代に待っているのは、精神的に高揚する仕事です。人間がこの崇高で高貴な仕事に人生を捧げるとき
、彼は自分の主、今もなお構築し続けている創造主との調和を見出したと感じることでしょう。 

50 この教えを聞きながら、自分の言葉や考えや仕事の小さな世界を新しくし始めると、それによって人類の再生に貢
献することができるのです。 

51 宇宙は、私が人間の目の前に開いた偉大な知恵の書であり、人間が創造物を支配する法則を知り、それを守ること
を学ぶようにした。この書物を研究することによって、彼は知恵を獲得し、地上生活における改善、幸福、進歩のために努
力し、この知識をあらゆる種類の霊的洞察力で戴くならば、彼は深遠かつ偉大な試練であるこの存在において絶対的勝利を
得ることになり、真実を自分のものとし不滅となるのです。 

52 宇宙を支配する神の法則は、知恵、力、愛の法則です。そこから、存在するすべてのものの創造の基礎となる他の
すべてのものが派生するのです。 

53 "宇宙": 

もし人間が純粋な心で、私の真理をもっと知りたいという切望に満ちた心であなたを研究し、利己的で傲慢な感情ではなく
、何よりも霊によって鼓舞されるなら、今まで受けなかった偉大な教えをあなたから受けることができるでしょう。あなた
の中に、彼は私の国のイメージを見出すことができるだろう。 

54 私の愛する子供たちよ、あなたがたの心に私の光を注ぎ、私の言葉を私の知恵の書の文字として学ぶことができる
ように。人間の思考力は、精神的な思索のための無限のフィールドである。私の言葉を振り返ってみてください。 

55 多くの人が私の話を聞いてくれたが、当分、すべての人が同じ愛を持って私について行こうとするわけではないだ
ろう。そのときも、私は大勢の人を呼びましたが、そのうちの十二人だけが私に従いました。その中でも、本当に師の近く
にいたのは3人だけで、ヨハネだけが、その大きな愛の力によって神の知恵の宝庫を開いたので、大きな謎の啓示を受けた
のです。愛は、謙虚さと柔和さを含んでいるので、知恵の門を開きます。愛こそは、精神の永遠性における平和の真の故郷
である。それを実践する者は、知恵が湧いてくるので、何も求める必要はない。彼は不完全な者、罪人を理解し、誰も非難
せず、すべてを弁解します。弱者だけでなく、強者も理解してくれる。愛がすべてをもたらし、愛によって人間が創造され
、愛がすべてを動かし、一致させる力となるのです。愛こそが、あなたの存在理由です。 

56 人間には、まだどれだけの謎が残っていることか。彼の周りには、すでに目に見え、目に見えるはずの、目に見え
ない、形容しがたい存在がいるのです。 

57 美と啓示に満ちた生命が、人間の存在の上に脈々 と流れているのに、盲目の彼らはまだそれを見ることができない
。 

58 私の教えを忘れてはならない、それはあなた方が真理の使徒となるために役立つからだ。私の教えの真の使徒とは
、神がイエスを通して教えてくださったことをすべて実行する人のことです。私の話をずっと聞いてくれているあなた方一
人一人に、「今何をしているか、何をするように指示したか、何を望んでいるか」と尋ねれば、私は断言します。神が命じ
たことをやっているのか、それとも自分が命じたことをやっているのか？"どう答えたらいいかわからないでしょう。 

59 この国は、この時代に私の約束を果たすために選ばれたのです。そうすれば、あなた方は私の言葉の始まりと終わ
りの証人となることができます。第二の時代にも、私の来訪を知らせるために、全世界に私の宣言を広める必要はありませ
んでした。それは、民衆を目覚めさせ、証しするために出発し、受け取った種を広めるのに十分なものだったのです。私の
教えを受けた人々 が、これほど大きな遺産の絶対的所有者であるとか、このワークにおける霊的使命を託された唯一の存在
であると考えることは許されなかったことを指摘しておかなければなりません。しかし、啓示を受けた人々 は、その恩恵に
あずかることができませんでした。 

60 第二時代、キリストがユダヤに蒔いた種が、ユダヤの外でしか花を咲かせなかったことを思い出してください。 
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61 私は、このような出来事がすべてあなた方の間で繰り返されなければならないと言うつもりはありません。私の教
えがこの人々 の間で輝き、彼らの道を照らすことが私の望みだからです。しかし、もしあなた方が、私があなた方に託した
祝福された使命の遂行に身を捧げないのであれば、また、あなた方が真の神の師の弟子のように身を捧げないのであれば、
少なくとも人々 を呼び寄せ、私が私の話を聞いた人々 に話したことを彼らに説明し、私の命令を彼らに伝え、彼らが私の法
と私の指示に従うことができるように彼らの道を照らし出してください。 

62 私の言葉は命を支えるものであり、人類はそれを欠くために自らを破滅させていることを忘れてはならない。私の
言葉は、救いへの道を指し示す道です。道に迷い、取り乱してさまよっている人がたくさんいることを忘れないでください
。行ってみて、救ってあげてください。 

63 私の言葉を聞きに来る人に注意を払いなさい。嬉し涙を流し、過去の過ちを悔い改め、改める決意をする様子をご
覧ください。愛に飢えて私のところに来た人たちが、家に戻ったとき、いかに心に平安があったかを見てください。あなた
が私のプレゼンスの中に連れてきたとき、彼らは社会から軽蔑されていました。そして、私が彼らを声の担い手、指導者、
預言者とし、彼らが私の仕事を広げ続けるのを目撃したのです。私の言葉は、彼らの精神を強めるだけでなく、彼らの体を
健康にするものでした。 

64 あなた方は、私が何世紀にもわたって語り、教えてきた人々 である。私はあなたの魂のことを指しているのです。
私はしばしばわが真理の光で啓発し、償いの道を援助し、新たな身体の殻を付与してきたのです。 

65 私は、時代を超えてあなた方に愛と知恵の書を遺した。そのページに、あなた方が神へと続く道を示す光を見いだ
すことができるように。この時代のわが啓示の中に、その真実の具体的な証拠を見出したいのであれば、この言葉と、過去
に私があなたがたに与えた、「私は道であり、真理であり、命である。 

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 165 
1 しばし休め、愛する人々 よ、その疲れを私に預けてくれ。私の思いやりのある愛が、あなたをご主人様のもとへ呼

び寄せたのです。私の言葉の真髄があなた方の心に届き、私の存在があなた方の魂に感じられるように、あなた方の心を偏
見から清めることだけをお願いします。このような準備と霊化の不足のために、あなた方は私が与えた多くの教えを理解し
ていないのです。私の言葉を理解し、私の教えを実践していれば、すでに弟子になっているはずなのに、不確定な長い間、
あなた方は初心者としてここに来ているのです。 

2 理解する。もし、あなたが自分の情熱をコントロールし、世界があなたに及ぼす魅力を拒絶したいのなら、私の言
葉の中にそのための光と力を見いだすことができるのです。 

3 これに満足して、私の話だけを聞いて良心を鎮めようとする人は、すぐに無気力に陥り、誘惑に負ける危険性があ
ります。だから、私の言葉は、途中で倒れた人を励まし、持ち上げてくれるのです。 

4 星がメシアの到来を告げたように、この時代、エリヤの霊がその光を通して私の到来を告げたのです。私の思いや
りある愛は、第三の時代の啓示を受けるために、この地上の場所を用意しました。今日、世界はまだこれらの教えを知らな
い。しかし、適切な時期に、良い知らせは全人類に届くだろう。この時代の精神的な意味を直感的に感じ取ることができる
のです。この時代の大きな出来事に、過去の予言の確認と成就を認めることができる人がたくさんいるのです。 

5 人びとよ、あなたがたに与えられている恩恵がどれほど大きいかを知りなさい。しかし、この群衆の中には、私の
顕現を疑い、私の言葉を声の主が語ったとする者がまだいるのだ。彼らはあなたと同じように無知であり、あなたは彼らが
あなたの仲間から生まれるのを見たのですから、これらはあなたに何を与えることができるでしょうか。その中には、霊性
がないために、あなたのような肉親、罪人もいるのです。しかし、私の光が彼らを照らすとき、私の光線が彼らを鼓舞する
とき、彼らは私の愛と私の力の奇跡によって変容するのです。 

6 あなたはまだ眠っている町のようです。その町の住人は休息することに専念し、誰かがうめき、助けや保護、バー
ムやパンを必要としていても聞き入れません。今はまだ、人を忘れ、自分のことしか考えていない。しかし、あなたが目に
見える人々 や、あなたが直接目撃できる苦難を忘れるなら、霊の中にいる人々 や、苦い悲しみの鎖を引きずっている人々 を
、あなたはどれほど忘れてしまったことでしょう。あなたの任務は、現在も不在も、遠くも近くも、見えるものも見えない
ものも含めて、すべての兄弟姉妹のために見守り、祈り、執り成すことであることを自覚してください。 

7 この時、私はあなた方に坩堝を通過させ、それを通過した時、あなた方が世界のスパイス、暗い道を照らす光とな
るようにするのである。 

8 私の威厳に満ちた声は、人類を無気力から呼び起こし、あなた方が私の愛する人々 の一員となるようにと呼びかけ
ているのです。 

9 私は、あなたが知りたいと思う多くの啓示の背後にある扉を開く鍵を、あなたに託します。この鍵を使い、王国へ
の扉を開くことを学びなさい。そうすれば、これまで計り知れない謎だと思っていたことが、すべてわかるようになるでし
ょう。 

10 あなたがたは、あなたがたの知識の一部となるべき、人が神だけに属すると思い込んでいる多くの啓示を、まだ理
解することができないのです。それを解釈しよう、突き詰めようとする者が現れると、たちまち冒涜的と言われ、僭越とさ
れるのである。 

11 もし、昔の人が、ある日突然、あなたが知っていることがすべて、科学の面でも霊的な啓示の面でも、人類に知ら
れるようになると言われたら、どう言っただろうか？このようなイベントを発表する人は、神を冒涜していると言われたり
、頭がおかしいと思われたりしたことでしょう。 

12 また、この時代には、-

霊から霊への対話、地球全体の平和の確立、来世の知識が発表されると、唯物論的世界がこれに反対して立ち上がり、その
ような目標達成の可能性を全力で否定し、そのような出来事をあえて発表する者を厳しく非難することも起こるでしょう。 

13 もし人類がかつての預言者の言葉や宣言を研究し、理解したならば、あなた方が現在見ていること、すなわち人類
が現在経験していることの多くを、その中に見出すことができたでしょう。 

14 あなたが獲得した霊的な概念は、あなたの科学が発見したすべてのものと同様に、あなたに予言されたものです。 

15 そして、このコミュニケーションによって、現在、民族と世界を隔てている多くの障壁が消滅することを、今日、
私は断言することができます。あなたが父と精神的につながることを学び、精神と精神との談話を達成したとき、見えるか
見えないか、存在するかしないか、近いか遠いかの兄弟姉妹とつながるのに、どんな困難がありえますか。 

16 私の教えの中で、あなた方は現在、この霊的コミュニケーションの形式を学んでいるのです。毎日実践するために
、私はあなたに、沈黙し、唇を閉じ、あなたの霊に語らせるようにと助言しました。 
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17 あなた方は私の良き謙虚な弟子であってほしい、共同体の中で任命や名誉を主張するのではなく、あなた方の理想
はただ徳によって完成されることであり、あなたの人生が手本となるように私の指示に従うことである。名誉ある場所、肩
書き、名前も、それを正しく所有するメリットがなければ、何の役に立つでしょうか。 

18 何もしないこと、間違ったことにしがみつかないこと。私は、あなた方が知らないうちに、あなた方の間に階層を
設けている。あなた方が発展の道をしっかりと歩んだことは、私だけが知っているからだ。基本的にすでにマスターであっ
ても、常に小さいと感じること。 

19 この愛は、あなた方がすでに心の中で感じているように、あなた方を目覚めさせ、父の使命を果たすために立ち上
がることを望んでいます。 

20 このみことばは、繊細なノミのように、あなたがたの精神をなめらかにし、かたちづくる。 

21 私の法が常に人間に植えつけてきた誠の理想を維持してほしい。それが、世界に兄弟愛と精神性を確立するまで闘
争を続ける助けとなるのだ。 

22 あなた方はそれぞれ、到達した霊的成熟度によって私を理解しているのです。それゆえ、私は、すべての人が私の
光を受け、私の教えを理解できるように、さまざまな方法で自分自身を明らかにする。 

23 あなたの精神的な成長の道に立ち止まってはいけません。あなたが成長するにつれて、私はますます自分自身を明
らかにし、あなたが開発の各ステップでより大きな栄光で私を受信することを意識してください。 

24 たとえ、わが言葉を伝える者が戦いに敗れたとしても、私はわが民にわが身を知らしめるであろう。あなたがたに
言うが、私はあなたがたにこの教えを欠かすことはないであろう。覚えておいてください。あなたがわたしに耳を傾けてい
る間、あなたの信仰が人生の道に生じる障害を克服するのを助けるように、あなたに力が流れ込んできたのだ。私の顕現の
証人としてあなた方を残すため、また、あなた方が受けた教えを業をもって証しするとき、同胞の模範となるように、あな
た方を準備したいのです。 

25 学び、行動し、指示し、感じ、それによってあなたの行動と発言によって、私の教えをあなたの作品によって確認
しなさい。私の弟子には偽善者はいらない。多くの愛と忍耐をもって設立されたこの作品が、あなた方の生活の中で道徳、
美徳、真実の欠如によって崩壊するとしたら、人類とあなた方自身に何が起こるか考えてみてください。 

26 人類は何度も浄化されながら、いまだ再生していないことをご覧ください。永続的な平和を確立しようと努力して
きた人々 や民族がいることを考えよう。しかし、それは実現せず、むしろ流血の波が広がり続けている。国民の間に愛と誠
意がないからだ。だから、わたしはわたしの平和と、人々 の心を一致と相互愛に導くわたしのことばを持ってきたのだ。 

27 このような何でもない場所で私の話を聞く皆さんは、同じ「農地」で働く「労働者」として共に愛し合い、同じ目
標を持ち、その目標は人類の救済となるのです。 

28 私の作品の本質を追求し、余計な議論は慎むこと。まずは汚れを落とすことから始めましょう。そうすれば、透明
で純粋なものを汚すことはありません。そうすることで、仲間の不完全な部分を修正するように仕向けることができるので
す。 

29 イエスが教えてくれたように、自分自身を愛しなさい。利己主義から解放され、自分のことは後回しにしなさい。 

30 あなたは、まず平和と愛の仕事を成し遂げずに、この世を去ってはなりません。これが、あなたが私に対して行う
証言であり、あなたが私に対して負っている負債を補う正しい方法となるのです。 

31 私は、素朴な人々 、「最後の一人」、人生の道程で人から忘れられた人々 、師の呼びかけを聞き、必死で師につい
ていった人々 を通して、このことを伝えています。しかし、私の言葉によってあなたがたに残すこの痕跡は、第二の時代に
私があなたがたの前に示したものと同じであり、第一の時代に私がモーセを通してあなたがたのために残したものと同じで
ある。 

32 物質的な外見を超えて、精神的なものの中に私を探しなさい。たとえ、創造されたすべてのものの中に象徴される
私を見出すことができたとしても。あなたの霊の目が、私の存在を見るように。 

33 唯物論は、人に自分の歩む道を見させません。罪、狂信、虚栄が厚いベールを形成し、彼らの父を見ることを阻ん
でいる。そうでなければ、現世のはかなさ、霊的生活の大切さを考えるはずです。死の先にある完全な世界を垣間見ること
ができるのだ。 

34 もし人が精神と心において謙遜であれば、平和は彼らとともにある。平和は謙遜に基礎づけられ、虚偽の誇大妄想
や虚しい栄光にはない。しかし、人々 は階級に分かれ、ある者はあらゆる快適さを手に入れられるが、ある者は不幸のうち
に滅びる。だから、平和にならないのです。しかし、そのような自己満足は私の正義によって取り除かれ、人は互いに兄弟
姉妹として、同じ父の子として認識するようになるのです。 

35 主の愛によって、金の麦はあなたに託され、あなたが地上での仕事を通して増やしていくのです。それは、私がず
っと以前に人間の精神の中で始めた仕事の種であり、真の平和を与えるものである。 
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36 この時、私の言葉を聞いた者は幸いである。その中に、あなた方は確かな道を見いだすことができる。しかし、た
だ聞くだけでなく、それを理解し、正しく解釈して、同胞に教えるときに、彼らの心に混乱の種をまけないようにしなけれ
ばならないのです。 

37 あなたの霊は、その肉が清められ、新しくなるのを待たねばなりません、そうすれば、その使命を果たすことがで
きるのです。そうすれば、あなた方は霊的にも肉体的にも一つの存在となり、父から授かった霊的な賜物が自ずと現れる、
従順で従順な道具となるのです。私の精神化の教えを理解し、理解することなく、必要な準備も成熟もせずに、自分が植え
ている種が本当は私のものではないと気づかずに、「労働者」と名乗って旅立つ人たちのように行動してはならないのです
。 

38 第二時代の12人の弟子たちは、師の教えをようやく理解するまでに時間がかかったことを忘れてはならない。彼
らは多くの教えを受け、多くの試練にさらされた。彼らは絶え間なく私に質問され、彼らの弱点や欠点はすべて私の言葉に
よって触れられ、修正されたので、純粋さと真理が彼らの中に浸透するはずでした。 

39 あの時代よりもはるかに物質的な時代に生きている私の弟子であるあなた方に、私は何をしなくていいのだろう。 

40 さて、なぜ私が長い間あなた方を教え、絶え間なくあなた方をテストするのか、その理由を理解してください。 

41 アンデレ、シモン、ヨハネが初めて私を見たとき、「私についてきなさい」と言っただけで、彼らは私に従いまし
たが、私はこの間、あなた方の心にようやく信仰が浸透するように、多くの言葉をかけなければなりませんでした。 

42 そして、彼らが出て行って私の言葉を伝えたとき、すでに彼らの心には平和と愛が入り込み、もはや不純物はなか
ったことを理解することでしょう。 

43 私のものでない種を蒔いた者は一人もいないし、仲間を混乱に陥れるような行為をした者もいない。それは、彼ら
が命の木の上で熟すまで果実のように待ち、真理を知りたいと願う心の欲望に純粋な自分を捧げるためであったからです。 

44 ところが、今日、あなた方は、最初のレッスンさえ学ぶことができないのに、マスターであると言って出発しまし
た。あなたは、自分がまだ転落の危険にさらされているのに、仲間を救おうとし、自分の悪徳を捨てもしないのに、純粋さ
、誠実さ、精神性を口にします。 

45 あなたがたの多くが、病人を癒せなかったから、不信心者を説得できなかったから、あるいは私の仕事にふさわし
くない行為を行ったから、偽者と呼ばれたと泣きながら私のもとに帰ってきたのは、このためである。その結果、ある者は
二度と失敗しないようにと、我が教義の研究と生活の改善に励み、ある者は混乱を招く不正な行為を続け、またある者は敗
北に落胆して道を踏み外し、我が仕事の真理を否定するようになりました。 

46 私はあなたを一歩一歩連れて行き、私の愛の教えをあなたの霊に一ページずつ教えてあげたいと思いました。- 

まことに、あなたがたに告げますが、あなたがたにとって、隣人のものほど神聖なものは、この地上には見当たりません。 

47 私のこの教えは、あなたにとって、精神、良心、感覚、信仰とは何か、何を意味するのかについての知識を与えて
くれます。あなた方の一人がこれらの教えを知るたびに、同胞に対する尊敬と深い愛が心から溢れるのを感じる。なぜなら
、その一人一人の中に神の存在の何かを認め、隣人の一人一人の中に、そして一人一人の内側に、主の神殿を見ることがで
きるからである。 

48 この知識をすべて理解し、それを確かなものと考える者が、この神殿を冒涜する勇気があるだろうか、この仲間を
傷つけることができるだろうか。 

49 これが私が皆さんに掴んでほしい教訓です。そうなれば、"互いに愛し合いなさい 

"という最高の戒めを守るまで、あと一歩のところまで来ているのです。 

50 霊とは何か、神にとってどのような意味と価値があるのかを知らないで、どうして霊能者を名乗ることができるの
でしょうか。 

51 私が話したことをすべて反芻し、あなたの肉体の殻があなたの精神と融合して一つの意志となり、それが顕在化し
て使命を果たすことができるようにするのです。そうすれば、あなたの霊的な賜物のひとつひとつが、最も硬い首と最も硬
い心を屈服させる光であり力であることを経験することでしょう。そして、真の霊性の証明を受けると、"これらは本当に
イエスの教えに従って行動している、これらは本当に真理を説いている！"と感動して叫ぶのです。 

52 この時間を父との交わりの時間としなさい。霊的に語りかけてくれ、聞こえるぞ、人々 よ。あなたがこの世から受
ける苦しみをすべて私と共に捨ててください。あなたの涙で魂の汚れを洗い流してください。泣きながら祈ることで、自分
の心の重荷がどんどん軽くなっていくのがわかるはずです。そのとき、わたしはあなたがたに恵みを注ぎ、それによってあ
なたがたに力を与える。 

53 もし、あなた方が私の教えを徹底的に研究し、その成果をもって証しするために三位一体を自称するならば、あな
た方が光と力と平和を欠くことはありえないでしょう。 

54 私の神性の書に記された叡智を受け継ぐ者とする神璽を、あなたがたの中に置いた。この光を内に持つ者は、堕ち
ることはないのだ。 
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55 今、あなたに語りかけているのは、すべての時代の父なのです。それは、モーセを通してあなたがたに律法を明ら
かにし、キリストの「ことば」の声を聞かせ、そして今、聖霊のエリヤをあなたがたに送り、人々 を備えさせた方です。な
ぜなら、この時代、彼らは自分自身である聖霊と内的に交わることを学ぶことになっているからです。私と交わる者は誰で
も、私が父そのものであると同時に、あなたがたが子と呼ぶ者であることを発見するだろう。神の三位一体は、精神の多様
性ではなく、属性や力の多様性を意味します。 

56 法、愛、知恵、これらは、私が人間に示した三つの啓示の形であり、人間が自分の成長の道について確固たる確信
を持ち、創造主について完全に知ることができるようにするためである。この三相の啓示は互いに異なるが、すべて同じ起
源を持ち、その全体が絶対的な完全性である。 

57 1人しかいないのに、なぜ3人の神聖な存在をそんなに認めたがるのですか？いつでも一つの声があなたに語りか
け、一つの神霊があなたに姿を現したのです。このユニークな永遠の声は、様々 な表現であなた方に私の法を宣言してきた
ものであり、あなた方の良心に刻み込まれ、その本質をあなた方も心に留めておくべきものです。しかし、私の教えのよう
に霊と真理で私を愛するのではなく、物質主義的なカルトの形や表現で私を愛している。それ以外の方法で創造主を理解す
ることができないからだ。 

58 私がわが律法を石に刻んだとき、その石版には神の戒めが書かれているのだから、神聖なものだと誰が疑ったであ
ろうか。しかし、私はその石の板を人の目から退け、わが律法の知識だけを残した。 

59 キリストは貧しく、清く、完全な状態で生まれ、生き、死んだ。あなたは、キリストが永遠に地上に留まっていて
くれたらと願ったことだろう。だから、人間の手で作った映像で不滅の存在にしたいという願望があったのでしょう。しか
し、彼の人間としての姿は、神の愛の完全な表現である彼の言葉と業の最も純粋なエッセンスだけを人間の精神に残すため
に消えたのだと理解しなければなりません。今日、わたしは聖霊のうちに自らを明らかにし、わたしが用意した理解器を通
して自らを知らしめたのだから、わたしの第三の啓示をどのように具体化することができるだろうか。物や場所、人物を神
格化することを望んでいるのでしょうか？いいえ、あなた方はこの私の霊的顕現の時から、私があなた方に注いだ無限の光
、永遠の叡智の光だけを保存しておくのです。第一時代の律法の中に愛と知恵を求めようとすれば、それが見つかり、イエ
スの愛の中に律法と知恵を求めようとすれば、それが見つかり、この第三時代にわが霊がすべての被造物に注いだ知恵の中
に律法と愛を求めようとすれば、その本質を発見することができるのである。すべての神の美徳と力は一つの本質を形成し
、その本質が神であることを悟ること。 

60 私が与えた教えを理解しなさい。人類への愛が見えてくる。 

61 私の教えで、単純な人を使って、あなたの心を形成します。スピリチュアリズムの弟子たちは、わが教えをその純
粋さにおいて保存しなければならない。なぜなら、それこそが人間の間の平和と兄弟愛を強固にするものだからだ。 

62 宗教的な象徴は消え去るだろう。人間はもはや、自分の仕事が父にふさわしいものとなるように、私を制限しては
ならないからだ。 

63 私の話を聞くことで、あなた方は自分の中に新しいキャラクターを形成したのです。心が目覚め、モラルが強化さ
れたのです。 

64 私は、将来の男性や女性に信念を持って欲しいのです。偽善者ではなく、模範を示して説教する弟子たちです。 

65 人類は、時代を超えて、浄化のためのルツボと、償いのための火の試練を経てきたのに、いまだに平和を固めるこ
とができないでいることをご覧ください。血の跡がどんどん長くなっていくのは、人々 が私の言葉を忘れたからだ。誠意も
、信頼も、親切も、愛もない。 

66 しかし、私はここに、統一と平和の新しいメッセージと、多くの闘争の後、人々 の心と思いを一つにする奇跡を起
こす、私の単純な言葉を持っている。なぜ私が来たのかと問う者がまだいるのか。 

67 また、この時代には、多くの者が呼ばれ、少数の者が選ばれた。しかし、私については、好意を持つ者はいない。
なぜなら、人間は自分自身を主にふさわしくするものであり、主の恵みを受ける権利を獲得するものだからです。 

68 私はすべての人に同じようにわが指示を与え、この道を歩き、この涙の谷に生きるよう教えた。正しく理解してく
ださい。あなた方だけでなく、全世界がこの律法の下で生きなければならないのです。しかし、世界中に散らばっている私
の弟子たちが、彼らの道徳と模範によってそれを植え付けることになるのです。 

69 今すでに任務を果たし、精神がそれを使わないで時間が過ぎるのを許してはならない、そうすれば後悔の時が来る
かもしれない。 

70 そのため、私は謙虚な人、人生の道に迷った人、主の救いの声を聞き、喜んで主に従って旅立った人を利用するの
です。第三の時代に私に仕えているのだから、これが「最後の者」であるあなた方だ。 

71 私の平和をあなたがたに送りますが、まことに、生活必需品をすべて持ち、飢えで死ぬ人を忘れる人がいる限り、
地上に平和はありません。 

72 平和は人間の栄光や富の中にあるのではありません。それは、親善、相互の愛、奉仕、尊敬に基づくものです。あ
あ、もし世界がこの教えを理解してくれたら...。憎しみが消え、人の心に愛が花開くのです。 
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73 私の愛と私の正義だけが、今日、飢え渇く人々 を守ることができるのです。私だけが、完全な正義のもとに、自ら
の存在に対して罪を犯す者を迎え入れることができるのだ。 

74 もし、これらの人々 が、魂の放棄はこの世の孤独よりも恐ろしいものだと知っていたら、辛抱強く、勇気をもって
、この世の最後の日まで耐え忍ぶことでしょう。 

75 この言葉には、私の父としての愛が込められているのです。あなたの作品によって、私の真理の証人となりなさい
。 

76 互いに愛し合いましょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 166 
1 わが民にとっては喜びの日、わが言葉を聞きに来た者にとっては平和の日である。この遺産を最初の者に与えると

き、「小さな苗木が、後に葉の茂った大木になるから、大切にしなさい」と言ったのです。今日、大勢の人々 がわが言葉を
聞きにやってきて、わが告知が成就したことを証言している。 

2 木は枝を出し、それを切り離して別の土地に植えた。しかし、本当にあなたがたに言いますが、ある者はわたしの
意志に従って植えられ、ある者は人間の意志に従って植えられたのです。 

3 昔、木は実でわかると言ったが、やがてこの「木」が実を結ぶと、それぞれがどんな実を結ぶのか、それが良いの
か悪いのかがわかるようになる。最初は樹液と勢いに満ちた苗木があり、それは疲れた放浪者に良い実りと有益な日陰を約
束し、それを世話する者は愛と親切に満ちて出て行き、誤った者の救いになったからである。人々 の質問に光に満ちた言葉
で答え、目の見えない人に光を与え、病める人に慰めを与えたのです。彼の唇と働きによってしるしが起こり、奇跡が起こ
り、霊感によって真理が受け取られた。これは、父がその働き手たちの熱心さと熱意をご覧になり、愛と知恵を溢れさせて
くださったからです。その弟子の献身を見た群衆は、その慈愛と誠実さを確信すると、長い道をついていき、山の頂上まで
ついていったのである。彼らは、彼を盲目的に信じ、従った。しかし、群衆が彼に従い、人々 が彼の声にまるで法律のよう
に従うのを見ると、彼は心に虚栄心と誇大妄想力を感じ、自分にすべてを与えてくださった方、この方なしには何もできな
かった方を忘れて、謙虚さを失い、自分の功績と他人に対する力を誇るようになったのです。彼は私の教えを実践すること
で完璧だと感じ、自分は真の弟子、さらには師匠だと声高に宣言したのです。 

4 あなたがたに言っておくが、自分の霊的な賜物を自慢して、へりくだって種をまかない者は、その収穫はむなしい
ものになる。 

5 愛のわざを行うことを声高に宣言している多くの人々 に、「あなたの信奉者はどこにいるのですか」と尋ねること
ができます。あなたに付いてきた人たちはどこにいるのですか？この種を撒くために霊的な贈り物を受けた人たちはどうな
ったのでしょう？"そして、「見つけた人はまた迷い、治った人はまた病み、光が見え始めた人はまた闇に沈むので、一人
のままです」と答えなければならないのです。しかし、師匠は "私に指示された人たちがなぜこうなったのか 

"とあなたに問うのです。- 

なぜなら、彼らは受け取った教えを自分の理解と判断で利用し、早々 と、つまり、師の教えを正しく把握する前に仕事に取
り掛かったからである。 

6 勉強し、見守り、祈るのに適切な時期が来るまで待った人は、根が深く、枝が嵐に耐えるので、不動であり続ける
ことができます。彼らは、もはや虚栄心の餌食になることができない時期に出発したのだ。しかし、今日は平和と赦しの日
である。私の言葉を皆に反省してもらいたい。そうすれば、自分の木と畑に戻ったとき、不完全なまま行ったことをすべて
正すことができるだろう。まだ間に合うので、木をまっすぐにして種を保存しておきましょう。しかし、努力は倍加させな
ければなりません。 

7 自分の土地に帰りなさい。もし、盲目的にあなたに従ってきた人たちから見捨てられ、忘れられていることに気づ
いたら、木の根を守り、傷んだ実を切り落とし、乾いた枝を刈り込み、水をやりなさい。そうすれば、さまよう人々 がその
陰と実を求めて来るのがあらためて分かるでしょう。 

8 自らの堕落から再び立ち上がる者は幸いである、光に向かって立ち上がる者は幸いである。そして、人々 が何世紀
にもわたって待ち望んできた私の再臨を宣言し、多くの死者を墓の中でさえ震え上がらせるのを見ることになるのです。 

9 あなたがたに告げますが、慰めの霊としてあなたがたのもとに帰ってくるという神の約束は、時間によっても、罪
によっても、人の世を去った全時代によっても、だれによっても消されることがありません。私の帰還の証明も消されるこ
となく、最後には人々 は私の真実に屈服することだろう。 

10 私の言葉を聞くと、自分の人生を良心の光に照らし、私の教えの言葉が終わると、借金や苦難や後悔から解放され
た気持ちになります。たとえ無学な知性の器官を通して私の言葉を受け取ったとしても、あなたの存在は、あなたを見つめ
る目、あなたの軽いため息さえも聞き取る耳、あなたの最も秘密の考えさえも読み取ることができる感性をその中に感じる
からこそ、震えるのです。 

11 このように人類に語りかけた最初の日に、私は新しい精神的な時代を開始したのです。私の神聖な顕現に立ち会っ
た心は、恐れと畏怖と驚きと至福に圧倒されたように感じました。だから、私の最初の弟子たちの小さなグループが成長し
、増殖し、今では私の教えを聞くための大きな共同体となったのです。 

12 その中には、年々 私の話を聞いているうちに、この顕現に慣れてしまい、最初に教えを受けた時のような感動がな
くなってしまった人たちもいます。それでも、大多数の人々 は、私の言葉を真に熱心に聞き続け、ここで私の賢明で愛情に
満ちた教えを聞けば、彼らの心臓は速く鼓動します。 

13 私は、この御言葉を受け取る人々 の心を霊的に形成し、一人ひとりが与えられた活動のために精力的に働き、自分
の使命を自覚して、私のワークに専念できるようにしたいと思いました。しかし、ある者は私の話を忠実に聞き、学び、完
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成させ、忍耐と努力と忍耐によって成熟した果実を同胞に提供するにふさわしい者となったが、ある者はお世辞を求め、時
期が来る前に種をまこうと躍起になっていた。彼らは示された時間より早く移動し、わずかな知識を教えた。 

14 そのため、ある者は受け取った教えを神秘化し、知識がないために私の教えを自分に都合よく変えてしまい、その
結果、私の教えに従うことができたときだけ私の教えを説いた者の成功に難儀することになったのです。 

15 あなた方に告げます、時が来れば、良い種を蒔く麦は、不誠実な種に打ち勝ちます。そして、争いの時、世界は誰
が私の真実をもたらしたかを知るでしょう。 

16 ある霊能者が自分の使命を自慢し、自分はキリストの新しい弟子の一人だと叫んで世の中を回っているのを聞いた
とき、あなたは彼の口が嘘を広めていると確信してもよい。この仕事の真の弟子は、自慢せず、主人の栄光のために黙々 と
働き、すべての同胞を本当に愛している人だからである。私の良きしもべは、その謙遜さをもって知ることができる。 

17 私の律法の戒めに従って私の教えを実践しない者は、最終的にどうなるのだろうか。- 

彼らは浄化され、新たな使命の中ですべての誤りを正し、すべての汚れを洗い流し、自分たちが育てた燕麦を麦に変えるこ
とに成功しなければならないのです。 

18 今、私の言葉を聞いている多くの人々 に、私は言います。「私の教えを敬虔に聞き続けなさい。よく考えずに記憶
から消してしまわないように。あなた方は弱い子供に過ぎないのに、教えようとするのはやめなさい。強く、装備の整った
弟子になるまで待たねばならない。そうすれば、あなたが蒔いた種がすべて発芽し、成長し、花を咲かせ、実を結ぶことを
確認できるようになります。私があなたに託した種の実を、あなたの贈り物として受け入れます。 

19 私はまだあなたを判断したくありません。判断したところで、あなたの長所はほとんど見つからないでしょうから
。私は父としてあなたを許し、あなたが使わなければならない貴重な機会として別の期間を提供し、それについて私に責任
を持つために来たのだ。 

20 この恵みの日に、私はマリアの存在と愛を人類に知らしめ、感じ取れるようにした、なぜなら、マリアにおいて、
この時、"新しい契約 

"が行われるからだと告げます。マリアもまた、柔和と謙遜のうちに、あなたがたに自らを知らせたのです。 

21 父なる神はこの民に恵みの賜物を注いでくださった。しかし、まことにあなたがたに言うが、聖なる母の存在につ
いても私に説明責任を果たさなければならない。 

22 そうです。私があなた方に与えたものを、あなた方に十分に認識してもらいたいからです。しかし、この説明の呼
びかけの核心には、私の愛の慈悲があるのです。 

23 この時、世界は私の仕事と私の宣言を知りません。なぜなら、あなた方はこれらの教えを人の前で宣言することを
避けているからです。しかし、新しい世代が彼らを知って、あなたの仲間を強化することになるでしょう。あなたがたに言
うが、イエスの名とマリアの名は、救いの業において結ばれている。この時代、人は主との契約の仕方を知らなかったので
、母の名は、人の間の結合と兄弟愛の象徴となるであろう。 

24 闇の中で頑なに生きようとする人々 を目覚めさせる声は、エレメントの暴力であり、私が裁くのではないのです。
彼らは自らの行いによって裁きを受けることになる。 

25 人は自分自身のために、本来は騒々 しいものであった自分たちの仕事を、罪によって汚し、科学によって冒涜し、
その多くは利己主義、憎悪、傲慢に触発されて作り出したものである。 

26 聞いてください。第一の時代、わたしはアブラハムとその子孫と契約を結んだ。この契約は、その民の子供たちが
忘れてしまった。私はモーセと契約を結び、イスラエルを束縛から解放した。しかし、時代の流れの中で、人々 は再び契約
を忘れてしまった。 

27 そして、この愛の契約は、あらゆる時代の人々 がすべての罪を取り除くことができる道を、私の子供たちに教える
のに十分な力を持っていました。イエスにおいて、私は死を克服し、闇に勝利し、痛みを神聖な情熱に変え、魂に光への道
を切り開いたのだから。 

28 今日、あなた方は、私があなた方と新しい契約を結びたいと聞いている。なぜなら、私はあなた方が私の中で、ま
たあなた方の中で結ばれているのを見出せないからだ。この第三の時代、第六の封印の胎内で、あなた方が私の中で愛と兄
弟愛の契約を結ぶことが、私の意志である。 

29 皆さんは第六の封印の中にいます。これは七つの封印の書の一段階、一章であり、その内容は神の知恵と魂の完成
を表しています。 

30 新しい世代は、あなたが最初の一歩を踏み出した「第3の時代」の仕事を認識することになるでしょう。そして、
異なる人種や民族がついに兄弟姉妹として愛し合い、人々 が憎しみの感情を克服したとき、聖霊の働きが人々 の心に確立さ
れるのです。 

31 すでに第一の時代には、七日目を私に捧げるようにと教えた。人は6日間、この世の務めを果たすことに専念する
のだから、少なくとも1日は主への奉仕にあてるのが当然であった。私は、最初の日を私に捧げるのではなく、最後の日を
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捧げるようにと頼みました。それは、その日に彼が労苦から休んで、霊的黙想*に専念し、彼の霊が父に近づき、祈りを通
じて彼と話す機会を与えるためです。 

* スペイン語の「meditaeiön」＝瞑想、熟考、また：反射、内なる熟考、精神的な熟考。 

32 休息日は、人間が地上の厳しい生活の闘いを忘れて、たとえ短い時間でも、良心に語りかけ、律法を思い起こさせ
、自分を吟味し、罪を悔い改め、心の中で尊い決意をするために制定されたのである。安息日は、かつては休息、祈り、律
法の研究に充てられた日であった。しかし、人々 はその伝統に従うあまり、同胞に対する兄弟的な感情や、隣人に対する精
神的な義務を忘れてしまったのです。時代は流れ、人類は霊的に発展し、キリストは休みの日にも慈愛を実践し、あらゆる
善行を行うことを教えるために来られたのです。 

33 イエスが伝えたかったのは、一日は内省と身体の休息に捧げられるが、聖霊の使命の成就には、日も時間もあらか
じめ決められないということを理解すべきだということだ。 

34 師は最も明瞭にあなた方に語りかけたが、人々 はこれを逸脱し、それぞれが自分に最も適した日を選んだ。そのた
め、安息日を休息に充てる日として守り続ける者もいれば、日曜日を礼拝の日として選ぶ者もいた。 

35 今日、私は再びあなたに語りかけ、私の教えはあなたに新しい知識をもたらす。皆さんは、これまで多くの経験を
積み、自分を成長させてきました。今日、あなたが地上の労苦から休息するためにどの日を捧げるかは重要ではなく、すべ
ての日は私があなたのために示した道を歩むべきだと知っていること。あなたの祈りに決まった時間はないことを理解しな
さい。一日のどの時間も、あなたの仲間のために祈り、わが教えを実践するのに適しているのです。 

36 光とインスピレーションと愛が常にあなたの精神に宿り、心と精神が精神の鏡となり、その美徳がそこに反映され
、輝かしいアイデアと高貴な思考と感情で表現されることを望みます。そうすれば、精神と肉体、精神と人間、精神の法則
と義務、世界の法則と義務の間に存在する完璧な調和を意識するようになるでしょう。最後に、試練と教訓を伴う人生の全
体は、一つの目的を持っていることを理解することができます。それは、精神の完成であり、それによって、神の国におけ
る静寂と真の幸福を経験することができます。 

37 ある時は、"この存在は、何も良いものを与えず、何の利益も得られないのだから、何の役に立つのか？"と考え、
口にすることもあるでしょう。もし、そのように考える人がいるとすれば、それは自分の心の中に光が差し込むのを妨げて
いるからです。彼は、自分の欲望をすべて満たすことができなかったから、人生は無意味だと考えている。なぜなら、自分
の考え通りにすべてを手に入れたいと思ったからだ。そして、自分も役立たずだと思い込んでしまう。それは、私の言葉の
意味を把握し、理解できていないからに他ならない。 

38 人間はまだ精神的な部分が眠っているから、これほどまでに無駄な人生を送ってきたのだ。 

39 私の戒律を守るように強要することもできますが、それではあなたの功績は本物ではなく、あなたの進歩も本物で
はありません。自分では気づかないうちに教訓や試練を作り出している人生が、真の教訓を教えてくれるのです。しかし、
試練の中で、私の霊は、あなたの霊に届く光を-ある時は優しく、またある時は容赦ない裁きとして-

送り、あなたが目覚め、私自身の声である良心の声を聞くことができるようにします。 

40 と問いかけます。自分の存在も役に立っていると感じられるようになりたいのでしょうか。そして、私の言葉から
学びなさい。過去に私が与えた言葉と、今日あなたが聞く言葉、この二つは互いに補い合うものだからです。しかし、私の
文章や生活規則を繰り返すだけで、すでに私の教えを実現したとは思わないでください。いや、愛することを知らない者は
、神の言葉を宣べ伝え、その教えを実現することはできないだろう。 

41 人間よ、愛こそはあなた方の原点であり、存在理由なのです。このプレゼントがなければ、どうやって生きていけ
ばいいのでしょう？私は、自分の中に死を抱え込んでいる人や、誰も愛していないというだけで病んでいる人がたくさんい
ることを信じています。多くの人を救ってきた癒しのバームは愛であり、真の生命に引き上げ、贖い、高める神聖な贈り物
もまた愛である。 

42 だから、この教えを聞いた子どもたちに、師は言う。今日から、愛することを始めなさい。そして、その気持ちは
、私に捧げる言葉や祈りにも注がれるようにしてください。 

43 愛のない言葉には、命も力もないことを知りなさい。どうすれば愛することができるのか、何をすればその気持ち
が芽生えるのか、私に尋ねます。まず始めなければならないのは、祈り方を理解することです。祈りは、あなたを主人に近
づけるでしょう、その主人は私です。 

44 祈りの中で、あなたは慰めやインスピレーション、力を得ることができ、目撃者や仲介者なしに、自信を持って神
に語りかけることができるというおいしい満足感を得ることができます。神とあなたの精神は、この甘い瞬間の打ち明け話
、精神的な対話、祝福の中で一体となります。 

45 弟子たちよ、覚悟しなさい。わたしはあなたがたに自分自身を明らかにする。あなた方は皆、私の前に心配事や悩
み事を持ち込むが、私はあなた方に言う。どうして怖いんですか？慈悲に満ちたわたしのまなざしを、あなたがたに感じな
かったのか。私の存在があなたを強くするのではありませんか？私が第二時代の言葉を繰り返し、あなた方は信仰の薄い人
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で々あり、私はあなた方の近くにいて、あなた方は私を知っていると主張するが、あなた方は私を信頼していない、と言わ
せる原因を作ってはならない。 

46 あなたが祈りを上げ、わたしを求めるときはいつでも、わたしはあなたとともにいる。私のことばと、私がつねに
あなたに与えてきた戒めとは、あなたの良心を通して、あなたに私の指示を与えるものである。力と装備に富むようになる
。このいのちのことばを、慰めと光を必要とする心のすみずみに届けよ。われはおまえたちを霊的な畑の種まき人と呼んで
いる。 

47 あなた方は私の恵みの賜物に富み、受け取ったものは教えの無尽蔵の宝であるから、愛情をもってこの知識を伝え
るべきである。困っている人、地上での好意や名声、尊敬を享受していない人のところへ行く。孤児、未亡人、不治の病の
人を探し出し、惜しみなく援助しなさい。身体よりも魂に気を配りながら、魂の底から湧き上がるような精神的なバームを
与えてあげてください。 

48 私の法の解釈を知るのは男だけではないので、男女から労働者のバンドを結成しました。美しく気高い感情を持つ
この女性は、常に私の救済の仕事の共同作業者である。この際、私の指示をきちんと実行する責任も彼女に移します。二人
には、あなたに託されたこの仕事を見守ってもらうことにしました。 

49 我が民よ、私はこの心の器官（※）を通して、短い間ですが、あなた方と共に残ります。あなた方は祈り、最高
に高揚した瞬間に、心の静寂の中で、"平和があなた方とともにあるように 

"と言われた師の愛に満ちた挨拶を聞いた。あなたは、祈りがもたらす効果に気づき、祈りを捧げるときに内在する計り知
れない力を理解しました - 霊的な必要を満たすためにも、物質的な緊急事態の解決を求めるためにもです。 

* 特に声を出す側の心という意味です。 

50 父」という言葉を発音するだけで、全身が震え、その愛が与える慰めが心に溢れるような感覚を覚えることが、し
ばしばあったことを思い出してください。あなたの心が私を熱烈に呼ぶとき、私の霊も喜びで震えることを知っていてくだ
さい。 

51 あなたが私を「お父さん」と呼ぶとき、この名前があなたの中からはじけるとき、あなたの声は天に聞こえ、あな
たは神の知恵から何か秘密をもぎ取るのです。 

52 私を「お父さん」と呼ぶのは口先だけであってはなりません。私は、「天にまします我らの父よ、汝の名をあがめ
よ」、この祈りが最も純粋で深い心から出てくるように、そして、あなたがその後、インスピレーションを受け、私と完全
に交わることができるように、それぞれのフレーズに反映されるようにと思います。 

53 私は、子供を真に父に近づける、強力で達成感のある祈りを教えました。あなたが熱意と敬虔さ、高揚と愛、信仰
と希望をもって「父」という言葉を発音するとき、距離は消え、空間も消えます。なぜなら、霊から霊への対話のその瞬間
、神があなたから遠く離れず、あなたが彼から遠く離れることもないのですから。このように祈れば、あなたは私の愛の恩
恵を両手いっぱいに心に受けることができるのです。 

54 そうすれば、羊飼いが羊にするように、私があなたを導くように、あなたの霊的な視線で私を見ることができます
。あなたは、あなたの人生の道を照らす神聖な光を目にし、あなたの道を励ますために絶え間なく繰り返される私の声を聞
くでしょう：「強くあれ、止まるな、一歩進むごとにあなたの父に近づくだろう」。 

55 弟子たちよ、この日、私はもう一度、愛と祈りについて話した。それは、あなたたちが愛と祈りに内在する恵みと
その効力を理解することを学び、わが父の愛があなたたちに約束した高い報酬を獲得するためである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 167 
1 多くの人の心の中から、神への問いが立ち上がる。"主よ、この世界を苦しめる苦しみは永遠に続くのでしょうか"

。これに対して、師は「いや、愛する者たちよ」と答える。 

子供たちよ、真の愛が見つかれば、苦しみは消える。" 

2 地上では愛が叫ばれていますが、実際にはあなた方の間には愛が存在しないのです。ある者はそれを偽り、ある者
は利己的な感情と混同し、さらにある者は卑しい情熱と混同する。人間の心には偽りが支配し、嘘が支配し、人は愛、友情
、慈愛を偽る。雑草が伸びてあちこちに広がり、苦痛の火だけがそれを破壊することができるのです。 

3 この火は、人々 が思想、信条、哲学、科学の戦争で燃やすものである。それは、大手を振って近づいてくる戦争で
ある。権力欲、情念、敵意によって燃え上がるこの炎の中で、彼らは浄化されるのだ。それが彼らの望みであり、要求であ
った。 

4 まだ心を清めていない人が、どうして兄弟姉妹のように愛し合うことができるのでしょうか。痛みによって浄化さ
れるからです。 

5 また、私はあなたに言います。人々 は人々 を信じ、互いに信仰と信頼を持たなければならない。なぜなら、地球上
のすべての人がお互いを必要としているという確信に至らねばならないからだ。 

6 あなたがたが全世界を疑っていることを知っていながら、私を信じていると言うとき、私を喜ばせるとは思わない
でください。私があなた方に期待することは、あなた方が隣人に示す愛を通して私を愛し、あなた方を傷つける者を赦すこ
と、最も貧しく、最も小さく、最も弱い者を愛情を持って助け、同胞を無差別に愛し、すべての業において最大の無私と真
理を行使すること、これだけである。 

7 私を見習いなさい、私はあなた方を疑ったことはないのだから、あなた方の救いを信じ、あなた方が真の生命に到
達するために自らを奮い立たせることを信じなさい。 

8 たとえ人の作品に外見上の偽りが多くても、内面に真実の部分がない者はいない。この部分は、彼が自分の中に持
っている霊的な光の輝きであり、私の神聖な存在、彼を内側に照らす神の輝きなのです。私の光であるこの光をすべての心
に輝かせ、その反射をあなたがたの仕事のすべてに現わすようにする。 

9 あなた方には真実に生きてほしい。そのためには、すべての悪を滅ぼすことが必要だ。近づく時を知る者よ、今日
すでに見守り、祈り、預言者としてこの戦いを仲間に告げ、来るべき戦いの間、苦渋の瞬間に絶望しないよう、心構えをさ
せるのだ。 

10 すべての "畑 

"は、準備すれば実を結ぶと確信すること。私の種は、彼らの上に降り立つ準備ができている。すべての人間は、愛の花を
咲かせ、実を結ぶ植物となり、すべての被造物の運命を全うするのです。 

11 植物界には役に立たない寄生植物があるので、それを手本にしないこと。 

12 なぜ父があなたに愛の実だけを期待するのか、あなたは知っていますか？- 

なぜなら、私がすべての被造物に入れた生命の種は、原初の種である愛だったからです。 

13 もし、植物がそうであるように、あなたがたの心が乾いてしまったように見えるときがあったとしても、短時間で
枯れてしまったとしても、渇きに苦しんだとしても、それは私の恵みの水が足りなかったからではありません。私の愛の泉
は、いつもすべての精神と心に、生命を与える水として注がれています。しかし、霊を与えられたこれらの人間の植物は、
意志の自由を持ち、この貴重な贈り物の悪い使い方の結果、魂を救い、強めることができる唯一のものである神の恵みから
遠ざかってしまうのである。あなた方は、神の慈悲をいつも謙虚に受け入れている地上の植物とは、なんと違うのでしょう
。 

14 皆さんは、自分の人生ですでに愛したことがあると思っているでしょうが、本当に愛したことのある人もいれば、
情熱や利己主義を愛と勘違いしている人もいるのです。 

15 イエス様を通して、私はあなたに完璧な指示を与えました。生まれてから死ぬまで、人間として生きてきた私の道
を考えてみてください。そうすれば、愛は生きた完璧な形であなたに姿を現すでしょう。 

16 イエスのようになれとは言いません。イエスの中には、あなたが到達できないもの、つまり、人として完全である
ことがあったからです。イエスの中におられたのは、限られた形の神ご自身なのですから。それでも私は、彼を見習えと言
うんです。 

17 私の永遠の律法は、いつもこの愛をあなたに語っています。最初の回で「心を尽くし、魂を尽くして神を愛せ」、
「自分のように隣人を愛せ」と言いましたね。 

18 その後、私はあなた方にこの霊感のある言葉を贈りました。"父があなた方を愛されたように、あなた方の兄弟姉
妹を愛しなさい"、"互いに愛し合いなさい"。 
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19 今回私は、あなた方がすべての被造物よりも神を愛すること、存在するすべてのものにおいて神を愛すること、そ
して神の中に存在するすべてのものを愛することを明らかにしたのです。あなたがたは、同胞に対して、また憐れみと慈悲
を実践すること、そうすれば、栄光のうちに父を見ることができるであろう、憐れみは愛であるからだ。 

20 人間は、今日のように不誠実さから解放された霊的な礼拝を通して、私を愛することはできなかったのです。異教
徒の時代も、不信心者の時代も、今は遠い存在です。偶像崇拝は、いつの時代にも、あらゆるカルトに根強く残っており、
その官能的な欺瞞と偽りの魅力によって、魂を疲弊させるものとなっています。 

21 やがて、私の神性に対する霊的な崇拝を地の果てまで導入する世代がやってくるでしょう。このような宗教的実践
の形態が最終的に人間の間に平和と光の王国を確立するとき、宗教的狂信は人間の間で消滅する。なぜなら、精神化にはも
はや情熱の余地も、無知の余地もないからである。 

22 まだ先が長いと思うからこそ、「もうゴールにはたどり着けない」と立ち止まってはいけない。前へ進め、たとえ
失われた瞬間であっても、後に魂が泣くことになるのだから。ゴールはこの世界にあると、誰が言ったのですか？死が終わ
りで、その瞬間に私の王国へ行けると、誰が教えたのですか？ 

23 死は短い眠りのようなもので、その後、魂は私の光の愛撫の下で新たな力を得て目覚め、あたかも新しい一日が始
まるかのようです。 

24 死は、肉体に縛られていた時の牢獄の門を開ける鍵であり、同時に永遠の門を開ける鍵でもあるのです。 

25 人間の不完全性によって贖罪の谷と化したこの星は、魂の捕囚であり、流浪の地であった。 

26 あなたがたに言うが、地上での生活は人生の梯子の一段である。なぜ、そのように受け取らないのか、その教訓を
すべて生かすためです。多くの人が何度もリピートしてしまう理由は、ここにあります。なぜなら、彼らはそれを理解せず
、前世から利益を得られなかったからです。 

27 明日の人々 には、精神化と魂の到達すべき発展についての理解が進んでいて、苦悩が始まり、肉体の死まであと一
歩となったとき、彼ら自身とそのとき彼らを助ける人々 は、その瞬間をこの世の存在全体の中で最も美しいと思い、実り多
い有益な人生のクライマックスのように思い、十字架上の師のように、「すべては成し遂げられた」と言えるようになるの
でしょう。 

28 私は、父親のような口調で、簡単な言葉で話しかけます。この神秘に満ちた時代に、私の新しい啓示を期待してい
たあなた方は、私の教えの単純さと、私があなた方に話す謙虚な方法を見たとき、大きな驚きを感じたことでしょう。 

29 エリヤは嵐の中で一筋の光のように現れ、目に見えない軍勢、光の精霊の大軍が羊が羊飼いに従うように、彼に従
った。群衆のために道を切り開き、右と左の茨の茂みを引き裂いて、彼に従う者のために裂け目を作り、彼の声を、この時
代に私を導いてくれる羊飼いの声と認める魂を集めるのです。 

30 私の存在を証しし、ハードルで団結し、そして羊飼いの道を歩むよう招いたのは、エリヤの羊であったことを忘れ
たのか？ 

31 出発だ、人類よ、道を発見せよ、人生の理由を発見せよ!団結せよ！人と人、互いに愛し合うのだ家庭と家庭を隔
てる仕切りの薄さと、そこに住む人々 の距離の遠さ。そして、あなた方の国の国境では、外国人を通過させるために、どれ
だけの条件を要求しているのでしょうか？人の兄弟の間でもこのようなことをするのなら、別の世にいる人たちにはどうし
たのですか。あなたは彼らとあなたの間に幕を下ろしたのです。あなたの忘却の幕とまではいかなくても、あなたの無知の
幕が、濃い霧のように立ち込めているのです。 

32 この世界の住人を見ると、すべての民族がわたしの名を知り、何百万もの人々 がわたしの言葉を話している。 

33 この時代に私があなた方に教え、世界で起こっていることはすべて、私の使徒ヨハネを通して人類に与えた啓示の
説明と成就です。彼がパトモス島に住んでいたとき、私は彼を霊で天の高み、神の面、深淵に運び、寓話を通して起源と目
標、アルファとオメガを見せました。 

34 その時、彼は何も理解していなかったのですが、私の声で「これから見ること、聞くことを書きなさい」と言われ
、書きました。ヨハネは、弟子たちが船で海を渡り、彼の隠れ家を探し求めた。彼らは熱心にイエスの弟子である彼に、師
がどのような方だったか、その言葉や奇跡はどのようなものだったかと尋ねました。そして、愛と知恵において師に倣った
ヨハネは、その言葉で彼らを驚かせました。老齢にさしかかり、時とともに体が曲がっても、師を証しし、弟子たちに 

"互いに愛し合いなさい 

"と言うだけの力があったのです。ヨハネの死期が迫っているのを見て、使徒が蓄積してきた知恵をすべて得たい、師から
学んだことをすべて教えてほしいと頼んだが、返ってきたのは「互いに愛し合うこと」という言葉だけだった。 

35 熱心に興味を持って尋ねた人たちは、老齢のためにキリストの言葉を記憶から消してしまったのかと、だまされた
ような気持ちになった。 

36 ヨハネは私の言葉を一つも忘れてはいなかったが、私のすべての教えの中から、律法全体を要約する教えである「
互いに愛し合うこと」を一つの真髄として発音したと、私はあなたに言う。 

37 あの愛すべき弟子の記憶から、あれほど愛した師の教えが消えてしまうとは...。 
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38 この時代の弟子たちよ、わが宣教の最後の年である1950年が来たとき、私も同様に、いかなる指示の代わりに、
ただ「互いに愛し合いなさい」と言うのではないのだろうか。木は葉を広げて日陰を作り、花は香りを吸った後に花びらを
落とし、その犠牲となった死があなたの喜びとなるように、あなたの人生の道のりはすべてこの教えを語っているのです。 

39 これが道であり、これが私があなた方に、すべての被造物の中にある神を、神の中にあるすべての被造物を愛しな
さいと言った理由である。 

40 なるほど、人はみな、肉体的にも精神的にも病んでいるのですね。良心の嘆きだけが聞こえるお前たちよ、健康の
源である私を求めよ、私はすべての病を癒す薬を持っている。しかし、私の力をあなたがたに示すためには、あなたがたの
心の汚れを取り除いて見せることが必要である。 

41 あなたは、私があなたの人生の道に、私の力と不思議を示すことを望み、私はこれを認める用意がある。あなたの
父の宝庫は、あなたが健康、力、光を浴びるための装備を待っているだけです。 

42 そして明日、時が来れば、私は愛の収穫、わが地の黄金の麦をもたらすだろう。 

43 なぜ私があなたの欠点や不完全さを指摘し続けるのか、不思議に思いませんか？私は、あなた方の心の中に生えて
いるイラクサなどの雑草を引き抜き、あなた方の良い感情を窒息させるだけなのです。 

44 今回は浄化のための時間です。人間だけでなく、霊的な存在も、私の裁きの澄んだ水でその汚れを洗い流さなけれ
ばならないのです。 

45 そして、すべての穢れがなくなったとき、人々 は地球が天国に近づいていることを実感するのです。このアプロー
チは霊的に起こり、平和と自信と知識であなたを満たします。 

46 弟子たちよ、もしあなた方が余暇に私の言葉を理解し始めるなら、その本質に完全な理性と無限の正義を見いだす
だろう。私の言葉は、人を高尚な生活、幸福な存在へと目覚めさせます。しかし、あなた方を目覚めさせるために、私がこ
のような形で話すことが必要だった一方で、わが律法の実現に目覚めさせるために、霊の肉声による顕現を必要としない人
も々いたのである。 

47 直感的な霊能者、霊感のある者、夢想家、彼らは、あなたがこれまでに受け取った言葉を聞かずとも、私を心の中
に抱いているのです。彼らは長い間、師匠と精神的な対話をしてきたのです。 

48 途中で出会って、私の作品に精通していることに驚かされることでしょう。彼らもまた、あなたに会ったとき、あ
なたの証言や説明を聞いて、自分の考えや行動が確認できたと喜ぶことでしょう。しかし、あなたの考え方、行動、宗教の
実践、あなたの生活の中に、私の教えの精神性を否定するようなものを見つけてはならないのです。弟子たちよ、私の教え
を理解し、それを受け取ったときと同じ純粋さをもって、あなた方の生活の中で適用できるように、見守り、祈りなさい。
そうすれば、私が直感的な霊能者と呼んでいる人たちに出会ったとき、あなた方の心の中に大きな喜びが生まれるでしょう
。あなた方は共に、祈り、律法への熱意、生活行為における簡素さ、隣人への愛によって、人類に神の真の崇拝を教え、地
上で平和に生きるための善意の道を示す、世界における強い共同体を形成するのである。 

49 主よ、もしあなたが最高の創造主であり、私たちの父であるならば、あなたに喜ばれることを私たちにしてくださ
い。もし、痛みが私たちの心をすり減らすことが御心ならば、御心のままに私たちに施してください。もし、あなたが私た
ちに仕事を任せる前に、私たち自身を清めることをお望みなら、あなたのお告げのとおりにさせてください。" 

50 このように私に話しかける者はわずかであるが、私は彼らを使って、父の指示に対するあなたの意欲と服従がどの
ようにあるべきかの例を示すのである。しかし、私は、あなたがたが等しく謙遜で従順になるように、私のすべての指示を
与える。 

51 私の言葉は、あなたには裁きに満ちていると思われ、それを聞く人の感性に触れることもあるでしょう。しかし、
あなたは常にそれが神の本質、偉大な優しさ、無限の慈悲を帯びていることに気づくでしょう、それは常に喜びと関心を持
って聞くことができるようになります。 

52 もし、私の言葉があなたを圧倒したら、あなたはそれを把握することができないでしょう。しかし、私が教える神
聖な教えをよく考えてほしい。勉強する者は自分を鼓舞し、神聖な愛に鼓舞された者はすでに私の弟子なのだ。 

53 霊能者の弟子たちよ、課題の達成を恐れてはならない。私は知恵をもって、つまずかないように、誰も道を踏み外
さないように、あなたがたを導く。しかし、私があなた方のために道を用意しているのだから、バラが散りばめられている
とは思わないでほしい。いや、その道には棘のある茂みや試練が待ち受けている。 

54 私はあなたに言います。私について来たい者、私を見つけたい者は、不健全な快楽や卑しい情熱の道よりも、犠牲
と放棄の道を選ばなければならない。前者の道には、私の力と励みを与えてくれる喜びがあり、後者の道には、非常に苦し
い転落があるからです。あなたはいつも、自己克服、犠牲、慈愛、謙虚の道の上に、私の神聖な痕跡、愛の痕跡を見出すこ
とができるのです。 

55 人は、自分の行動の結果を考えない子供のようなものだから、途中で出くわしたつまずきは、主がその無意味な道
を止めるため、あるいは間違った判断をしないようにと設置した障害物に過ぎないことを理解しないのだ。 
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56 今こそ大人の対応をしてほしい。自分の作品、行いをよく考え、言葉を吟味してほしい。これこそが、あなた方の
生活に知恵と正義をもたらす道なのです。さらに、人生とは計り知れない、絶え間ない精神の試練であることを反省すべき
です。 

57 私のやり方では、誰も滅びないし、十字架の重さに倒れる人もいるが、高い力がその人を再び引き上げ、励まして
くれる。この力は、信仰から生まれるものです。 

58 幸いなことに、この人々 が私の教えに従うならば、私の言葉の福音はすでに多くの人の心に届いているはずだと、
私は正直に言っている。あなた方の生活の中での働きの例によって、私の教えの真理を最もよく証しすることになるのです
。 

59 その場にいる者がすべてを行う運命にあるとは、誰も思わないでください。いや、みんな、それぞれの世代が私の
仕事の一部を担う使命があるんだ。 

60 あなたの心を器にして、彼の愛が適切なタイミングで仲間の心に溢れるようにするのです。しかし、私の教えの普
及を遅らせたり、妨げたりするような障害物を作ってはならない。なぜなら、あなたは肉体的、精神的に大きな苦痛を伴っ
て再びそれを取り除かなければならないからだ。 

61 私の作品に含まれる救いと善のすべてを、仲間に感じさせてください。あなたが彼から発せられる神通力を感じさ
せれば、誰もが私の言葉を祝福してくれるということを、私はあなたに伝えます。 

62 私の言葉が奇跡を起こしたのなら、あなた方もそれを心に刻み、この言葉そのものをあなた方の同胞に伝えなけれ
ばならないからである。 

63 私があなたがたの魂と体をいやし、あなたがたに平和を回復し、あるいはあなたがたの心に信仰を生じさせて滅び
から救ったように、あなたがたもそれを必要とするすべての人にそうしなさい。しかし、私の言葉がこのような奇跡を起こ
すのは、あなたの父がそれを与えるときに感じるように、あなたが事前に心の中でそれを本当に感じている場合のみである
ことを指摘しなければならない。 

64 もし、あなたが私の言葉の高揚効果と力を知りたければ、それを適用すれば、しばしば驚かされることでしょう。
しかし、自分で楽しむために心にしまっておくだけでは、金持ちの守銭奴のように、自分の持っている財宝が死蔵され、そ
の価値もわからないということになってしまいます。 

65 心を釣り上げ、病を癒し、この世の嵐の中で魂を導くことを学びます。スピリチュアルになれば、平静さと自信を
もって試練を乗り切る強さを見出すことができます。このスピリチュアライゼーションは、あなたの物質的な生活に反映さ
れ、滋養と癒しのバームとなり、あなたの道を照らすトーチとなることでしょう。 

66 体が飢えを感じ、体力が衰えることなく、家の食卓のパンが足りなくなることが起こるでしょう。苦痛と苦悩の日
が々あり、疫病が都市を荒廃させ、医者もなく、薬に頼ることもないところで、私の見えないバームが姿を現し、それは私
の子供たちの祈りの瞬間に降り注ぐだろう。しかし、荒廃の日が近づく前に功徳を積まなければならない。そうすれば、自
分の痛みで一杯になるのではなく、同胞の痛みを和らげることができる。 

67 同胞の心に信仰の灯をともし、私の名を敬虔に語り、私の教えを大切にし、霊をもって祈ることを教えよ。人はパ
ンだけで生きるのではなく、主から出るすべての言葉によって生きることを忘れないでください。 

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 168 
1 さあ、私の愛で渇きを癒し、疲れを振り払え、旅人たちよ。私は、あなたへの教訓となる贈り物を私の言葉で持っ

てきます。たとえあなたがたが何の功績もなく私のところに来たとしても、私は喜んであなたがたに私の仕事の仕事を任せ
、あなたがた自身が主の子であり、すべての人の兄弟姉妹であることを実感できるようにする。 

2 霊の生得的資質であるあなたの才能は、この人類には未知の方法で明らかになり、誰もあなたがそれを盗んだり、
不正に利用したとは言えなくなるでしょう。後に、この人々 は精神化の時代の先駆者と見なされることになる。 

3 霊的な存在である軍団があなた方を支援するために送られてきたのだ、この使命のためにあなた方は団結すること
ができる。これらの存在は、あなたがつまずいたとき、あなたを励まし、鼓舞し、回復してくれるでしょう。あなたの行く
手が闇の存在に囲まれているとき、彼らはあなたに光を与え、彼らを啓発し、混乱から解放する道を示してくれるでしょう
。守護天使の光は、あなたが道を見極め、落とし穴を発見できるように、あなたを照らしてくれるでしょう。 

4 私の教えを勉強して理解し、それをそのまま悟ることができれば、誰も精神的なものから取り出して科学や教義や
哲学を作り出すような誤った教えであなたを混乱させることはないでしょう。あなたは教養ある人々 の中にいて、疑問を持
たれ、試されるでしょうが、私の思いやりのある愛があなたとともにあると感じているので、勇気を失わないでください。
私があなたの精神に置いた宝石を大切に守り、無駄な知識を混ぜたり、物質的な対価で売ったりしてはならないことを理解
しなさい。 

5 すべての目がわが現存を見る準備ができる時が近づいている。そして、あなた方はわが使者として出発し、わが身
をあなた方に知らせる方法を証言し、すべての魂を眠りから覚まさせるのだ。あなた方は、来るべき来訪とそれに先立つ時
代を世界に告げる預言者となるのです。 

6 現代の人々 が、魂の未来を顧みず、人間の生活がもたらす満足を自分勝手に求めているのがわかりますか？まこと
に、あなたがたに告ぐ、底辺にはわが愛が必要であり、わが食卓で長い間彼らを待っていた食物は、かつて彼らを無関心に
見ていた人たちの食物となるのである。 

7 弟子たちよ、最後まで耐え忍べ。仲間から軽蔑されて私のところに来ても、悲しんではならない。私はあなたの信
仰に報い、あなたの正義を貫き、最後にはあなたの顔に勝利の微笑みを灯すだろう。そうすれば、平和と正義の基盤の上に
、人類が愛と霊性の教団である人生を通じて創造主を敬い、父がその子らのために制定された法律を尊重する神殿が立ち上
がるでしょう。 

8 私の霊の光はあなたとともにある。肉眼では見えないけれど、心の中で光っているのを感じるのです。 

9 父なる神の霊は目に見えませんが、無限の形で姿を現します。全宇宙は神の物質的な顕現に過ぎない。創られたも
のはすべて、真実の反映である。 

10 私の神性の子である霊的存在の存在を、その住む場所に応じて、知恵、美、生命力、善良な気質を配置した一連の
生命体で囲み、これらの家のそれぞれに、私の存在の最も目に見える証拠と私の力のアイデアを与えるようにしました。私
は、人生の意味は、愛すること、知ること、真理を所有することだと指摘します。 

11 私はあなたに言います。愛さない者、愛を最高の形で、絶対的な誠意を持って現さない者は、真の知識を持たず、
ほとんど所有しないであろう。一方、魂を尽くし、与えられた力を尽くして愛する者は、知恵の光を内に宿し、自分を取り
囲むすべてのものの所有者は、実は自分であると感じるようになります。 

12 私は今、二度目に話したこと、理解できなかったことを説明し、そのとき伝えなかったことを、あなたの現在の霊
的成長に応じて、最も明瞭な方法で明らかにしています。 

13 ある時、私は大勢の人々 に、「あなた方にはまだ言いたいことがたくさんあるが、あなた方には理解できないだろ
うから、今は言わないことにする」と言いました。今、私の声が世界にあらためて聞こえるようになったので、あなたがた
に告げます。その時、私が何を隠していたのかが理解できるようになるのです。聞いて、考えてみてください。 

14 父は創造主であり、すべての真理と生命の源である。しかし、その仕事を楽しむためには、霊を持ち、神の慈悲か
ら生まれるすべてのものを彼とともに楽しむべき存在、さらに、彼の存在を完全に知り、父の愛を受け入れ、彼を愛する方
法を知るべき存在の存在が必要であったのです。 

15 人間は良心の光によって（内面的に）啓発されているにもかかわらず、私が置いた愛の律法の成就から人類を迷わ
せた原因が何であったかは、すでにあなたに説明したとおりです。そして、この異常が多くの人間の過ちと罪を引き起こし
たため、父は御言葉をこの世に送り、御自分が人間となり、あなたがたが救われる道を示すという、無限の愛の最大の証拠
を与えることになったと、私はあなた方に話してきました。 

16 その出来事から何世紀も経った今日、私が全人類のために血を流したにもかかわらず、イエスが教えた道に従った
者だけが魂の救いを得ることができたのであり、無知や狂信や誤りや罪の中にとどまった者はすべてまだ救われていないの
だと、私はあなたに告げます。 
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17 たとえ私が千回人となり、千回十字架で死んだとしても、人々 が私に従って立ち上がることがない限り、魂の救済
は実現しないのだ。あなたを救うのは、私の十字架ではなく、あなたの十字架なのです。私は私のものを肩に担いで、それ
を人間として死に、その瞬間から父の懐に入ったのです。あなたがたは、柔和に、愛情をもって私に従い、真の謙遜をもっ
て十字架を背負い、使命の最終目標に到達するまで、あなたがたもまた、父と共にあるものとするのです。 

18 多くの人が神を知りたいと願っていますが、私が実際に住んでいるところ、つまり霊の中に私を求めなかったため
に、この願望を実現することができなかったのです。私を知るためには、まず自分自身を知らなければならない。 

19 今日、私はすべての子供たちと一緒にいます。ある者は十字架を背負い、父の待つ山頂に早く登れるように手助け
をします。また、他の人々 には、自分の内なる存在に没頭することを教え、彼らが自分の存在の最も崇高な部分に、以前は
持つことを夢見なかった遺産を発見するようにします。そうすれば、多くの理想的な願望が現実のものとなり、善意あるす
べての人々 の中に調和が輝くことでしょう。真理の実現に何の抵抗もしない魂には、神聖な光が完全に宿るだろう。 

20 私が、あなたを贖わなければならないのはあなたの十字架だと言ったことに驚かないでください。このことは、私
の神聖な例を通して、私はすべての心の中に贖い手を残し、あなたの歩みを導き、最終的にあなたを贖うことを伝えたかっ
たのです。 

21 あなたの良心にある私の声に耳を傾け、あなたの全生涯において、私の言葉がその中に感知されなかったかどうか
、また、この影響は試練があなたを襲う瞬間に最も強く感じられないかどうかを教えてください。 

22 もし、あなたの償いによって精神が浄化されないまま、汚れたあなたを私の王国に連れて行くなら、私は正義と完
璧を犯すことになります。もし、あなたが私の犠牲の死だけによってすべての祝福を受けたとしたら、どんなメリットがあ
るでしょうか。 

23 私は、あなたに考えさせ、無気力からあなたを揺り起こし、私のもとに来るように誘うために、この話をしている
のだ、だから、私は絶え間なくあなたを呼んでいるのだ。 

24 さあ、選ばれし民よ、労苦を休めよ。今日も、いつものように、私の愛を捧げよう。心を開いて、仲間に気づかれ
ずに長い間苦しめてきた傷を、私に癒してもらいましょう。私が近くにいると知っているのに、なぜ未来を恐れるのですか
？私はあなたの内側を見るが、あなたはまだ試練の中で弱くなり、自分が滅びようとしていることを感じて、恐る恐るエリ
ヤと主人である私に呼びかけるのだと知っている。しかし、わたしはあなたがたに言う、あなたがたを倒させない、エリヤ
はあなたがたを支える強い杖である、わたしはわたしの子供たちにそれぞれ正しい運命を割り当てた、試練はあなたがたの
魂を形作り、わたしにより近づけると。 

25 私は時間を超えて、この宝をあなたに与え、あなたの精神的な上昇のために使用することができます。私は、生涯
を通じてあなたを指導するあなたの師です。人間の運命は、苦しむことではありません。私はあなた方を苦しめるために送
り出したのではなく、あなた方が私のもとに来るように、あなた方を完成させるために送り出したのだ。わたしはいつでも
、わたしの意志をあなたに知らせた。今、第三の時代になって、私は約束通り、あなた方に教えている。 

26 あなた方は私の言葉を聞くために、地上のさまざまな場所からやってきて、行く手を阻む反対勢力に打ち勝ったの
です。あなたの愛は、旅の障害に勝るものであり、あなたの努力は成功したのです。今日、あなたは私があなたに与えたも
のに感謝し、私の愛の中であなたは安心しています。 

27 私の教えを信じ、揺るがないからこそ、私はあなたを励ますことができたのです。あなたは、世界があなたに平和
を与えることができないことを悟り、世界から離れ、この時間を私の言葉の研究に捧げるのです。 

28 私の平和と木の新鮮さを感じてください。この家は、私があなた方に語る木ではなく、私の子供たちすべてに対す
る慈悲と愛に満ちた私の霊なのです。この慈悲に飢え渇く者が大勢いることを思い、その痛みに胸がいっぱいになって、あ
なたは何度泣いたことでしょう。しかし、私はあなたがたに言う。私の言葉をすべての同胞に届かせたいなら、覚悟を決め
て親善大使になりなさい。そして、この世にいる者も、あの世にいる者も、みな私を愛し、認めてくれるだろう。 

29 世の中の不従順によって、私の霊は悲しみに暮れています。私の話を聞いてくれた人たちも揺らいでいます。この
祝福の時間の後に、別の苦痛の時間が来ることを私は望んでいません。 

30 もし、わたしがあなたがたに話した後、あなたがたは、自分の楽しみのために、選んだ言葉で教えを求め、わが言
葉が平易であるという理由で軽蔑するなら、それは、あなたがたはそれを理解しなかったからであり、あなたがたにわが法
の中で生きるために必要なすべてを教え、人間が突き止めることのできない謎を明らかにする教えを理解しなかったからで
ある。 

31 皆さんは、地上の兄弟姉妹だけでなく、すでに他の地域に住んでいる人々 にも祈りと援助の義務を感じており、皆
さんの愛は彼らに届いているのです。忘れられた存在である彼らが、これによってどれほどの安らぎを得たか、あなたは知
らない。彼らはあなたの愛と執り成しによって、この時期の私の働き手を認めてくれたのです。 

32 私は、新しい教えで世界を驚かせるために来たのではありません。私があなた方に教えることはすべて、太古の昔
からあなた方に告げていたことである。私は、私が声の主を通してあなた方に伝え、後に霊から霊へと伝える私の言葉を受
け取るために、あなた方を準備したのだ。私と結ばれて、この生命の果実の真髄を受け取るとき、初めてあなたは私を真に
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認めることになるのです。そして、この啓示を不完全なものと判断した人々 は、それが父の子らとの談話のための第一歩で
あったことを知り、それを正しく、完璧なものとみなすようになる。 

33 私に感謝し、母に感謝し、母があなたに示した恩恵に感謝します。彼女はあなたの道しるべであり、処女の助けで
あり、子供たちの心を育み、生きるために奮闘する男たちを励ます存在なのです。 

34 あなたの心を開いて、私をその中にいれてください。深く刻み込まれた私の軌道から、決して外れることのないよ
うについてきてください。あなたにも、その足跡を深く残してほしいのです。今いる場所のどこからでも、山頂が自分の運
命のゴールだと認識できるようになるのです。視線を上に向けて、道から外れないようにするのです。 

35 私は今、過去の時代に約束した荒れ地で食べるパンをあなた方に与えているのです。ようやく探していたツリーに
たどり着きましたね。その木は、あなたを待って日陰を作り、私の果実を提供する私です。あなたの霊の目は開かれ、あな
たは今、不思議と真理を見ることができます。このパンを食べながら、まだ食べていない人のことを考える人は、幸いです
。彼らのために祈りなさい。しかし、悲しんではならない。エリヤの手も同様に彼らを掴んで、あたかも羊のように肩に担
いで運ぶであろう。私の腕は揺りかごのようなもので、その中であなたの魂は私の助言と天の母であるマリアの配慮によっ
て成長するのです。 

36 あなたの心は敏感でなければならないし、私があなたに課した任務を遂行するために、あなたの魂に愛の優しさが
入らなければならないのです。この仕事は、地上で苦しむ人々 に慰めを与えることにとどまらず、痛み、不幸、混乱が支配
する見えない領域、あの世にも祈りによって入り込み、大勢の困窮者を形成し、その償いに多くを期待している人々 に少し
でも同情と愛を与えなければならないことを心に留めておいてください。彼らのために祈るとき、彼らを身近に感じ、彼ら
の痛みを自分のものとし、遠慮なく、嫌がらずに彼らを愛しなさい、たとえ汚れたとしても彼らはまだ私の子供であり、ま
だあなたの兄弟姉妹なのだから。 

37 このとき、あなたは自分の霊的な才能や能力が開花するのを見ることになるでしょう。第6の封印の光はあなたを
照らし、第7の封印の光は、あなたの進化の終わりに地球全体を照らすでしょう。 

38 ある啓示から次の啓示まで、私はいつも一定の時間を空けている。この時代、わが啓示があなた方にとって驚きで
あったとか、あなた方がそれを理解することができないなどと言うことはできない。今、私はあなた方を訓練しており、人
間の理解器官を通してあなた方に語りかけているのです。今後、あなた方はあなた方を通して私の霊と対話するよう努力し
なければなりません。そのときこそ、私の新しい大きな奇跡のときとなるのです。なぜ、このような話をするのでしょうか
。- 

なぜなら、この言葉はもう通じない、強くなるためには自分自身を霊化しなければならない、ということに慣れてほしいか
らです。このような声の主による示現が終わると、わが民は嘆き悲しみ、声の主を最も疑い、傷つけた者が最も涙を流すこ
とになる。 

39 そうすれば、私のことがもっとよくわかるようになります。そうすれば、私があなた方をある道の始まりに置き、
あなた方の霊的成長のはしごのもう一段として、私の意志を明示するために人間の仲介者を使ったことが理解できるように
なるのです。私は、マリアの声をこのような形で同じように聴くことができるよう 

にしたかったのです。そうすれば、皆さんはマリアの優美な声を聴き、地上で 

耕す庭の花を彼女に捧げることなく、心と魂の草原と庭で、徳が彼女に奉献 

するために育てる香り高い花を収穫する方法を知るマリアの民であり続けることが 

できるからです。心から立ち上る香りに勝るものはない、それはあなたの母の心に届くのだから。マリアは母性の光である
。この灯台に照らされ、錨を下ろす希望を失わない人は幸いである。 

40 愛する弟子たちよ、来て、霊的な洗礼を受けなさい。精神的に死んでいると感じていたあなたが、復活したのです
。 

41 今こそ、自分が何者で、何をするためにここに来たのか、どんな未来が待っているのかを知るときだからです。 

42 この知識はあなたの心を啓発しました。たとえあなたの記憶がすべての私の言葉を保持できなくても、あなたの精
神はその本質を保持し、時が来れば、それを聞いたときと同じ明晰さで心に思い起こさせるからです。したがって、私があ
なたに伝えるすべてのことに、あなたは責任を負うことになります。 

43 私の教えを何もないと思って記憶の中に留めておくと、心が弱って戦えなくなることがあります。しかし、マスタ
ーはあなたに尋ねます。私があなたに蒔いた種は、どのような実を結んでいるのでしょうか。- 

私の教えに触発されて行うすべての仕事、私の恩寵があなたに触れたことを知って感じる幸福、そして真理の光をあらゆる
場所に広める人々 の闘争への忍耐です。 

44 私の言葉が皆の中で花開き、実を結ぶように、このように仕事を進めてほしいのです。 

45 私が期待しているのは、あなただけではありません。地上には私の使者や使徒の再登場を待ち望む者が多く、また
、霊界の谷間には、私の律法の中であなたの成就を待ち望む存在がいるのです。ある者には愛情を、ある者には苦痛を、そ
して多くの者には良心の灯火を与えてくれるのです。 
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46 彼らはあなたの近くにいて、あなたの信仰は、それを必要とする人々 にもっと光を与え、あなたを愛する人々 にも
っと喜びを与えることになるのです。 

47 真の霊能者は、来世で苦しむ魂たちのために日々 祈ることでしょう。 

48 私の教えは、人間の心を啓発することを目的としています。しかし、私がこの時期に来たことに驚いてはいけない
し、それに惑わされてもいけないし、それに慣れてもいけない。私の神聖な光が、口寄せをする人間の心の器官と出会うと
き、それは波動に凝縮され、知恵と愛の言葉へと変化するのです。私の魂は、この姿であなたに届くために、天の梯子を何
段降りなければならないのでしょう。そして、私の教えをさらに説明するために、光の霊的存在たちをあなたのもとに送ら
なければなりません。 

49 人は誰でも誤りを犯しやすく、完璧にはほど遠いものだからです。しかし、もしあなたが彼の唇から出る言葉の意
味や本質を判断したいのなら、そうしなさい。そこに私の存在、私の完全性を見出すことができるからです。 

50 この言葉の本質、味わい、内容は、イエスが第二の時代にあなたに与えた言葉と同じです。声を出す人の準備やイ
ンスピレーションによって形は変わっても、本質は変わらない。 

51 人間の心には限りがあり、あるところまでしか到達できない。それまでは、私の神性が愛を持ってあなた方に降り
立ち、人と神との結びつきを確立しなければならないのです。 

52 精神的な成長は止まってはいけないし、マスターの教えも止まってはいけないからだ。私があなたがたに語る者の
脳が純粋でなければ、その宣教は不完全なものとなってしまうからである。 

53 疑問や間違いに陥らないように、あらゆる不完全なものを拒絶する。私の弟子たちは、他の者たちがおぼろげにし
か見ていないものを、はっきりと見ることができるのだ。 

54 私の愛の言葉は、あなた方の心を開く鍵です。あなたの魂を地上に送ったのは、罰を受けるためではなく、贖罪を
果たすためだ。しかし、あなたが隣人への愛の十字架を背負い、父の愛が待つ頂上まで一緒に登るなら、この罪滅ぼしは苦
痛ではありません。もしあなたが、自分の犯した罪のために、天罰や永遠の火の罰を恐れているならば、それは間違いであ
る。あなた方が贖罪の苦しみを味わうだけだと思っていたのに、私はあなた方をこの世に送り、わが言葉を聞くことを許し
、それによってあなた方を魂の漁師としたのだ。あなた方の魂は、前回とどれほど変わってあの世に帰っていくのでしょう
。彼らは悔恨の念を抱き、恐れおののき、何の取り柄もなくやってきた。今、彼らは笑顔で帰ることができ、その内なる高
揚が彼らを私の王国の光に導いてくれるでしょう。この愛の十字架を、不従順がもたらす苦痛の重荷と交換する勇気が誰に
あるでしょうか？他の人生では刈り取れなかった実を集めるために、どれだけの人が指導者の職を任されたことでしょう。
その中で、自分の実力でこの地位を得たと言える人はいるのだろうか。この仕事はとても繊細で厳しいものなので、私の愛
だけがそれを授けることができるのです。 

55 今が最後の機会だと思って、私のところに来て、自分の使命を果たすために力を発揮してください。この世での人
類への奉仕に報酬を期待せず、無私の心で働きなさい。一日の仕事を終えて父の御前に出て、その仕事が実らなかったと悟
ることは、あなたの魂にとって悲しいことです。 

56 自分の作品が他の人の模範となるに値するかどうかを確認する。そうすれば、あなたは正しく、仲間が自分の間違
いを正すために自分自身を見ることができる透明な鏡にたとえられるでしょう。あなたの魂はすでに他の人生で、地上の快
楽のためにこの世の存在を捧げてきたのです。今、あなたの時間の一部は、あなたの精神的な義務を果たすことに専念して
ください。そうすれば、人間の義務を放棄することなく、あなたの魂は昇天することができるのです。 

57 生前のあなたはどんな人でしたか？現在の自分、そして未来の自分はどうなっているのか。これらの謎は、神の審
判者だけが答えを知っているのです。当面は、私が高次の真理として明らかにした輪廻転生の法則の真の意味を理解すれば
十分でしょう。 

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 169 
1 私の視線は、あなたの心を突き抜けます。肥沃な土の上の麦のように、あなたの中にあるように。今、私があなた

方を裁くとすれば、畑を耕す道具は不摂生で錆びつき、武器は捨てられ、種を隠し、生ける水の泉を干してしまったと言う
でしょう。 

2 でも、今日はあなたの悲しみだけを受け取りたい。あなたは文句を言い、苦しみ、すべての痛みをわが正義のせい
にして、自分のつまずきの原因が自分にあることに気づいていないのです。あなたがたは、戦いに向かって熱意をもって立
ち上がることなく、大樹の陰に凭れかかって眠ったからです。 

3 父なる神がこのように語ってくださるのは、あなたにとって苦痛なのです。でも、どうして恥ずかしいんですか？
指導が足りなかったのでしょうか？あなた方の中に師匠がいなかったのか？私の非難を聞いてはじめて、あなたがたは自分
の犯した失敗について良心が語るのを許し、そのときはじめて、あなたがたは父が命じたように自分たちの間で団結するこ
とに失敗したことを思い起こすだろう。そして、もしあなたが同胞の平和のために私の愛と慈悲の種を蒔かなければ、戦争
、疫病、飢餓、死が入り込む扉が開いてしまうことを忘れないでください。 

4 私は、あなたがたを裁くことはできても、裁く者として来たのではない、と申し上げました。それなのに、なぜ私
の代わりに裁判官になって、仲間の行いを裁くのですか？あなたは、自分が完璧で、無謬であると思っていますか？ 

5 私の法を犯さず、私の教えを誤解せず、あなたの意志を貫け。 

6 本当にあなたがたに言う。もし私があなた方人間にこれほど愛と慈悲をもって接するならば、来世で過去の罪を償
う者たちにも同じように思いやりのある愛を向けるだろう。私の光をこれらの存在に送るのは、暗闇のような注意散漫と、
「火」である自己非難から彼らを解放し、その後、彼らを人の間に送り、かつて心に痛みを蒔いた者が、今は知識の光を与
えられて、自分の兄弟姉妹の恩人や保護者になるようにするためである。 

7 第一の時代にあなた方を導いた律法と第二の時代にあなた方に償いの道を教えた血は、この第三の時代にあなた方
を引き上げる光となり、あなた方の良心を通して私の声が人を迷いの道から立ち直らせるのである。私は、全人類が妄想の
道を歩んでいるのを目の当たりにしていることをお伝えしなければなりません 

8 この言葉を知った学識者は不快に思い、純粋な精神を装う者もまた抗議をすることだろう。しかし、私は、今日の
人類が、不安と恐怖だけが支配する道に迷い込んでしまったこと、それが妄想の種であることを、一方に、他方に、そして
すべての人に証明するつもりです。 

9 地球上のどんな人々 にも、どんな人間にも、内なる平和と静寂があるのだろうか。人々 は、善と正義が悪に勝つこ
とを自信の拠り所としてきたのでしょうか。地球人類は、人類を脅かす破壊から道徳的、精神的、物理的に自らを救う確か
な方法を持っているのだろうか。いや、人は、人は、自分がどこへ行こうとしているのか、何を望んでいるのか、わからな
いものなのだ。霊性の欠如と法の無知から湧き上がる憎しみ、相互の恐怖、他者より優位に立とうとする野心、低次の情念
に与えられた寛容さ、神の法則の遂行における真実性の欠如が、人類をすべてが悪の前兆であり、希望も信仰も、ましてや
慈善もない暗い道へ導いてきたのである。 

10 多くの人々 は、あなた方の住む罪と苦しみの世界に慣れきってしまい、この人生が最も自然であり、地球は涙の谷
となる運命にあり、平和と調和と精神の進歩を宿すことはできないと思っています。 

11 そう思っている人は、無知の眠りに陥っているのです。この世界は、私が涙と贖罪の谷になるように運命づけられ
たと考える者は、間違いである。私が人間に提供したエデンは戻ることができ、また戻らなければならない。私が創造した
ものはすべて生命と愛なのだから。だから、世界は人間の苦痛の場となるように神によって運命づけられたと言う人は、間
違っているのです。むしろ、人間となった精霊の喜びとリフレッシュのために創られたものを、自ら裁きの使命に課してし
まったと言うべきだろう。 

12 人間を堕落から救うためにすべてが予見されていたのに、誰も罪を犯すことを宿命づけられた者はいない。 

13 人間は愛によって上へ上へと進化することを望まず、私の律法を果たすことによって賢くなることを望まず、いつ
も避けようとしていた私の正義が、私の正義は完全な愛から生じているから、自分を守ってくれることを忘れていた。 

14 罪によって汚され、犯罪によって汚され、欲と憎しみによって冒涜されたこの地球は、その純粋さを取り戻さなけ
ればならないのです。善と悪の絶え間ない戦いであった人間の生活は、神の子たちの家、平和、兄弟愛、理解、高貴な志の
家となるのです。しかし、この理想を実現するために、人々 は精神的な無気力から揺り起こされるような試練を経験しなけ
ればならないのです。 

15 あなた方は反対のことを考えていますが、今の時代は自己反省に適しています。なぜなら、あなた方は、思いやり
も愛も平和もない人類の中で、自分自身が囚われの身であると感じているからです。しかし、戦いのクライマックスに近づ
けば近づくほど、あなたの目覚めは強くなる。試練の後には平安が訪れ、それとともに回復があることを、聖霊の予兆があ
なたに告げるからである。 
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16 現在、物質的な現在のためにだけ生きている何百万もの人間が、どれほど現実から遠ざかっていることか。どうす
れば現実に目を向けることができるのだろうか。- 

良心の声に耳を傾けることでしか、その声を聞くことはできないのです。 

17 愛する者たちよ、焦ってはならない。私の言葉が数時間以内に実現することを求めてはならない。あるものはすぐ
に現実のものとなり、またあるものは時間の経過とともに現実のものとなります。 

18 人間にとって、特に苦痛に満ちた時間を経験するとき、希望、信仰、忍耐、優しさで自分を武装する方法を知らな
いので、人間にとって何世紀にも思える瞬間がある。しかし、もし彼らが光を受けるために私のもとに立ち上がるなら、こ
れらの徳は彼らに希望と戦う力を与え、また困難な時間を甘美にすることでしょう。 

19 あなたは、自分の精神的な進歩が試されている困難な時期を過ごしているのです。精神的に--

私があなたに伝えたのは、人生の苦難の旅を支えてくれる唯一のものだからです」。 

20 人間の力だけに頼ってはいけない。肉体はか弱いのだから。しかし、私に祈り、信仰を浸透させる霊の強さについ
て、これを行う。そうすれば、戦いに立ち向かえるという確信が持てるようになります。 

21 私の愛は、あなたが経験する苦痛と裁きの時間に、マントのようにあなたを覆い、私の慈悲は、あなたが飲んでい
るカップが必要であることを理解させます。 

22 あなたの功績を私に示すことができれば、私はその杯を取り除いて、あなたのために永遠の命のワインに変えてあ
げよう。 

23 私の教えを師と仰ぐには、自分自身を見つけることができた時に、必要な装備を手に入れることができるのです。
そのとき、あなたは良心の声を聞き、すべての悪を覆う仮面があなたから落ちることでしょう。 

24 物質的な財産を犠牲にしてでも、魂の救済を求めよ。このために失うものが多ければ多いほど、その後に得られる
ものが多くなるのだから。あなたが与えれば与えるほど、あなたの霊の中の贈り物は増えていくのです。まことに、あなた
がたに告げます、利己主義がもはやあなたがたの心に居場所を見いだせないとき、あなたがたは主人となり、わが愛はあな
たがたを迎えて言うでしょう。"あなたの父はあなたを喜んで迎え、霊のパンを差し出します 

"とね。本当に、私はあらゆるところからあなた方を呼び寄せた。神の鐘の音が世界中に聞こえたからだ。しかし、その呼
びかけに応えた人はごくわずかだった。 

25 人々 よ、私があなたがたを呼んだのは、永遠の命のパンを食べさせるためであることを理解したであろうか。 

26 皆さんは霊的な宴会で自分の居場所を決められましたが、主人はまだ空席があることを見抜いています。彼らは、
わが招きに応じなかった者たちである。私が用意した料理も、彼らは敬遠しています。天から与えられたものを拒む者は、
後に涙を流すことになるのだ」と、痛みをこらえて語る。この言葉は、わがしもべの一人も聞いており、出会った飢えた人
をすべて私のもとに連れてくるようにとの指示を受けた。その時、私は彼を私の食卓に座らせ、そのような大きな恵みを疑
いもせず、期待もしなかった人々 が空席に座り、私の選ばれた者と呼ばれる人々 よりも祝福されるであろう。 

27 私は人間だけでなく、あの世に住む者たちをも呼び集め、実体のない者たちも受肉した者たちとともに私の食卓に
座れるようにするのだ。 

28 弟子たち：私の言葉があなたがたに届いて、それが理解できないとき、あなたがたはそれを疑うのです。しかし、
私はあなたがたに言う。もし、あなたが不安でたまらないのなら、野原の孤独の中に引っ込んで、そこで、自然の中で、た
だ広々 とした野原と山々 と大空を証人として、もう一度あなたの主人に質問しなさい。そうすれば、すぐに彼の愛に満ちた
答えがあなたに届くでしょう。そして、運ばれ、インスピレーションを受け、未知の精神的な至福に満たされるのを感じる
ことでしょう。そうすれば、あなた方はもはや信仰の薄い人ではなくなる。なぜなら、神の言葉はすべて真理を含んでいる
が、それを理解するためには、聖域であるため、献身と純粋な心でその中に入っていかなければならないことを知るからで
ある。 

29 覚悟を決めて何かを知ろうとするとき、その光への思いが神の光を引き寄せるのです。私は何度あなたに言ったこ
とでしょう。「山の孤独の中に行って、そこであなたの心配事、苦しみ、必要なことを私に話してください」と。 

30 イエス様は、第二の時代において、これらの教訓を、ご自分の模範を示して教えてくださいました。私が説教を始
める前に、砂漠に引きこもって祈った例を思い出してください。私が人の間に存在した最後の日、会堂に行って祈る前に、
父と話すためにオリーブの木立の孤独の中に行ったことを思い出してください。- 

自然は創造主の神殿であり、すべてのものが創造主を礼拝するために立ち上がっているのです。そこでは、あなたの父の輝
きを直接、純粋に受け取ることができるのです。 

31 そこでは、人間のエゴイズムや物質主義から遠く離れて、賢明なインスピレーションがあなたの心に入り込み、あ
なたの道で良いことをするように動かしているのを感じるでしょう。 

32 現在、私が心の器官を通してあなた方に与えているこれらの示現は、1950年に終わりを告げます。この取り返し
のつかない時期は必ずやってくる。しかし、主から直接インスピレーションを受けるために内側に立ち上がることを学んだ
のに、もはや声帯を通じてわが言葉を聞かないことが問題なのでしょうか？ 
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33 愛する子供たちよ、立ち上がり、イエスの模範にしたがって働きなさい。 

34 私がこれらの心を通してあなた方の目の前に私自身を知らしめるように、あなた方も私のインスピレーションを受
けるだろう。そして、私の名において、私が奮い立たせる教えを宣べ伝えるのだ。そうすれば、私の教えが続き、私の啓示
が永遠にあなたの霊に降り注ぐことを経験することができます。外見上の形だけが多少違ってきます。 

35 覚悟を決めれば、謙虚な気持ちで仕事に臨めます。本当にあなたがたに言いますが、もし、あなたがたの心に少し
でも虚栄心や高慢さがあれば、良い仕事をすることはできないのです。私の教えを説こうとする者は、謙虚にそれを実践し
なければならない。このようにお話しするのは、まだ何が足りないかを理解していただくためです。- 

私の教えを広めることに全力を尽くしたいと思っているのですね。しかし、イエス様の教えがあなたの行いや生活の中に現
れないとしたら、どうして教えることができるでしょうか。あなたの行いの中に私の仕事を認めさせれば、師匠の姿が弟子
に映し出されるでしょう。 

36 私の教義を同胞に教える覚悟ができたとき、それを実感できると言っているのです。それは、あなた方が自分自身
を発見したときである。そうすれば、良心の声がはっきりと聞こえてくるはずです。あなたがそうでない限り、私を真に感
じることはできないでしょう。 

37 幸福を求めない者はいない。それが永続的であればあるほどよい。とはいえ、私はあくまで道を示すだけで、あと
はあなたに一番合った道を選んでもらうだけです。 

38 と問いかけます。幸せになりたいのなら、なぜ種をまいて、それを刈り取らないのか。人々 のそばにいたいという
衝動に駆られた人は、なんと少ないことでしょう。 

39 私は、あなたの霊とあなたの地上の自然の両方が私を理解する方法で話します。しかし、肉体を犠牲にしてでも救
いたいのは魂であることを自覚してほしい。 

与えれば与えるほど、より多くのものを手に入れることができると知ってください。そのステージに到達すれば、あなた方
はマスターになれるのです。そうすれば、あなたの人生が手本となり、他の人が自分の間違いを見て、その間違いを正すこ
とができる鏡となるでしょう。 

40 あなたの装備のために - 私の神聖な言葉を聞きに来てください。 

41 あなたの思考と感覚を休ませ、あなたの心に私の声を感じることができるようにします。 

42 わが言葉は、魂が地上をあてもなくさまようことがないように、わが意志によって永遠から定められた道である。
本当にあなたに言いますが、人間は魂の発達を遂げるために、霊化を知らなければなりません。 

43 進化した魂が、外見を超えた内側に感じる聖霊の光の時代です。 

44 宇宙を見よ、その完璧さと美しさに感謝せよ。それは、主の子らがそれに感化され、その中に父なる神の姿を見る
ために創られたものです。もし、あなたが創造物をこのように考えるなら、あなたの考えを私の神性に昇華させるでしょう
。 

45 あなたの思考は決して不活性であってはならず、常に進歩し続けなければならない。 

46 慣習的な伝統や象徴的な儀式に執着することなく、精神をもって私を求めてください。あなたの心の中に私を求め
なさい。心は愛し、苦しみ、感じるものだからです。 

47 もし人々 が科学の知識を増やそうとして心を忘れていなければ、これほどの不和や利己主義はなかったでしょう。
そして、あなた方全員が自分の中に持っている神聖な輝きをすでに発見していたでしょう。だからこそ、あなた方はみな私
の中の兄弟姉妹なのです。人々 はすでに「互いに愛し合う」というイエスの基本原則を果たしているはずで、それだけでこ
の世界は平和と光を手に入れることができるのです。 

48 今日、良心の声は、それを聞くことを止めずに、殺人戦争に突入し、国家を破壊し、生命の要素と物質的な力を破
壊し、その結果として、さらに深刻な道徳的、精神的腐敗を引き起こすことを考慮しない、耳の聞こえない人々 に出会って
いるのです。 

49 私は、男女の皆さんに、道徳的、精神的な回復の仕事において、今、自分の任務を果たすことができるように、こ
れらすべてのことを話さなければなりません。わが言葉を聞くだけでなく、よく考え、実践しなさい。そうしなければ、耳
の聞こえない種になってしまう。 

50 あなたの魂の進歩を支え、私の意志で定められた時が来たら、献身と高揚に満ちた状態で地上の肉体を離れるよう
にしなさい。誰も物理的に私のところに来るのではなく、霊的な存在として来るのだと理解してください。そんな時は、も
う苦痛も気苦労もない天の梯子の高い段にたどり着くように気をつけましょう。 

51 あなたは作品の点で不完全であり、あなたの起源や創造の点では不完全ではありません。しかし、いずれは自分の
実力でその完成形に到達するのです。 

52 あなたは本当に知恵の祭壇の前に立ち、私の恵みによってあなたの精神が豊かに与えられたのです。 

53 弟子たちよ、あなたと私が霊から霊への声の担い手や仲介者なしに会話し、私たちだけが無限と向き合うとき、あ
なたの存在の最も奥深いところで、沈黙から湧き出てあなたの霊に語りかける神の声を聞くことになるでしょう。- 
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この静寂の向こうには、天上のコンサートがある。あなたの聴覚は物質的な音しか聞こえないので、その音はまだ聞こえな
い。 

54 このメッセージに真摯に耳を傾けてください。このような形で私の声を聞くことができなくなる時が来るのです。
しかし、もしあなたが準備を怠らないなら、後に私の言葉をより完璧な形で受け取ることができるでしょう。あなたが今参
加しているこの顕在化の形態は、外的なものだと判断されるかもしれません。しかし、もうひとつは内面的なもので、あな
た方がさらに霊性を高めたときに到達することを約束します。そうすれば、人々 は仲介者や証人なしに父のもとに立ち上が
り、自分の求めるものを父から直接受け取ることができ、完全な交わりに近づくことができます。そのとき、人間の精神は
かつてない輝きを放ち始めるだろう。私と交わることで、私はその中に私自身を映し出すからだ。 

55 人間の知性を通してのわが光の顕現は、あなた方に基本的な教えをもたらし、その後に訪れる偉大な悟りのための
基礎を築くために行われたのである。そして、あなた方一人ひとりが人生の中で背負っている十字架の重荷を軽くするため
に来たのです。この十字架は、一人ひとりが自分で作り、自分の意志で磔になったものです。 

56 私の前に苦難と苦汁の杯を持ってきた多くの人に、私は、誰も彼らをカルバリーに連れて行かなかった、その杯を
求めたのは彼ら自身と彼らの意志であると言うことができました。また、試練の真っ最中に私のところに来て私を呼ぶ方法
を知っていれば、釘や茨、胆汁や酢が消えて、新しいより良い人生に復活することを伝えることができます。 

57 それを聞いて、「先生、新しい人生というのは、来世のことですか、それともこの世で生きていくことですか」と
聞く人がいます。光に、愛に、真理に、善に立ち上がるとき、あなたは居場所を心配する必要はない。 

58 その2回目で「父の家にはたくさんの屋敷がある」と言いましたね。- 

すべての霊は神の家であることをご存知ですか？良心のあるところには、必ず主がおられる。 

59 私の教えが完全に実現したとき、人間が心から罪を引き裂いたとき、世界がどのようになるのか、今のあなたには
まだ想像もつかないでしょう。そうすれば、男も女も、子供から老人までが、多くの涙と多くの血を流したこの地球で、完
全な平和を享受し、至福の時を過ごすことができる時代が来ることを、私は知っているのです。その人たちは、神との調和
を一瞬たりとも崩そうとせず、互いに愛し合うことを至上原理とする私の法の真髄を心に刻んで持ち続けることでしょう。 

60 ですから、私の話を聞いているあなた方は、同胞に良い知らせを届けるために自分自身を準備することがいかに必
要かを理解し、彼らの目覚めがもたらす至福をもはや奪うことがないようにしなさい。あなたが目覚めさせた者の多くは、
あなたができなかったことを成し遂げ、彼らを順番に目覚めさせた者は、彼らにグッド・ニュースをもたらした者よりも多
くのことを成し遂げ、そうして、民が大きく、多くなり、わが言葉の成就が地上に現れるときが来るまで、一歩一歩進むこ
とを忘れてはならない。 

61 私は、あなたが精神的に成熟するのを待って、「種をとって散らしなさい。 

62 第二の時代』では、あなた方が地球に来た目的を達成するためには、適切な時を待たなければならないことを例に
挙げました。 

63 私は、自分の体、つまり人々 が目の前にしているあのイエスが最盛期を迎えるまで、彼を通してあなたに愛を教え
るという神の使命を果たすために待ったのです。 

64 その体、すなわち心と精神が完全に発達したとき、私の霊はその唇を通して語り、私の知恵はその心にあふれ、私
の愛はその心に落ち着いた。その体とそれを照らす神の光との調和はあまりにも完璧で、私はしばしば群衆に向かって、"

子を知る者は父を知る "と話したものである。 

65 キリストは、神の中にある真理を利用して、人々 に教えを説いた。彼は、世界からそれを引き出したわけではあり
ません。ギリシャ人からも、カルデア人からも、エッセネ派からも、フェニキア人からも、誰からも光を引き出さなかった
。彼らはまだ天の道を知らないので、私は地上で知られていないことを教えました。 

66 イエスは、天の国、愛と正義の法、光と命の教えを宣べ伝える時が来るまで、幼年期と青年期を活発な慈善活動と
祈りに捧げていました。 

67 その当時伝えられた私の言葉の本質を探り、それが人間の教えやその当時知られていた科学から得られたものであ
るかどうかを教えてください。 

68 もし、私が本当にそのような人々 の学識を求めていたならば、私の使徒の一団を形成した無学で無知な人々 の中で
はなく、彼らの中に私の弟子を求めたであろう、と私は言うのです。 

69 あなたは、それらの民族の教えや哲学について、私が何を語れるかと尋ねるので、私は、それらは聖霊の霊感では
あるが、私だけが持っている至高の真理ではない、と答える。 

70 この第三の時代において、わが意志は、人間を通して、その精神と知性を用いて、わが身を知らしめることであっ
た。しかし、その際、私は謙虚な人、無学な人、単純な人を利用し、彼らの心が科学や理論に触れないように気をつけまし
た。この表現力の乏しい人間の唇を通してわが教えを与え、あらゆる種類の人々 からなる大勢の聴衆を驚かせ、感銘を与え
るために、私がまず声の担い手を師匠に送り、彼らから装備と知恵を得るべきだったと考えてはならない--

逆に、私は彼らをあらゆる伝染や影響から遠ざけ、彼らの心が人々 の前で神のインスピレーションを再現できるだけの偏り
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のない、純粋で自由な状態になるよう、そうした。私のスピリットが今、人類に明らかにしている深遠で未知のメッセージ
について、彼らはその人たち（マスターたち）に何を聞くことができたのでしょうか。 

71 これこそ、私が無学で単純な人々 を選び、彼らの理解器官を通して私の教えを知らしめた理由である。 

72 その時、私がイエスに置いた教えは、その本質も形も完璧なものでした。なぜなら、これを創案し、これを伝達す
る者は完全であるからです。 

73 今日、私は、完全性から非常に遠く離れて生きているこれらの被造物を通して伝えるので、あなた方は、外形より
も御言葉の意味にもっと注意を払わなければなりません。なぜなら、彼らは、神のメッセージを彼らに与える神の完全性と
調和することができない人間の被造物であるからです。 

74 私がこのような話をするのは、すでに指示を受けた人々 、この顕現における私の存在を信じる人々 が、霊的高揚と
祈りと装備を通じて、このような繊細な霊的使命を果たす声の担い手に協力する義務を負っているからです。 

75 この使命を遂行する者の責任を理解しない者は、彼らに対する愛ある憐憫の情を抱くことはない。しかし、理解力
のある人は、信仰深い助け手のように、祈りを通して、十字架の重荷を兄弟姉妹と分かち合うのを助けるようになる。 

76 私の宣言が終わり、私がこれらの被造物を通して姿を現したとき、私があなたに示したすべての愛をあなたが理解
するとき、あなたは私に言わなければならないでしょう。「主よ、あなたは私たちの悲惨さ、罪深さ、惨めさの中に降りて
きてくださったので、このような大きな愛にお返ししないことがあろうか。そして、愛と光と慈悲を必要としている人たち
を愛し、その人たちのために人生を捧げるようになるのです。 

77 第二の時代、私を取り囲み従ってきた愛すべき弟子たちは、命を捧げ、魂を溢れさせ、血を流し、王座を離れて共
に生き、霊の最も貴重な宝である真理を与えてくださった方に愛で報いようとしたからです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 170 
1 私が十字架上で受けた苦痛を思うと、人間の卑しさがこれほどまでに残酷になったのかとぞっとする。しかし、あ

の時の痛みも、飲んだ杯も、最大の苦味ではなかったと言うことです。 

2 私にとって最大の苦痛は、私が彼らの間で生きてきたにもかかわらず、私の子供たちが、私が誰であるか--

光に満ちた言葉で彼らに真実を明らかにした者--

認めようとしないこと、そして、彼らが私の言葉を拒否し、私を否定すること、私が彼らの心に愛を注いだのに彼らが私を
あざ笑い、彼らの唇が私に対する冒涜を口にすることを見たことです。 

3 十字架の上で吐いた最後のため息は、多くの不幸と多くの死に対して私の心から出た神の赦しだったのです。しか
し、「マイパッション」はそのため息だけでは終わらなかった。私は命であることを告げ、私の霊は永遠にすべての人の恩
義を受け続けていたのです。 

4 私が約束のメシアかどうか、議論された。そして、ある者は私が約束の者であると結論づけたが、他の者は私を否
定した。物質のみを崇拝する唯物論者、世俗的な欲望と利己的な利益に従って予言を解釈した者、彼らは皆、私を否定し続
けたのである。 

5 私の命の言葉を聞き、私の力ある業を見たのに、神だけがそれを成し遂げることができることに気づかなかった人
たちは、なんと盲目だったことでしょう。 

6 今日、人類は、キリストを、父が第一時代にすでに人類に約束されたメシアとして認めたと言うことができます。
しかし、人は私を否定し、拒絶し、私の愛に対する恩知らずの胆汁や酢を差し出すことを止めない。 

7 今日、彼らはもはやイエスを疑うことはないが、多くの人が私の神性を疑い、否定さえしている。ある者は、私の
精神が大きく高められたとし、またある者は、私も魂の成長の道を経て、父なる神様に到達できるようになったと主張しま
す。しかし、もしそうであれば、私はあなたがたに「私は道であり、真理であり、命である」とは言わなかったでしょう。 

8 あなたの理屈や哲学はわかっています。あなたにとって、高揚と完成を得るためにこの試練を必要とする魂だけが
受肉し、神の「言葉」が人間となったことを信じることができないことは知っています。神である存在が痛みを感じること
ができることを、あなたが理解していないことは知っています。そして、このことがキリストに起こったことを理解してい
る人は、キリストが約束された神である可能性を否定しているのです。 

9 ああ、私の愛する子供たちよ、地上における「言葉」の受肉は、神の愛の最大の表現であることを理解することが
できればいいのだが......。それは、あなた方に対する謙遜の願望であり、自分を制限し、小さくすることで、あなた方が私
をよりあなた方に、あなた方自身をより父に近い存在として感じるようにしたいという私の願望から出た教えだったのです
。 

10 しかし、その大きな痛みは......なんと、ほとんど知らないのです。あなた方は、肉体の痛み、肉体の苦しみ、魂の
苦悩ばかりを考えているが、人間と天の父との間に調和がない限り、あなた方の間で苦しみが続くことを理解していない。
しかし、あなたの父に反映されないような苦しみがあるでしょうか？ 

11 私があなた方の判断から自らを守っている、あるいは、あなた方が私を否定するその神性を私から奪わないよう求
めている、などとは思わないでください。私はこの時、人間にその精神で私を裁くように言うために来たのだ。 

12 神霊があなたの霊のために書き記した偉大な生命の書を、あなたの小さな人間の理性で読み、把握しようとするの
はやめなさい。なぜなら、不死を獲得するのはあなたの霊であって、「肉」ではないからです。 

13 この教えは、あなた方が信じられるように、無学で単純な生きものを通して与えていることを心に留めておいてく
ださい。もし、私が訓練され、教育を受けた人間を通してこれらの啓示を与えたとしたら、あなた方は、この時代に地上に
現れた多くの説のうちの一つに過ぎないと考えるだろう。 

14 この時代、私の言葉に捕らえられた者たちは、私の教えに感化されて、勤勉な労働者として働き始め、たゆまぬ努
力を続けているのです。彼らの唇は私に「先生、ここに私たちはいます」とは言いません。なぜなら、彼らは私の掟を果た
すとき、どこでも私と一緒であり、明日には人類のための霊的ガイド、大使になることを知っているからです。 

15 世界ではすでに、平和と光の使徒たち、つまり、神の師とともにあったあなた方が、心にグッド・ニュースを届け
てくれることを、人々 は待っているのです。 

16 あなた方はまだ、私の教えを実践するために自分を試し、準備している段階です。あなた方は私の愛で満たされ、
私のワークに完全に染まっています。 

17 これらはすでに私の宣言の最後の年です。一九五〇年以降、わたしがわたしの言葉を引き出したとき、あなたはそ
れを思い出し、その使い方を知らなかったとしたら、あなたの心は悲しみに包まれるでしょう。しかし、本当に言っておく
が、私はあなた方から離れることはない。ただ、私自身を現す形が変わるだけで、真の霊化の時が来るので、あなた方に近
づくとさえ言える。 



U 174 

136 

18 あなたはこれからも私と精神的なコンタクトを取り続けることになります。私の教えがいかに単純であるか、私の
律法をいかに簡単に理解できるか、ガリラヤ人のイエスがあなたがたに教えたのと同じであることを悟りなさい。 

19 まだあなたを裁くのではなく、私につながる道をもう一度示してあげたいのです。 

20 今はまだ弟子だが、明日は主人となって、私が啓示したことを言葉と業で教えなさい。あなた方は高いモラルを持
った教師になるのです。多くの人々 の間で信仰が消え、希望が失われているのは、人間が自分自身を知らず、また自分自身
を憐れんでいないからです。しかし、私の真理を説き、私の愛を語るためには、あなた方が自らを清めなければならない。 

21 第二の時代、私は弟子たちに「あなたの体の部位の一つがあなたの罪の原因となっているならば、それを切りなさ
い」、つまり、苦痛と犠牲を払ってでも、あなたは清くなりなさいと言ったのです。心を清め、情念を根づかせてはならな
い。器の内側と外側をきれいにする。 

22 あなたの心を私の愛のリズムに合わせれば、あなたの仲間は、あなたの魂の純粋さとあなたの感情の誠実さによっ
て、あなたを認識しなければならないでしょう。冷静な平衡感覚を見つけ、許し、そして許されるでしょう。自分自身と平
和に暮らす。 

23.偶像崇拝の営みの中で、どれだけの仲間がメシアの到来を待ち望んでいるかを自覚しなさい。私が父として、主人
として、兄弟として、友人として、愛と謙遜に満ち、すべての人を救い、祝福し、赦すために手を差し伸べることを知らず
に、無知ゆえに、私が悪人に裁きを下し、善人を救い、世界を滅ぼすためにだけ来るのだと考える人がどれほどいることで
しょう。 

24 したがって、あなたがたは、私の指示のもとに、私の新しい啓示の証拠を示すために、自分の（霊的）賜物を展開
する。それは、苦しんでいる者の痛みを取り除くことであり、迷える者に光の道を示すことであり、「立ち上がり、歩きな
さい！」という呼びかけによって「死んだ者」を新しい命に目覚めさせることである。 

25 死の観念をなくし、真の生命の道を説くのだ。 

26 私の作品について語るときは、信念を持って語ってください。ひらめいた瞬間に、心が感じたことを表現してくだ
さい。あなたがたの唇を通して人類に語りかけるから、覚悟しなさい。私の教えから離れず、人のもつれに巻き込まれるこ
とのないよう、用心深く生きなさい。 

27 私の言葉を聞くために集まってくる集団は、まだ小さい。しかし、私はこれを全人類の代表とみなし、わが娘ダミ
アナ・オビエドを通してわが意志をその知性によって知らしめたときからそうしてきたように、これにわが教えを授ける。
このように私があなた方に与えたものは、あなた方が貴重な宝石のように心に留めておくべき知恵の教えであり、その本質
は愛なのです。 

28 あなたがたゆまず私を受け入れてくれるから、私はあなたを祝福します。私があなたを指導したように、あなたも
仲間を指導し、導いてほしいのです。私はあなたに、私の癒しのバーム、つまり慈悲で痛みを癒す才能を授けたのです。 

29 あなたがたは、わたしが自分自身を明らかにした方法の証人である。明日、この言葉が人間の口から出なくなり、
この恵みが存在しなくなったとき、あなたは愛を持ってこの時代とこれらの発現を思い出すでしょう。そして、聞いたこと
、見たことを証しするのです。 

30 一九五〇年以降、人々 は、主の御言葉がどのような形で顕現されたのかと尋ねるだろう。そのとき、あなたは、そ
れが、平易な言葉で、誰にでも理解できるような単純な顕現で行われたことを伝えるのだ。 

31 あなたは興味を持って話を聞き、私の教えを伝える本は熱心に読まれることでしょう。 

32 私はこれまで、さまざまな形であなた方を訓練してきましたが、私があなた方に教えてきたのは、いつも同じ教え
でした。そして何よりも、あなた方が私の前にふさわしくなり、最終的に永遠の命という功労の報いを受けるための信仰に
火をつけたのです。 

33 あなたの心の中に、私が見ることのできないものを私の前に持ってくることができるだろうか。 

34 私はすべてを聞き、すべてを知っている。見て祈れ、狼が待ち構えているのだから。人生の途上で誘惑に陥った者
を責めず、むしろ発展の道を歩むために新たなスタートを切るよう、愛情をもって招き入れなさい。 

35 第二時代、誘惑に負けて罪を犯してしまった女性が、イエスが通りかかった途端、大勢の人々 に露天で裁かれた。
その人たちは、女を姦淫の罪で訴え、殺そうとした。そこで彼らは主人に向かい、試練を与えるために言った。「主よ、こ
の女は姦淫で捕まりました。モーセの律法では、民衆の手で石打にされるはずです」。これにどう答えるの？"すると、イ
エスは彼らを憐れんで見て、こう答えられた。"あなたがたのうちで罪のない者が、最初の石を投げなさい。"と。 

36 その言葉の光に魂を照らされ、皆、仲間を裁くにはあまりに不完全で価値がないと感じ、恥ずかしくて引き下がり
、小さな広場を空っぽにしてしまったのです。 

37 イエスは次に、地面に倒れている女に言われた。「女よ、あなたを告発する者たちはどこにいるのか。消えてしま
ったのです。起きて、行って、もう罪を犯さないでください」。 

38 あなたがたに言うが、すべてのことを判断するのは私一人である。 

39 私の平和を望むなら、私の戒めを守り、それが常にあなたの導きとなるようにしなさい。 
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40 みんな、バナーにアクティブチャリティと書いてね。私の畑で働こうとする者は、慈悲を仕事の基本原則としなさ
い。そうすれば、その者は大きな使命を果たすことになるのです。 

41 痛みが広がっている畑はとても広く、愛と慈悲の種は蒔くべき人の心の中にとてもまばらに蓄えられています。 

42 私の慰めの精神は、この地上での偉大な愛の仕事を遂行するすべての人々 に注がれます。しかし、この慰めは霊的
な世界、つまり地球の道に光を放つように運命づけられた存在にも与えられている。 

43 私がわが霊界について語るとき、それは真の下僕として主の御心に適うことだけを行う従順な霊的存在の群れを意
味します。これらの者は、すべての人々 の助言者、保護者、医師、そして本当の兄弟姉妹となるように、私が送ったのだ。
彼らは不平を言わない、なぜなら彼らの中には平和があるからだ。彼らは質問をしない。なぜなら、彼らの進化の光と長い
道のりの経験が、人の心を啓発する権利を与えているからである。彼らは、助けを求めるすべての叫びと、あらゆる必要に
おいて、容易に、そして謙虚に手を差し伸べます。 

44 私が彼らに、あなたがたの間で自分を知らせ、あなたがたに指示と証と励ましを与えるように指示したのである。
彼らはあなたの前に進み、道を清め、あなたが心を失わないように手助けをしてくれるのです。 

45 明日にはあなたもこの光の軍団に属します。この軍団は、人間の兄弟姉妹に対する愛のためだけに、また、そうす
ることによって父を称え、愛するという自覚のもとに、無限の霊的存在の世界で活動するのです。 

46 彼らのようになりたければ、自分の存在を善に捧げなさい。平和とパンを分かち合い、困っている人を愛で迎え、
病人や囚人を見舞うのです。真の道を求めて彷徨う仲間の道を照らしてあげてください。崇高な思いで無限を満たし、不在
の人のために祈りなさい、そうすれば、祈りは彼らをあなたの近くに連れて来るでしょう。 

47 そして、死があなたの心臓の鼓動を止め、あなたの目の光が消えたとき、あなたはその調和、秩序、正義のために
素晴らしい世界に目覚めるでしょう。そこであなたは、神の愛があなたのすべての働き、試練、苦しみを補償することがで
きることを理解し始めるでしょう。 

48 魂がその家にたどり着いたとき、ますます無限の平和が浸透していくのを感じるのです。そして、その至福から遠
く離れて暮らす人々 のことをすぐに思い出し、愛する人たちがその神聖な贈り物を得ることができるようにと切望し、地球
の兄弟姉妹の救済、福祉、平和のために戦い、働く霊的集団に加わるのである。 

49 あなたの心を整え、あなたの霊に力を与えるために、私の声は、あなたがすでに指摘したように、あなたの霊に堅
固さを与えるこの試練の道を励まします。強さを持っている人は、弱いと感じている人にそれを分け与えることができます
。 

50 まもなく、他の国から多くの人々 が、マスターが自分を知らせているこの国にやってくるのを見ることになるでし
ょう。 

51 私の知恵の光は、人々 を無気力から揺り起こし、彼らが霊的にも知性的にも成長するのを見ることになるでしょう
。この一歩が人類のためになるのです。 

52 国々 はこの地の一部に目を向け、私の仕事と私の言葉を知り、それは印刷物として保存されるであろう。その時、
あなたが声の担い手と呼んだ人々 の心は、この宣言に対して閉ざされるからです。 

53 大群衆を迎えた集会所は、私が去った後も開かれ、弟子たちがそこに集まり、わが言葉を学び続けることができる
。彼らはセンチネルのように監視し、今日私が発表する「最後の一人」の到着を待ちます。あなたが自分のポストについた
とき、私があなたに明かしたことの偉大さに気づくでしょう。もし、あなたがこの使命に背くならば、平和と光を求めてあ
なたに近づこうとする人々 に、不幸と災難が降りかかるでしょう。 

54 また、世を治める者たちへの義務を果たすことも教えよう。もし、彼らの決断が民衆にとって有益で公正であるこ
とを望むなら、あなたは祈りを通して彼らを支えなければなりません。 

55 もし、あなたが彼らを見捨てて、彼らの決意を批判することだけに専念するならば、あなたは彼らが闘争の心を失
い、有害な影響にさらされるのを許すことになるのです。平和の守護者のようになる。 

56 人間は太古の昔から、自分の中に霊的な存在、つまり目に見えないけれども、人生のさまざまな営みの中で姿を現
す存在を持っていることを、直感的に知っていたのです。 

57 あなたの主は、折に触れ、霊の存在、その性質、その隠された存在をあなたに明らかにされました。なぜなら、あ
なたはそれを自分の中に持っていますが、あなたの物質化があなたを包んでいるベールはとても厚く、あなたの存在の中で
最も高貴で純粋なものを見極めることができないからです。 

58 人間は多くの真理をあえて否定してきた。しかし--

自分の精神の存在を信じることは、最も戦ってきたことの一つではなかった。なぜなら、人間は自分の精神を否定すること
は、自分自身を否定することと同じだと感じ、ついに理解してしまったからだ。 

59 人間の肉体が情念、悪徳、物質主義のために堕落すると、鎖、暗い目隠し、牢獄、精神の展開の障害になった。し
かし、人間は、試練の時に自分を助けてくれる内なる光の輝きを欠いたことはない。 
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60 本当に申し上げますが、精神の最も高く純粋な表現が良心であり、人間を、彼を取り囲むすべての被造物の中で、
最初で、最高で、最も偉大で、最も高貴なものにする内なる光なのであります。 

61 「師匠」-あなたは黙って私に尋ねます-

「なぜ、私たちは精神のことをほとんど知らないのですか？なぜ、私たちは自分のことをほとんど知らないのだろう？" 

62 マスターが答える。なぜなら、あなた方は世がもたらすものにもっと目を向け、あなた方の霊である不朽の学問に
身を捧げなかったからです。精神も、人生の持つ美しさ、不思議さ、喜びを前にして、たとえ短い時間であっても、自らの
進化がもたらす至福を拒絶してしまうのです。とはいえ--正直に言っておくが--

だからといって、地上の物質が精神よりも強力で、そのために物質化するまで沈んでしまったと信じてはならないのだ。い
や、精神は比べものにならないほど強いし、これからもそうだろう。しかし、もし堕落したとすれば、それは、一時的にせ
よ、肉の感覚を通して快楽と誘惑に満ちた人生を提供する世界の誘惑に誘惑され、自ら進んで堕落したのである。 

63 物質化によって自分を知ることができず、人間という部分を通して自分の能力を明らかにすることができないのは
当然である。物質的な性質は、霊的な性質と最も対立しているように見えるからです。しかし、その両方が自分の中で調和
したとき、自分の肉体的な性質が、精神的なもの、さらには神聖なものをその美しさにおいて映し出す純粋な鏡のようにな
ることを経験することができます。 

64 私が成し遂げた仕事の中に私の存在を求めれば、あなたはあらゆる場面で私を見つけることができる。私の声を聞
こうとすれば、創造されたすべてのものから発せられる力強い声が聞こえてくるはずです。なぜなら、私は創造物の表出を
通して自分自身を明らかにするのは簡単なことだからです。私は星の中にも、嵐の中にも、夜明けの穏やかな光の中にも、
自分を現しています。鳥の鳴き声に私の声を託し、花の香りに託して表現しています。そして、私のすべての表現、すべて
の文章、すべての作品は、愛について、正義の法則に対する成就について、知恵について、精神の中の永遠性について、あ
なた方すべてに語りかけているのです。 

65 なぜ、あなた方は物質を支配する力を持っていながら、精神的な充足感、精神の偉大な美しさを発揮することがで
きなかったのでしょうか。- あなた方が世の中の情勢に流されるからです。 

66 ですから、私の教えを学び実践することで、より高い霊性を獲得できると考えて、勉強や実践を控えるようなこと
はしないでください。あなたは知恵によってそれを獲得することを学ばなければなりません。そうすれば、あなたの精神が
現れることを許可する、普遍的な調和の始まりに到達したことになります。 

67 法律を解釈し、それに従う。そうすることで、より高い精神世界で生きていくための準備ができるのです。物質界
がある限り、精神界はその光を放射し続けなければならない。 

68 考えてみてください。もしあなたが今、根拠のない肉体の殻を使いこなすことができなかったとしたら、あなたの
精神がかつてより高い精神性の世界に住んでいたとき、私はどんな仕事を任せることができるでしょうか。 

69 人の子よ、私だけがこの教えを授けることができる。私の秘密の部屋で、私がまだあなたのために用意しているも
のを、どんな人があなたに伝えることができようか。弟子たちよ、考え、祈りなさい。私の教えが、霊とその地上の衣との
和解へとあなた方を導くように。 

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 171 
1 恵みの泉は、平和への渇きを癒し、自らを清めるために、あなた方に注がれる。 

2 まだ弱いようなので、指導しなければなりません。このみことばには、霊に新たな勇気を与える力があるのです。 

3 私の話を聞くとき、あなた方の悲しみがいかに心から離れていくか、気づかないのですか。それは、父の声があな
たを安心させ、慰めてくれるからです。 

4 あなた方はまだ霊の長い道のりの子供です。それゆえ、わが慈しみがあなた方を支え、わが助言があなた方を導く
のです。道には茨があり、その端には峡谷が横たわっている。しかし私は、間違った歩みをしないこと、誘惑に負けないこ
とを教える。なぜなら、あなたは自分の人生の模範を示すことによって、同胞を指導するように定められているからです。
そうすれば、マスター・オブ・マスターの話を聞いたという最高の証になる。 

5 私はあなたの霊を思っていますが、あなたの肉体を忘れてはいません。弱い生き物は、霊と調和し、完璧の跡を残
して神に仕えるために、慈しみと愛と忍耐を必要としています。 

6 毎年、年末に良心の呵責を感じてください。この世に生きている限り、あなたも時間の法則に従わなければなりま
せん。過去に思いを馳せ、もう一度、すべてを過ぎ去るように。あなたが初めて私の言葉を聞いた日、あなたの霊が目の前
に新しい時代が開かれることを予感し、多くの謎のベールが今破れてこの教えの真理をはっきりと見ることができることを
理解したその日を思い出してください。その瞬間から、あなたは自分の人生にある欠点や誤りを理解し、仲間を愛し、仕え
ることで主に仕えようと、計り知れない願望が生まれたのです。あなたは、これから私について行くと誓うことをためらわ
ず、弱さや落胆でつまずく瞬間が来るかもしれないとも考えずに。 

7 しかし、あなたが私の言うことを聞いた分だけ、私の教えはあなたの中に浸透し、あなたの良心は肉の本能を抑制
する従順な審判者となったのです。 

8 あなたの良心は、私の法律を守るとはどういうことか、いつ違反するのかを理解させ、まず警告することなしに、
あなたの悪い行いを非難したことはないのです。 

9 そして、あなたが私を求め、この道で善を行うことを選んだので、私はあなたにとって、たゆまない愛の主人であ
り、やさしさであなたを矯正し、神の正義であなたを裁き、最も完全な父としてあなたを愛してきたのである。 

10 それでも、私の教えを広めるために必要な精神性の高さは、まだ達成されていません。 

11 仲間の痛み、苦しみ、そして喜びを自分のものにしたとき、その道は確かな一歩を踏み出したことになるのです。
自分より罪の軽い者を裁き、謙虚な心を持たず自分を優位に考えている限り、あなた方はまだ私の弟子には程遠いのです。
私が十字架にかけられ、人類を赦したことを見なかったのか。なぜ、私を手本にしないのですか。- 

なぜなら、あなたはいつも精神に関することよりも、肉体に関する満足をより大きな関心を持って受け止めているからです
。 

12 まだ、私の指示をよく理解できていないようですし、その先に待っているゴールもはっきり見えていないようです
ね。 

13 私の子供たちを一人も暗闇の深淵で死なせたくはない。これからも、精神的な完成への階段を一歩一歩上っていっ
てほしい。 

14 今、自分の良心に照らして、自分の全生活と行いを検証し、自分が進歩してきたのか、それとも立ち止まっている
のかを知ることができるのです。ある者は放縦に終止符を打つ必要がある。私は、身体にとって情熱の放棄を意味する犠牲
の間にこそ、私に仕え、同胞を愛するという願望を感じることができると断言します。その時、懺悔がはじまり、泣くこと
で心に新鮮さと静寂が、精神に誠意が残るのです。 

15 私は、わが奉仕のために、あなたがたに完全な犠牲を要求したわけではないし、今後も要求することはない。なぜ
なら、あなたがたがこの世で引き受けている職務も、同様にあなたがたの時間を奪っているからである。しかし、この作業
の中で、私から何を学んだかを自覚してほしい。 

16 飢えや病気や不幸に苦しむ人々 のために、見守って祈りましょう。私の言葉を探しなさい。そうすれば、あなたは
私と常に対話することができるようになります。 

17 あなたの霊で、目の前にそびえ立つ天の梯子が、無限への光り輝く道として、あなたの霊を父の懐-

平安と言葉にできない至福の懐-に誘うのを見なさい。 

18 コンパスのない漂流者のように、砂漠で迷子になった巡礼者のように、あなた方が迷っているのを見つけたのです
。しかし、私はあなたに私の光を送り、あなたに希望と信仰と慰めに満ちた道を見つけさせ、あなたの精神を高め、目標に
向かって進み続けられるように活力とエネルギーを注ぎ込んだのである。 

19 天の梯子の最後の段には、あなた方が運命づけられている家があります。しかし、その家は、功績と信仰と大きな
愛と慈悲によって勝ち取らねばならず、障害を乗り越え、敵に打ち勝ち、ついに新しい約束の地、この世にない国に到達す
るのです。 
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20 この天の梯子はまっすぐな道であり、迷宮や逸脱はない。このことによって、わが律法の遂行とわが教えの徹底的
な研究において、いかなる困難にも遭遇しないことを理解させるのである。 

21 あなたはこの道を不屈に進み、アセンションのために戦うのです。私はあなたを強くします。私の力と私の光でな
くて、どんな武器であなた方は戦い、身を守るのか。あなたは何をもって誘惑に打ち勝つのか？もし、わたしがあなたがた
を愛のマントで覆わなかったら、どうしてあなたがたを敵から自由にすることができようか。しかし、本当に言っておくが
、私の保護と私の剣の光を得るには、実力も必要である。 

22 あなたの痕跡は、目の前に広がるスピリチュアルな道に刻み込まれたままです。しかし、これらの痕跡は、善行、
放棄、高貴な行為、寛大な愛、無限の慈悲を語るべきものです。 

23 すべての人の運命は、精神的な課題と人間的な課題によって示される。両者は互いに調和し、一つの目標に向かっ
て努力しなければなりません。あなたがたに言うが、私はあなたがたの霊的な働きを評価するだけでなく、物質的な働きも
評価するのだ。その中に、あなたの精神が私に到達するのに役立つ長所を見出すことができるからです。 

24 あなたは一人で迷うことはありません。その先には、近くにいる人、遠くにいる人、一歩一歩前に進み、後ろを歩
く人を見守り、祈り続ける多くの存在がいるのです。彼らの理想は、一人で到達することでもなく、兄弟姉妹のために道を
開き、いつの日か最初の者の至福がすべての者の至福となることである。 

25 この道は、私にはなんと美しく見えることでしょう。私の子供たちが成長し、より高く、より完璧なレベルに到達
しようと努力するのを見るとき、私の精神はどれほど清々 しくなることでしょう。 

26 あらゆる世界から、ある者は霊で、ある者は肉体で、それぞれ異なる仕事をこなしているのです。あなたがたは、
明日、霊の平和が与えてくれる蜜の甘い味を味わうために、永遠のうちに自分の家を築いているのです。 

27 真理の道において私に従う者は幸いである。 

28 愛し、信頼する者、自分の使命を知り、それを果たす者は幸いである。 

29 私があなた方に「道」について話すとき、それは地上のものを意味するのではない。あなた方の住む世界は、私の
王国があるところではないからだ。それは、常に上向きの精神的な道である。それは、あなたの精神を待っている発展と進
歩です。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。 

30 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しなさい。 

31 あなたの中にある仕事は、あなたの能力と力に応じて、私があなたに与えました。それを理解し、愛すればいいの
です。あなたの努力に必要な光が与えられるように、毎日祈りましょう。この後も、あなたを呼ぶ人、懇願する人の声を聞
くために、また、試練に立ち向かうために、準備と気配りを怠らないようにしましょう。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から。毎日が試練であり、その試練には意味と理由がある。 

32 あなた方は選ばれた者であり、あらゆる時代における私の啓示の証人である。あなた方はこの時代に困難な使命を
果たし、新しい世代への道を開くために来たのである。 

33 私は、あなた方が私やあなた方を疑うことがないように、あなた方の道に愛の証を蒔いたのです。- 

この時、私の話を聞いたあなた方は、墓に沈むことなく、私があなた方と分かち合ったこの顕現の秘密を、あなた方と一緒
に持っていくのです。あなた方の最も重要な任務は、私の名において人々 に語りかけ、私の啓示の証人となることだからだ
。 

34 あなたがたに訓練が足りないとは言わせない。私はしばしばあなたがたに語りかけ、それを聞いてあなたがたは自
らを清めたのだから。皆さんは、このメッセージを世界に発信することができます。人々 はそれを期待し、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願望に気づか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？ 

35 わが霊はすべての人に注がれ、良心を通して語りかけ、告げます。私のところに来て、休んでください。あなたに
欠けている信仰を受け取り、もはや道を見失ってはならない。 

36 皆さん、私が今世界で繰り広げている仕事を知っていますか？"違う 

"と言うのなら、"人類が反抗し、大きな破滅に陥り、重大な訪問に耐えるのを見るだけだ 

"と言うのです。まことに、あなたがたに告げよう。私は、人が自分の手で自分を裁き、その誤りをすべて認め、清められ
、私のもとに帰ってくるようにしたのだ。わたしはすべての被造物にわたしの光を送り、苦難の日々 に彼の側に立ってきた
。 

37 私の霊はすべての霊に降り、私の天使は宇宙に分布し、すべてを整え、軌道に乗せるために私の指示を実行してい
ます。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、善のみがこの地上に君臨するこ
とになるのです。 

38 ああ、もしあなたが私を理解することができたなら、もしあなたがあなたを完成させたいという私の切なる願いを
知っていたなら、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たことでしょう。あなたの意志が私のもので
あれば、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。 
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39 しかし、皆さん、私の願いは何ですか？- あなたの統一とあなたの平和を 

40 私は再びここに来て、あなた方に語りかけ、あなた方の目覚めを期待して心を動かしているのです。 

41 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っています。しかし、雑草
は根こそぎ引き抜かれ、消せない火の中に投げ込まれる。 

42 私は寓話であなた方に語りかける。この木のことを語るとき、私は人の業を語るのだ。 

43 私が職務を委ねた者に告ぐ、「収穫の準備をせよ」と。- 

家庭の父、教師、支配者、主人、使用人、大小を問わず、あなたがたの畑を野放図にわたしに差し出してはならない。たと
え小さな種まきであっても、それを清らかにして大きな声で私に捧げてください。 

44 来てください、呼んでください、そうすれば開かれるでしょう。しかし、私のように素晴らしい気分になれるよう
に、自分の仕事に満足して、楽しく来てください。 

45 あなたがたに言うが、もし千の心の準備ができたなら、私はこの千の心を通して同時にわが身を知らせるであろう
。 

46 私は、わが娘ダミアナ・オビエドを通して初めてわが身を知らされて以来、わが教えをあなた方に伝えてきた。そ
の知性を通して、わが意志をあなた方に伝えた。それ以来、私の知恵はこの声なき声の担い手たちを通して流れてきた。こ
の知恵は、あなた方が貴重な宝石のように心に蓄積すべきものであり、それは愛を含んでいるからである。 

47 私が教え導いたように、君たちも仲間を教えなさい。 

48 あなた方は、私がこの時代に語ったすべてのことの証人である。そうすれば、明日、私の言葉がもはやあなた方と
共にないとき、あなた方はこれらの教えを同胞に語ることができるだろう。そして、これらの顕現を振り返って、主がどの
ように自らを知らしめ、それによって声の担い手が何をしたかを、尋ねる者に説明するのだ。1950年以降、人々 はあなた
に尋ね、あなたの証言に触発されて、私の言葉が印刷された本を求め、その中に私の存在と私の本質を見いだすだろうから
。もし彼らが不完全なものを求めるなら、それを見つけることはできない。なぜなら、私が自分自身を現す者の不完全なも
のは、それらの書物に入らないからである。 

49 これらの文章は、心の中に真の信仰の光を灯してくれることでしょう。彼らは罪人に再生への道を示し、新しい弟
子、新しい兵士を生み出すでしょう。その多くは、今、私の話を聞いている多くの人たちよりも、もっと信仰と愛を示す人
たちでしょう。 

50 あなた方の証言が大きく真実となるように、あなた方自身を準備しなさい。私はすべての人に光を当てます。 

51 準備の整った心は幸いである。 

52 人々 よ、この第三の時代において、すべての心、精神がこの霊的知識を獲得することが私の意志である。 

53 知恵の書は、すべての人が私の弟子となるために開かれるのです。 

54 今、私がしている指導は、最も熱心に見守ってください。 

55 あなた方は、私が遺産を託した私の謙虚な家族であり、私の意志に従ったすべてのことを明らかにした人々 である
。 

56 天の故郷を知らず、砂漠を彷徨い続ける。しかし、わたしはあなたがたをわたしの愛に結びつけるために来たので
あり、あなたがたは父の愛があなたがたを待っていることを忘れてはならない。今は、一日の苦労を癒すために、道を整え
ているところです。しかし、この道には花よりも茨が多いことを、今すでにお伝えしています。人生の道を学び、その上で
不動と勇気を得たあなた方を驚かすものは何もない。 

57 あなた方は今、私の弟子であり、私の啓示を理解しようとしていると同時に、科学の進歩を前にして驚いているの
です。あなた方がこれらすべての奇跡の目撃者となったことを喜びなさい。あなた方は人間の知性の実りを知っているだけ
でなく、高いレベルの霊的知識を獲得しているのだから。 

58 学問があると思われている多くの科学者が精神生活を否定している一方で、あなたは彼らが気づいていないことを
理解しているのです。あなたの仕事は、この時代にすべての人が光に向かって新たな一歩を踏み出すことができるように、
（私の教えを）知らせることです。 

59 憧れの人たちの思いが見えてくる。私は、すべての人が私を見つけるという無限の至福を経験できるように、道を
切り開いたのです。再生へ、精神化へと一歩を踏み出したあなた、あなたの魂が喜びで歓喜しているのを感じてください。 

60 私は、1950年末に旅立つ前に、この聴衆に装備されたものをここに残しておきたいのです。 

61 第二の時代、私は十二人の男を用意し、彼らは当時知られていた世界に私の教義を広めた。私の愛の律法を確立す
るには、12人で十分だった。私は彼らに、「もう一度、人間の中に入る」と言いました。そして今、私の言葉は成就した
。主人は霊を帯びて再び来られ、その霊的な軍勢を伴っておられる。 

62 今こそ、精神の解放の時、光と進化の時代である。そして、この種は、1866年以来、私が自らを現してきたこの
第三の時代に、私が人のもとに来たことを示す証となる。 
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63 今、私の話を聞いているあなた方は、この時代の私の弟子であり、自分の進むべき道が分からずに私のところに来
たのです。 

64 私の新しい弟子たちは、この世界に平和の種をまく人たちであってほしい。 

65 あなたは、あなたが世間から離れて私に捧げる短い時間を通して、あなたの精神がその発展のためにどれだけのこ
とを達成したか知らないでしょう。本当に、あなたが父のもとに到着したとき、私はあなたに驚きを用意しているのです。 

66 私があなた方に命じたのは繊細な任務ですが、自己犠牲の重い十字架ではありません。あなたには意志の自由が与
えられているので、これらの教えに従うことを強制するものは何もありません。しかし、あなたの思考、生活、行動の自由
の上には、良心という光が輝いています。良心は、あなたが何をすべきかを助言し、善と悪を区別することを教えます。こ
の光は、あなたの内側にも外側にもいて、喜びのときも苦しみのときも、あなたがよい道を歩いているときも、奈落の底に
向かって走っているときも、あなたを助けてくれる私なのです。私はどこにでもいる。なぜなら、私は宇宙全体に鼓動する
「神聖なる心臓」だからだ。 

67 私はこれ以上、あなたのために償いや痛みを求めません。私の子供たちの魂が、星が大空を美しく彩るように、そ
の光で私の王国を照らし、あなたの父の心を喜びで満たしてほしいのです。 

68 子供たちの心を慰めるために降りてきた母であるマリアという愛の使者を迎えるために、あなた方の心を準備しな
さい。 

69 被造物に対する神の最も優しい愛には形がない。しかし、第二の時代には、イエスの母マリアという女性の姿をと
っている。 

70 マリアの存在、彼女の愛、彼女の優しさは常に神性の中にあったから、マリアは常に存在していたことを理解しな
さい。 

71 人々 はマリアについて、どれだけの説や誤りを作り出してきたことでしょう。彼女の母性、受胎、そして純潔につ
いて。その過程で、彼らがどれほど神を冒涜してきたか。 

72 その純粋さを真に理解した日には、"生まれない方がよかった 

"と言うようになるのです。炎の涙が彼らの魂を焼き尽くすだろう。そして、マリアはその恵みで彼らを包み、聖母はその
マントで彼らを守り、御父は彼らを赦し、限りない愛でこう言われるでしょう。"見なさい、祈りなさい、私があなた方を
赦し、あなた方において私は世界を赦し祝福するからです "と。 

73 私はあなたの手に収穫を求めない。なぜなら、あなたの手は空っぽだと知っているからだ。私は、心に信仰を蒔く
のではなく、わずかな信仰を奪い去る者を見たことがあります。 

74 私は、あなた方が積極的に隣人愛を実践できるように、豊かな能力を授けたのだから、あなた方が困窮者として私
のところに来て、私の助けを求めるのは間違っている。 

75 仲間が助けを求めてきたとき、あなたは彼らの声に耳を傾け、世話をしましたか？あなたの良心は、あなたが何度
も耳を塞ぎ、無関心でいたことを告げている。これは、私がイエスにおいてあなたに教えた教えとは違う。 

76 わたしのまなざしはあなたがたの心を読み、わたしのことばはあなたがたをさばくが、あなたがたは震えることが
ない。私はあなたを裁きながら、あなたを教え、あなたを愛し、あなたを許します。わたしの声を聞くあなたがたを許し、
人類を許します。 

77 時には、あなたが決めかねて、前に進むことを恐れているのを見ます。じゃあ、どうやって強くなって、痛みを止
めるんだ？私の霊の光をあなたの存在に満たしなさい、そうすれば多くの啓示を理解し、あなたの落胆は消えるでしょう。
一人の神があなたを裁き、あなたを愛し、またあなたを苦しめるという事実を悪びれることなかれ。父の心からは、最も厳
しい裁きと同時に、その子らのための最も愛に満ちたとりなしが生まれるのだから、混乱してはならない。しかし、父の正
義に挑戦してはならない。あなたがたの霊には、すでに私の光があるのだから。もし、それがあなたの生活の中で執拗に感
じられるなら、あなたには、私があなたの許しを否定し、もはやあなたを愛していないと思われ、私が正義の一線を越えて
残酷で不当であることを証明しているように思われるでしょう。 

78 私の教えを理解すれば、私の愛を感じ、あなたの人生における私の存在を認識することができます。また別の機会
には、私があなたの罪の重荷を軽くして、あなたの心を深い思索に向かわせるのを見るでしょう。私の愛と許しは無限です
から。 

79 これまで、私の作品を知っているのは、素朴な心で謙虚な知識を持った無学な人たちだけでした。いつの時代も最
初に私の話を聞きに来たのはこの人たちですが、これからは学者、哲学者、科学者も来るでしょう。ある人はこの教えの意
味を探るために、またある人は光に満ちた現実に遭遇することを予感して、それを実行する。そして、彼らが私の啓示の中
で発見するこの新しい知恵は、全人類の考え方、在り方、感じ方を一変させることでしょう。 

80 彼らは、私がわが啓示を実現するために選んだシンプルで完璧な方法にどれほど驚嘆し、わが教えの中にどれほど
多くの説明と解決策を見出すことだろう。 

81 この人類には、さまざまな精神的成熟度や地上でのさまざまな任務があり、私は新しい時代を託します。 
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82 物質的な欲望でもなく、人の命を奪うような利己的な欲望でもない、激しい戦いが明日の人間を待っている。いや
、私は、世界に平和と愛を取り戻すための崇高な闘いについて話しているのだ。私は、あなた方の道徳的、物質的な向上の
ための仕事、努力、犠牲について、また、あなた方の救済と精神的な進歩について話しているのです。 

83 真の知識と愛と正義を土台に、明日の人々 は平和と光の世界を築いていくのです。過去の廃墟の上に、道徳的、精
神的、知性的、科学的に新しい世界が出現し、人々 の生活は完全に一変するのです。 

84 善がこれほどまでに反対され、神聖がこれほどまでに冒涜され、正義と許容のすべてが激しく拒絶されたこの場所
で、愛の法は勝つだろう。今日の涙の谷は、平和の谷に変えられるでしょう。なぜなら、律法を堅持しようとする人間の善
意は、その人が平和という最高の霊の贈り物を回復するときに、正当な報酬を得ることになるからです。 

85 人間の人生が平和な雰囲気の中で展開されるとき、その知識は今までよりも大きくなり、インスピレーションも高
くなる。 

86 憎しみ、悪、物質主義といった無数の思いが浮遊し、一種の幕を張って、彼らの心が永遠の真理を見ることを妨げ
ている悪質な世界の中で、どうして現代の人々 が奮い立つことができようか。 

87 人々 よ、私のもとに来て、祈り、あなたの願いと苦しみを霊的な言葉で私に告げなさい。そのとき、私はあなたの
手をとって私の聖域の内部に導き、そこであなたの存在を飾り、より美しく、より高貴なものにするために役立つすべての
ものを明らかにするのだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 172 
1 私はあなたがたに恵みの衣を着せ、これがあなたがたを地上の民族や宗教団体と区別するようにした。 

2 私の教えを実践することによってのみ、物質ではなく光でできた、あなたの魂に纏うこの衣を清らかに保つことが
できるのです。 

3 隣人への悪感情を反映した邪悪な視線さえも、それを汚してしまうほど繊細なものなのです。今なら、もっと重大
な罪を犯すと、ただ汚れるだけでなく、衣服が千切れてしまうことを理解できるだろう。 

4 あなた方は皆、私の霊から出たとき、この衣、つまり魂の清らかさを授かった。この恵みを、彼の帰還まで守り続
けることができたのは誰なのか。すべての戦いと誘惑を、罪なくして乗り越えた者がいるだろうか。- 

非常に少ない。大半はボロボロで、何の徳もない人が多いのを見た。 

5 今、私はもう一度あなたを覆うために来た。私の光を魂に注ぎ、巨大なマントのように分割してあなたを飾るため
に。人々 よ、この光によってこそ、世界はあなた方を認識するのだということを自覚しなさい。 

6 私はあなたがたを悪から解放し、私の種を所有し、それを蒔くのにふさわしい者とする。わが言葉の証人となるた
めに、裸やボロボロ、汚れたり汚れたりしたあなた方をどうして送ることができようか。 

7 今、あなたは再生への道を歩み始めたのですから、道の途中でぐずぐずしたり、眠ったりしてはいけません。そう
すれば、あなたの精神の進歩が遅れてしまいます。 

8 私の仕事の一歩一歩が、あなたの巡礼の旅をより高くする一歩となるように、そしてすべての仕事があなたに実を
もたらすことを知るようにと願っています。刈り取ることを怠ってはならない。蒔くことに満足し、収穫を怠ってはならな
い。 

9 もしあなた方が本当に精神化の達人になりたいと願うなら、忍耐強く、辛抱強く、勉強熱心で、注意深くなければ
ならない。そうすれば、あなた方の仕事の成果を少しずつ刈り取る機会が得られ、それによって光となる経験、真の生命の
知識が蓄積されるからだ。 

10 私の仕事を世に教える者は、魂に属するものと身体に関わるものの両方において、人間についての真の目利きでな
ければなりません。 

11 経験で清められ、闘争で強化され、善で清められた精神から、正確な助言、問題を解決する言葉、正しい判断、納
得させる指導が生まれるのです。 

12 世の中には、さまざまな教会や宗派によって霊的指導に専念し、同胞を真理の道に導くどころか、暗闇の中で迷わ
せ、無知の深淵に突き落とす者がなんと多いことでしょう。なぜかというと、人を知らないから、人を理解しようとしない
からです。しかし、自分のこともわからないのに、どうして人のことがわかるのだろう。 

13 第三の時代の愛すべき弟子たちよ、こんなことは起こってほしくない。私は、まず自分の内面を探ること、自分の
内面を知り、自分を判断することができるようになることを教えたことに留意してください。あなたが私の教えを適用し、
私の言葉を真実に生きることができるように、大小さまざまな試練を私はあなたに課していることを自覚しなさい。そして
、あなたが準備できたとき、私の正義と愛の繊細なノミで形作られたとき、私は、慰め、希望、平和の私のメッセージをも
って、あなたの仲間のもとにあなたを送りましょう。 

14 あなたの言葉から発せられる真実の力に、いったい誰が逆らえるというのでしょう。あなたのカウンセリングの理
解力、共感力、説得力に魅了され、深い感動を覚えない人はいないでしょう。心に信仰が生まれ、改心し、回復し、数え切
れないほどの奇跡が起こるでしょう。これこそ、私があなたに刈り取ってほしい実りであり、あなたに期待する収穫なので
す。しかし、勘違いしてはいけない。私があなた方に私の教えの中の実について話すとき、この言葉を非常に地上の方法で
解釈し、お世辞、名誉、注目、さらには金銭での支払いという形で自分の働きの実を求める者が常にいる。この果実は、わ
たしのことばにある意味から、なんと遠いことだろう。私が経験、誠実さ、理解、心の平和、精神化の実について話したこ
とは、すでに経験されたことでしょう。 

15 金や名誉という形で地上に報酬を求める者は、真理を認識しようとせず、世間が与える報酬にまだ満足している低
レベルの魂である。 

16 そして、夢から覚めると、華やかに着飾ったつもりが裸であることに気づくのです。無尽蔵の宝を持っていると思
っていたのに、自分の霊的な惨めさに気づき、霊的な貧しさを感じるようになるのです。 

17 弟子たちよ、衣服に気をつけなさい。明日、仲間を教えることができるように、私から学びなさい。あなたの心の
中のあらゆる邪念を捨て去り、私の言葉が発芽し実を結ぶ肥沃な土地に変え、あなたの仲間の喜びとあなたの精神の栄光の
ために役立ててください。私はいつもあなたのそばにいますが、あなたはいつも私のそばにいるわけではありません。それ
ゆえ、あなたがたが声の担い手を通して私の神聖な光の顕現を迎えるとき、私はあなたがたに言う。英知を渇望する群衆よ
、ようこそ。 
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18 あなたがたが約束を守るためにここに来ている間、わたしは約束を果たすために身を呈し、あなたがたを祝福する
。 

19 何世紀もの間、人類は私の教義を学ぶ代わりに、精神の道を照らすことのない外的な儀式や礼拝の形式に専念して
きたため、私はあなた方が装備しているのを見つけられませんでした。しかし、私はあなたを許し、あなたを助け、第二時
代の私の言葉の中にまだ隠されている知識を獲得させるのである。あなたがそのレッスンを自分のものにしたとき、私はあ
なたに新しいメッセージを与えるでしょう。 

20 私は、この人類が、もはや霊的知識の初心者ではなく、この審判の時代、自分が負っている責任を理解する良き弟
子となることを望んでいます。 

父に対する償いと精神的な進歩の義務があるのです。 

21 そして、あなた方、人々 は、他の共同体も解放、真理、生命である光に昇ることができるように、愛の業を通して
私の教えをあかししなければなりません。 

22 長い間、私はこの宣言であなた方に喜びを与えてきましたが、装備の整った者はほとんどいません。彼らのほとん
どは、自分の力、愛、信仰のすべてを捧げるべき課題から外れている。なぜなら、彼らを引き上げ、私に近づけるのは、ま
さに十字架だからである。 

23 私の言葉を理解できなかった人がいるとすれば、それは言葉が明瞭でないからではなく、知性を鍛える方法を知ら
なかったから、今日まで心の中に隣人愛を感じなかったから、私の言葉の意味を心に浸透させて真の愛に目覚めさせなかっ
たからである。 

24 あなた方は時々 、わが言葉の信奉者の数がゆっくりとしか増えないと不満を漏らす。しかし、あなたがたは、この
共同体を形成する多くの人々 を増やし、増殖させるという任務を負っているのだから、自分たちのことを愚痴らなければな
らないと言うのである。しかし、もしあなた方の心に信仰がなく、霊的な賜物が発達しておらず、あなた方の心に霊的な知
識の光がないならば、どうやって不信心者を説得するのでしょうか？もし、あなたの心の中にこれらの美徳が育っていなけ
れば、あなたの信仰と愛でどうやって彼を動かすことができるでしょうか？ 

25 理解しない者は理解へと導くことができず、感じない者は感情を呼び覚ますことができない。私の言葉を証言する
必要に迫られたとき、なぜあなたの唇がどもり、口ごもるのか、今なら理解できるだろう。 

26 愛する者は吃ることなく、信じる者は恐れることなく。感じる人は、自分の誠意や真実を証明する機会を多く持っ
ています。 

27 私は、あなた方が私の教えをよく勉強して心の準備をすること、私の言葉を実行に移すこと、あなた方のこの道で
の歩みが安全であるようにと、常に話しているのです。私の言葉がもはやこのような形で現れず、私の霊的世界が私の選ん
だ者たちを通して語らなくなり、私の民の間に象徴や儀式もなくなるその時まで、私を真に理解せず、真に霊化しなかった
者たちは、誤りに屈し、奈落の縁に留まる危険性があります。しかし、どうしてこのようなことが起こることを恐れるのか
、私は長い間、何度もあなた方に警告してきたのに、あなた方が危険や転落や訪問を避けることができるようにするためで
ある。 

28 私の前で最も純粋に、最も喜ばれる方法であなたの使命を果たすために、あなたがこの道を歩むべきステップを考
える時が来たのです。本当に、この理想に感化された者は、自分の将来に対する真のビジョンを獲得し、人生で成し遂げな
ければならないすべてのことについて確信を得ることができるのだ、と私は言う。彼らにとっては、溝も、闇も、不安もな
いのです。 

29 皆さんには、そんな強い魂を持っていてほしいです。ですから、私は常に、準備、精神的な没頭、探求を皆さんに
お話ししています。 

30 私は、あなた方が悔い改め、静かに涙を流しながら私の言葉に耳を傾けているのを見ています。そして、今日まで
愛と慈悲と善に目覚めていなかったあなた方の心に、私の教えの神聖なエッセンスを浸透させたことを祝福します。 

31 あなたの精神は、地上の肉体を通して耐えている厳しい試練から解放され、ひとときの休息を得ました。 

32 この顕現に来る者の魂は、この体に転生した日から、初めて私の言葉を聞くまで、一度も休息を取ったことがない
者が何と多いことか。私の出現の短い期間にのみ、いかに多くの存在が安らぎを得ることでしょう。そのとき、霊と霊の直
接対話によって自分の（霊的）進歩が報われることを確信して、自分の信仰、霊化、服従を証明することに着手することで
す。 

33 あなたが自分の体と格闘して、その不屈の精神を曲げようとしているのを見たことがあります。あなたは、彼に従
順と服従を強制するために、自分の心と大きな戦いを経験しなければなりませんでした。彼の性質は、良心の要求に抵抗す
る。しかし、もしあなたが祈り続けるなら、もしあなたが見ているなら、あなたは彼を霊的成就の最高の協力者にすること
ができるでしょう。この闘争は、この時期のあなたの賠償の一部なのです。 

34 あなたの資質は、あなたが生まれたときからすべて隠されていたのです。知性、共感力、理性は、常にあなたが最
後の戦いに挑むために持っているのです。悪に打ち勝ち、あなたの霊が船を操縦するパイロットとなったとき、あなたは同
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胞を探し出し、彼の輝く手本となり、真の証人となることができるのです。自分の魂の強さと権威を誇ることなく、自分の
業を示し、それらは私の法に対する従順さと従順さを明らかにし、発展の道を歩む仲間を励ます手本となるのだ。 

35 あなた方が声の主を通して私の言葉を聞かなくなり、あなた方の精神が、私がこの時代に教えたことを実現したい
と感じるようになったら、私の弟子たちはそれぞれ、自分に割り当てられたグループを自分の家族だと考えて、教え導くよ
うにしなさい。慈悲深く接し、愛と知恵で正し、今日あなたが作ったような平和な空気を吸わせてあげれば、私の霊は自ら
調整し、あなた方を鼓舞し祝福してくれるでしょう。 

36 彼らはどこから来たのか、またなぜ私を求めるのか、彼らに問うてはならない。エリヤは彼らの時が来たとき、彼
らを導くだろう。すでに今日、わたしは最後の時に来る者を準備している。わたしが人間の伝達によってあなたがたに与え
たこのみことばを信じる者たちを祝福すると呼ぶ。 

37 私は、あなた方が地のスパイスとなり、主がこの苦しみの時代に御自分を明らかにされ、御言葉をすべての人が永
遠に糧として生きるための遺産として残されたという良い知らせによって、人々 の生活を喜ばせることができるように、あ
なた方に指示します。 

38 私はあなた方にこの人類の完全な変革を命じるものではないが、熱烈な努力で私の言葉を心に届けなさい、そうす
れば不思議なことが起きるだろう。あなたが私の教えを解釈するよう教えれば、あなたの隣人は試練の日々 にどんなに大き
な慰めを受けることでしょう。そして、あなたが私のそばで過ごし、その神髄を飲み、あなたの父からすべての優しさと愛
を受ける子供のように感じたあの時間をどんなに慕うことでしょう。 

39 今の人類は、仕事をする上で肥沃な大地です。畑はとても広く、労働力は不足している。もしあなたが熱心に働か
ないなら、今日この世界に住む世代の霊的進歩をどのように私に提供するのでしょうか？自由に使える時間は限られていま
すし、準備することもたくさんあります。時は予言的中！？人の心の中に崩れた神殿を再建してください。家の修復を手伝
い、道中で精神統一を説く。作品とともに証人になる。 

40 徳が兄弟姉妹を変え、子供たちが父と母の甘い絆となり、青年たちが新しい世代のための堅固な基盤となるように
、夫と妻が神と神の創造物の姿になるように、そして、あなたを助ける守護天使とともに、すべてがあなたの父との完全な
調和を達成するように、見守っていてください。 

41 あなたの願いは私に届き、私があなたの精神に注いだ光はあなたの存在を照らします。すべての作品が揃っている
ので、自分の良さを判断することができます。今の苦しみは過ぎ去り、宇宙には平和が輝くでしょう。 

42 戦争で互いに戦っている国々 のために祈りましょう。不幸な人にあなたのパンと服を分けてあげなさい。あなたの
穀倉地帯を開いて、真の愛で彼らを養ってください。この苦悩の時、世界と兄弟愛を示せ。病める者への積極的な慈愛を実
践し、来世に旅立たねばならない魂に備え、悩める者の信仰を強め、すべての人に平和をもたらす。求めよ、そうすれば、
わたしは古来より助けた人間の間で不思議を行う。もしあなたがたが、わたしがあなたがたに自分を知らせるために、わた
しの王座を離れたと考えるなら、それは誤りである。王座は見栄っ張りで傲慢な人間のためにある。私の霊は特定の場所に
宿っているのではないことを理解してください。無限であり、遍在しているので、あらゆる場所に、精神的なものにも、物
質的なものにも、創造されたもの全てに存在する。 

43 では、あなたが私の下に置くその玉座はどこにあるのですか？ 

44 私の言葉は、あなた方の真理に対する理解や認識が乏しいことを非難するものとは思わないでください。 

45 この言葉を聞いてから、あなたの知識や信念が発展し、変化したことを、私が認めないとでも思っているのですか
。あなたがたに言うが、私はあなたがたの歩んでいる道を知っている。 

46 あなた方が私の顕現に至ったとき、あなた方は人間を通して私の存在を信じなかった。なぜなら、あなた方の教会
によって聖別されたイメージ、シンボル、オブジェクトの中にのみ、私を見出すことができると信じ込まされていたからで
ある。その後、あなた方は信仰心こそなかったものの、私の教えにはあなた方の心を啓発し、平和を与える意味があること
を理解したとき、私のメッセージを伝える運命にあるこれらの生き物を通して、神の光が現れていることに気がついたので
す。 

47 あなた方の心の中に新しい信仰が生まれ、人は神と直接対話することができるということを実感させる新しい光が
生まれたのです。しかし、これだけではありません。父なる神があなたに語りかけるのに、人間の知性は必要ないのだとい
うことに、あなたはまだ気づかなければならなかったのです。というのも、人間が礼拝や信仰や行為から物質主義や狂信や
無知の最後の痕跡を取り除き、すべてが霊化されたとき、後に霊と霊との対話の時が来るからです。 

48 ある人はすでに理解し、ある人はすでにそれに従って生活していますが、人間の想像力によって作られた空想では
なく、私の真実、私の現実で私を理解できる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。 

49 もう、地上の人たちのような玉座にいる私を想像しないでください。あなた方がいつも私に当てはめている人間の
姿から自らを解放しなさい。天国を想像しようとしてはいけない、あなたの心は決して天国を完全に理解することはできな
いからだ。あらゆる物質的なものから自分を解放したとき、自分を縛っていた鎖が切れるような、高い壁が目の前で崩れる
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ような、濃い霧が溶けて無限の地平線と未知の深く明るい大空が見えるような、同時に善意ある魂に通じるような感覚を覚
えるだろう。 

50 ある人は、「神は天にいる」と言い、ある人は、「神は来世に宿る」と言います。しかし、彼らは自分たちの言う
ことを知らないし、自分たちが信じていることを理解していない。 

51 私は天国に住んでいますが、あなたが想像しているような特別な場所には住んでいません。私は、光、力、愛、知
識、正義、至福、完璧、調和の天に住まう。 

52 しかし、人間の罪、物質的な束縛、プライド、無知、制限を超えたところにいます。したがって、私があなたに言
うのは、私があなたの限界に来たから、あなたの感覚が私を知覚し、あなたの心が私を理解するように話すからであり、私
が他の世界や住まいから来たからではないのである。私の霊はすべての被造物に宿っている。 

53 あなた方は自分の信念や観念を変えるために多くの苦労をし、多くの時間をかけてきました。そうすれば、霊の真
の「天国」、つまり高揚感、調和、平和、幸福の状態を感じ取ることができるようになり、それはあなた方全員が到達しな
ければならない真の楽園なのです。 

54 握手は友好の証として、誠実に行うこと。まだ友達になれなくて、どうやって兄弟姉妹になるんだ？ 

55 もし、あなた方が父をあなた方の間に住まわせたいと願うなら、あなた方は兄弟姉妹として生きることを学ばなけ
ればならない。もし、あなたが兄弟愛への道を歩むことに成功すれば、あなたの勝利は、精神と精神との対話という報酬を
得ることになるでしょう。あなた方が互いに愛し合い、意志と思考が一致しているならば、私は霊感によって、あなた方の
世界の彼方に住む兄弟姉妹と交わることができるよう、あなた方に授けよう。 

56 私の仕事は光に満ちており、私の真実は明確である。だからこそ、私がそこにいると主張しながら、誰も暗闇の中
を歩くことはできないのだ。 

57 当時、私があなた方のところに住んでいたとき、夜、皆が寝静まったころに、私を尋ねる人たちが、見つかるのを
恐れてこっそりやってきたことがよくありました。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、憤慨
していたことを反省して、私を探してきたのだ。私の言葉が彼らの心に平和と光の贈り物を残し、私は彼らの体に私の癒し
のバームを溢れさせたことを理解したとき、彼らの後悔はさらに強くなったのです。 

58 彼らは落ち込んで私の前に現れ、「先生、私たちを許してください。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。あなたは、太陽が顔を出したら外に出て太陽の光を受けようとしないのですか？いつから恥ずか
しくなったんだ？ 

59 あなたがたに言うが、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。 

60 私の話を聞こうと、行き先を否定し、聞いたことを隠し、時には私と一緒にいたことを否定して、こっそりやって
くる者が多いからだ。何を恥じることがあるのですか？ 

61 私の教えを嘲笑することのないように話すことを学ばなければならない。そして、私のことを証言するときは、自
分の心を表現した言葉で行うよう、誠意を養わなければなりません。この種は必ず発芽する。なぜなら、心に触れ、霊に届
く真理の説得力があるからだ。 

62 私の神聖なメッセージをあなた方に定着させるとき、それは友愛のメッセージにならなければならない。しかし、
この人類の物質主義的な心を感動させ、動かすには、私が明らかにした真実の刻印が必要です。もし、あなたが何かを隠し
、何かを隠すならば、あなたは第三の時代における私の啓示が何であったかを真に証ししていないので、信仰を見いだすこ
とはできないでしょう。 

63 私は、無知な者や盲目の者の目から暗黒の包帯を取り除くことが、その者を傷つけず、怒らせず、傷つけずにでき
ることをあなたに証明したのです。あなたにもそうしてほしい。私は、愛と許しと忍耐と我慢が、厳しさや非難や武力の行
使よりも大きな力を持つことを、あなた方自身の中で証明したのです。 

64 弟子たちよ、この教訓を肝に銘じ、もし君たちが隣人の兄弟と正しく呼びたいのなら、彼らに示すべき多くの善と
徳とを持たね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、私はあなたの霊魂に私の存在を溢れんば
かりに感じさせると約束します。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 173 
1 あなた方は、もはや精神的な道を歩む幼い子供ではなく、進化した魂なのです。スピリチュアリスト」の意味を知

っていますか？スピリチュアリストとは、「聖霊の弟子」という意味です。 

2 真の謙虚さを獲得し、真の愛を実践するとき、皆さんは偉大な存在になります。あなた方の心に邪悪なものがある
限り、私が約束した高い報酬を得ることはできない。だからこそ、私は命の川の清流であなた方を教え、正し、清め、あな
た方が私のもとに来るにふさわしい者となるようにするのである。 

3 私は愛情をもってあなたの欠点を正し、あなたが倒れたときには持ち上げ、あなたの苦しみの中では慰めます。私
は、あなたが滅びることを許さず、決してあなたを見捨てない。私は、あなたが私の王国に到着するまで、完成への道を手
で導いてあげます。見ていない人は見ている--

。私の慈しみと恵みがあなた方と共にあり、あなた方が愛のうちに地上の他の民に目を向けることができるようにするため
である。私の神性に喜ばれる礼拝を捧げるよう、あなた方に教えたのです。私はあなた方の知性を通して、直感を通して、
啓示を通して、言葉によって自分自身を知らしめたのだ。また、私の霊的世界を通して、あなた方に語りかけてきました。
あなたがたのすべての試練、苦痛、苦難において、わたしは父としての自らを示してきた。 

4 あらゆる世界、あらゆる天から、私は貢ぎ物を受け取っている。しかし、私がこの惑星に視線を向けたとき、あら
ゆる宗派や宗教団体を探したが、もはやこの時代にふさわしくない苦痛と外在化したカルトだけを受け取ってしまったのだ
。しかし、私はすべての人にわが恵みとわが愛を注ぎ、良い種を受け入れる。 

私は、私の霊能者たちに（も）視線を向け、あなた方の神への崇拝も不完全であることを知りました。 

5 私は、あなたがたに（正しい）道を示すために、人間の知性を通して自分自身を知らせ、あなたがたに、「自分を
霊的にし、不必要なものをすべて捨てなさい」と言いました。私の教えによって伝統や儀式をなくし、偶像崇拝から、狂信
から、物質主義から、あなた方を解放したいのです。あなた方は私の教えに、あなた方の以前の習慣の何かを加え、あなた
方の心に根ざし、あなた方の先祖の遺産である伝統と儀式をそこに持ち込んだからである。 

6 あなたがたは、私が人間の理解器官を通して語るイスラエルの民であり、1950年以降、霊から霊へと私と交わり
、世界に真の礼拝を教えることができるようにするためである。 

7 あなたの子供たちを準備しなさい。彼らは、狂信や偶像崇拝と混同することなく、私の真理を蒔くために出発する
明日の世代なのです。 

8 私の教えはなんと偉大で美しいことか、そしてなんと余計なものからかけ離れていることか。狂信に陥らないよう
に、それを理解すること。それを完全に理解し、自分の思いであの世に到達できる時が来るのです。この精神性を獲得した
とき、どんなに美しくなることでしょう。 

9 そうすれば、自分の下に最も偉大な師匠がいたにもかかわらず、自分の後進性が大きかったことに気づくでしょう
。そうすれば、これほど多くの試練、浄化、訪問の理由も理解できるようになるでしょう。 

10 世界を恐れるな、あなたの精神の光でその道を照らし、それを非物質化し、その罪から解放しなさい。 

11 私はあなた方をクラス分けしていません。私と一緒にいれば、そのような違いはなくなります。私は、服装の良い
者を辱めることはしません。その服装は、他人を辱めることを意図していないからです。私は貧しい者を威厳あるものとし
、彼が常に優れていると考えていた者の隣に置く。この精神的結合から、私はあなた方全員に同じ言葉を与えることによっ
て、真の兄弟愛を生み出すのだ。学者の中に成熟度の低い魂が存在しうるように、単純な人間の中に偉大な魂が存在しうる
からです。しかし、これは私にしかわからないことです。だから、すべての民族、部族に同じ言葉を聞かせ、あなた方が聖
霊の弟子となるように勧めるのです。 

12 1950年が来ても、私の精神世界はあなたと別れることはないでしょう。それはもうあなたの心にアクセスするこ
とはできませんが、あなたを守り、鼓舞し続けます。私は、装備された者たちの口を通して話す。私は、あなたが出て行っ
て、人々 に良い知らせをもたらすための道を切り開く。あなた方は父なる神や霊的な兄弟姉妹と接触しているのですから、
土地や海を越えて、他の民族や他の異言の兄弟と接触しないわけがないでしょう。そのための権威と世界共通語、つまり愛
を与えよう。 

13 あなたには透明な鏡として、価値ある模範となってほしい。私は、あなた方を地球上の他の宗派にしたくないので
す。難破した人の安住の地となり、砂漠で迷った人の星となり、死に物狂いで疲れ切った放浪者の木となってほしい。 

14 その使命を果たすために、愛する者たちよ、私はあなた方を祝福する。私の言葉を待ち望み、集まっているのがわ
かります。なぜなら、あなたは私の教えの中に、精神を強め、肉体を活性化させる糧を見いだし、この『作品』が含む知識
を与えてくれる遺産に匹敵するものはないと確信するからです。 

15 この言葉の中に復活と命を見出し、難破した人が救命ボートを発見したときのように、彼に立ち返ったのです。 

16 人間の生活は嵐のようなもので、戦争や解き放たれた情熱や不幸によって滅びないように、自分たちを救おうとす
る。 
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17 あなたは平和に暮らしたいと願い、正義の世界に憧れ、人間の兄弟愛を夢見ている。だから、私の言葉を聞くとき
、あなたはその中に、あなたが憧れる世界の神聖な約束を見出すのだ。あなた方は、安心と装備を得るために、そして、あ
なた方の善行によって清められた私に届くようにと願って、この顕現の周りに集まってきたのです。 

18 私は、私の宣言に耳を傾け、信じる術を知っていたこの世代を祝福する。それと同様に、真の霊性をもって礼拝と
奉仕を捧げる次の世代を祝福する。 

19 私の教えは再び人類に聞かれるだろうが、それは私の律法が人間に戻ったからではなく、それは常に彼らの良心に
書かれていたからである。それは、律法の道に戻る人たちでしょう。この世界は、私のたとえ話の放蕩息子のようなイメー
ジになるでしょう。彼のように、父なる神がその領地で待っておられ、愛で包み込み、食卓に座らせてくださるのを見つけ
るのです。 

20 この人類が私のもとに帰る時はまだ来ていない。また、その遺産の一部が残っており、裸になり、飢え、病気にな
るまで、宴会や快楽に浪費し、それから父に目を上げるのである。 

21 奈落から奈落へ人間は、私を否定し忘れ、自分の存在の核心である精神を否定して自分を否定する極限まで、精神
的に沈んでいったのです。 

22 私の慈悲だけが、人々 が私のもとに戻るために再びこの道を旅しなければならない苦しみを免れることができるの
です。私だけが、私の愛によって、子供たちが救いの道を見つけることができるように、その道に手段を提供することがで
きる。 

23 父の家を目の前にして、あなたの心は喜びに満ち溢れているのではないでしょうか？あなたは、地球の人々 が生き
る道徳的、精神的な悲劇に心を揺さぶられないのですか？ 

24 ああ、あなたが今果たさなければならない使命を、すでに理解していたなら......。そうすれば、どんなに仲間のこ
とを思いやり、どんなに自分の心配を忘れることができるだろう。でも、まだそれぞれが持っている才能を理解していない
ようですね。あなたはどのように団結して、人類に救いが近いことを知らせますか？ 

25 しかし、あなた方は団結しなければならない。そうすれば、すべてが調和して一つの「身体」*と一つの意志を形
成し、私の愛の法則を実現するために団結し、より良い世界のために戦うことができる。平和と調和と友愛の世界を夢見る
権利が、それを手に入れるための手段を用いなければ、どうしてあるでしょうか。 

* ここでは、身体は共同体を象徴しているのです。 

26 あなた方は、戦場で孤独でもなければ、歩くのに盲目でもなく、自らを守るための武器がないわけでもない。私は
あなたの霊に霊的生活の美しさを理解させ、あなたの霊的な視線を未来に向けさせ、あなたの存在の奥底に眠っている才能
と能力を明らかにしたのである。 

27 あなた方が自分で作り上げた役立たず、無能、不器用、貧乏という考えを私はあなた方の心から取り除いた。そう
すれば、あなた方はみな役に立つことができ、あなた方の父が待っている家にたどり着くまで、みな進化しなければならな
いことを理解するだろう。 

28 ある人は私に言います。"主よ、なぜ私たち全員が、あなたが見えると証言している兄弟姉妹のように、あなたが
見えるようにしてくださらないのですか "と。 

29 ああ、信じるために見なければならない弱い心の持ち主たちよ。あなたの霊は、愛と信仰と感情によって、私の神
聖な本質を際限なく、完璧に知覚できるのに、人の形をしたイエスを幻視することにどんなメリットがあるのでしょうか。
霊的なものを限定された形や象徴で見る才能を持つ人をうらやむのは、あなた方が悪を行うからです。彼らが見るものは、
まさに神ではなく、霊的なものを彼らに語りかける寓話や象徴なのです。 

30 自分の才能に満足し、受け取った証を理解し、常に意味、光、指示、真理を求めなさい。 

31 あなたの十字架を忍耐と降伏をもって最後まで背負いなさい。そして、私が約束した、あなたが真の平和を楽しむ
ことができる家の門に到着したとき、私の法があなたからそれを取り上げるでしょう。現在、あなた方はまだ旅人であり、
高い目標に向かって努力し、より良い祖国を征服するために出発した兵士であり、戦士である。 

32 あなたは一人ではありません。人間は決してそうではありません。私はいつも彼に最善の道を示し、彼に付き添い
、彼に勇気を与えてきたのです。 

33 もし誰かが私に、後者が主から受けたモーセの律法を知る前に、人はどのように導かれていたのかと尋ねたら、私
はモーセの前に、すべての霊を良心に律法を書き込んで送り出し、彼らの生活のすべての行いが私の神性に適うようにした
と答えるであろう。その後、わたしは偉大な光の精霊、家父長、預言者を世に送り、その働きによって、すべての同胞にわ
が律法の成就を教えるようにした。 

34 彼らは偶像崇拝者ではなく、すでに霊性を知っており、他者への愛と慈悲の感情を持ち、自分たちの土地と家によ
そ者を迎え入れる用意があったからだ。見知らぬ人や疲れた旅人を親切にもてなしました。彼らはすべて、良い言葉と賢明
な助言を持っていたためです。 



U 173 

150 

35 しかし、すべての人が良心の内なる声に導かれることを許したわけではありません。そのためには精神化が必要で
、肉体の感覚はそれを忌避する。ですから、あなたの父は、律法を説明し、神を明らかにするために、様々 な形で人の間に
ご自分を知らしめなければなりませんでした。 

36 第三の時代においてわが教えを聞き、過去の時代に私があなた方に託した種の一部をまだ保っている人々 よ、あな
た方は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、最初の覚醒者たち、アブラハムのように、時代を
超えてわがすべての啓示を受託してきた人々 をその子孫とし、再び自分の良心からの指令に従って人生を導く幸せな瞬間を
見るまで生きなければならないのです。 

37 あなた方が今日持っている形で私の顕現が終わる時が来たとき、ここでこの共同体を形成する人々 のすべての精神
が私のための神殿のように、すべての心が聖域のように、すべての家が祭壇のように、父の家のように、もてなしと活発な
慈善に満ちたものになるように、あなた方がそのように備えられることを望んでいます。そのとき、あなたの平安はどれほ
ど深いものとなり、あなたの心はどれほど強くなって、あらゆる試練に打ち勝つことができるのでしょう。 

38 パンは私から祝福されるだけでなく、あなたを通して祝福されるのです。なぜなら、そのとき、あなたは愛と信仰
と平和の雰囲気の中でパンを用意することを学んだからです。 

39 私があなた方に授けた霊的な恩寵は、霊化の種となるものです。この種を愛情をもって心の中で育てる者は、災い
や解き放たれた元素の犠牲になることもなく、物質的な苦難に悩まされることもない。 

40 このような日々 は、勝手にやってくると思ってはいけないのです。そうすれば、その驚異を体験し、物質化された
不純な生活の泥やほこりや汚れの上に立つことができたときに、精神にどんな能力があるのかを判断できるようになります
よ。 

41 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。 

42 心の中に純粋さを持ち、自分の人生の業で私を誉めようとする者は、父と主の戒めを果たしたと感じるために、分
別のある教団の形式を必要としないのだ。一方、自分を裁く良心の動揺を心に感じている者は、儀式や目に見える教団形態
を熱心に求め、それによって自分が父と和解できると偽り信じている。 

43 花のように素朴で、鳥のように純粋であれ。空気のように透明で、清らかな水のように澄んでいれば、人生の真理
を知ることができる純粋さと高みに到達したことになる。 

44 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べき者は、重大な誤りを犯している。すべてのマスター
のマスターである私は、人類が上へ上へと発展し、真の進歩を遂げるための道を示しているのです。私の言葉は、霊に語り
かけるだけでなく、心にも、理性にも、そして感覚にさえも語りかけるのだ。私の教えは、精神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道に光をもたらすものです。私の教えは、すべての魂をこの存在を超えたところにある家
への道に導くことにとどまらず、人間の心にも届き、この地球上で楽しく、人道的で、有用な人生を送るよう鼓舞するもの
だからです。 

45 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としたら、今日、あなた方の王国もこの世のものではな
いと言います。 

46 私は、物質主義に基づくことのない真の人生を教えます。だから、地上の強者が再び私の教えに反抗するのだ。私
は、愛と知恵と正義からなる私の永遠の教え、永遠に有効な教えを携えて、あなたがたのもとにやってくるのです。しかし
、それはすぐには理解されず、人類は再び私を非難し、再び私をはりつけにするでしょう。しかし、私の教えが認められ、
愛されるためには、このようなことを乗り越えなければならないことを私は知っています。私は、私の最も激しい迫害者が
、将来、私の最も忠実な、放棄する種蒔きとなることを知っている、私の真理の非常に大きな証拠を彼らに与えるからであ
る。 

47 第二時代のニコデモは、祭司の中の王子で、イエスに知恵と深遠な教えを求め、イエスと話したが、この時代に再
び現れ、私の仕事を丹念に調べ、イエスに立ち返らせることを。 

48 パウロと呼ばれるサウロは、私を激しく迫害した後、私の最も偉大な使徒の一人となったが、私の行く手に再び現
れ、私の新しい弟子たちは、ある者は熱心に、ある者は自分を否定して、いたるところに姿を現すだろう」。今の時間は大
きな意味を持ち、私が話す時間はどんどん近づいてきているのです。 

49 この思想の戦争、現在目撃している衝突、日々 起こっている出来事、それらはあなたに来るべき何かを語りかけ、
ある時代が終わり、新しい時代がその光を広げ始めていることを感じさせはしないか。 

50 私はただ、この時代の私の言葉の証人であるあなた方が、私の法の施行に先立って行わなければならない試練の時
に、堅忍不抜であることを望むだけである。あなたがたの間に新たに現れる私の姿は、台風のようなもので、その暴力の下
で、この人類が住み、かき混ぜる土地と海は揺さぶられ、むち打たれ、その中にある不浄のものをすべて吐き出させるだろ
う」。 

51 このような試練が来ても、恐れることはありません。このような試練が来たとき、あなた方は、支配の終わりの始
まりが始まり、新しい幸せな時代の夜明けが近いことを理解するのです。 
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52 邪悪、不正、傲慢、隷属、無知、地上の権力は、人々 の間に愛と光と平和の支配を確立するために、崩壊するでし
ょう。たとえ、試練が非常に厳しく、飲むべき杯が非常に苦いものであると感じても、動揺せず、灯火を消してはならない
のです。それどころか、戦場で兵士が敵を圧倒して勝利が近いと感じたときにするように、希望の炎を燃やし、それを扇ぐ
のだ。 

53 舌で毒を吐く敵対する大群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。そのようなとき、わが
心強い存在を感じさせ、わが愛の声を新たに聞かせるからである。 

54 そして、その大群の中に、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、しばしば体験すること
になるでしょう。しかし、あなたが私を信頼し、信用することによってのみ、それを達成することができるのです。 

55 バビロニアで束縛され、虐げられていた民衆を守った預言者ダニエルを思い出そう。 

56 戦闘を開始する。永遠のお方が人間の精神に蒔かれた種に、あなたの愛で新たに水を与えなければならないのです
。私の正義の鎌で雑草を刈り取り、田畑をひっくり返して耕作に適するようにしなさい。 

57 世の中の品物を追い求める人間には、もう少し時間を与える必要があります。そうすれば、彼らの失望はそのとき
完全になり、肉の金、権力、称号、快楽は決して彼らの精神の安らぎと幸福を与えないことを、ついに確信することができ
るのです。 

58 良心の光に照らされた自問自答の時間が、全人類に迫っているのです。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、人々 に食べさせることのできる精神的、道徳的、物質的な果実は何だったのか、
と自問することになります。その後、多くの人が私のところに戻ってくるでしょう。地上での名声とは裏腹に、自分の魂が
陥った空白を埋める何かが欠けていることに気づくからです。魂は霊的生活の実りからしか栄養を得られないのです。 

59 私は、砂漠の真ん中に、これらの魂のためのオアシスを作った。なぜなら、彼らが地上での生活の間に、ある者は
真実を求め、ある者は力を求め、ある者は幸福を求めて、次々 と扉を叩いて、道を切り開い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終わり、すべてを拒絶する覚悟ができたとき、私は彼らを私の懐に休ませ、彼らを
慰め、真の道を示し、その道を通して、彼らが経験の実りある種をまく畑を見つけることができるようにするのだ。 

60 ある人は疲れ果て、ある人は傷だらけで、ある人は白髪になり、多くの人は空っぽのバッグを持って、自分が行っ
た戦いが不毛であったことを恥じながら、あらゆる人種の人々 があらゆる砂漠の道を通ってやって来るオアシスである。そ
こで、彼らは私の声を聞いて、すぐにそれを認識し、「主だ！」と叫ぶだろう。この文章で、彼らはやっと私を見つけるこ
とができたという謙虚な気持ちを表現することになるのです。なぜなら、彼らは皆、自分の実力によって私に到達しなけれ
ばならないからです。 

61 その無限の祝福と和解と謙遜の時は、自分たちに命と遺産を与えてくれた方を待ち望みながら、ようやく父の家に
戻ってきた迷子の子供たちにも神の許しをもたらすことでしょう。 

62 あなた方は、11月のこの日を、あの世に旅立った存在たちを思い出すための日として設定しています。最初の夜
明けから、多くの魂が「死者」と呼ばれる人々 のために祈りを捧げに立ち上がる。私は、あなたが彼らを思い出し、彼らに
対する感謝、愛、賞賛の思いを持つことは非常に良いことだと言っています。しかし、彼らを失った品物のように泣いたり
、彼らを死んだと思ったりするのは良くない。もし、あなたの目が彼らのために涙を流し、あなたの胸が亡き人のためにた
め息をつく瞬間に彼らを見ることができたなら、あなたは彼らを照らす光と彼らの中を流れる生命に驚くことでしょう。そ
して、「本当に、生きているのは彼らで、私たちは死者だ」と叫ぶのです。 

63 命なき肉体を前にして涙を流し、その魂が脈打つ生命に満ちていることを忘れては、本当に間違った生き方をして
いることになる。 

64 もし、あなたが伝統的に霊的生活に移った人々 のために一日を捧げるのではなく、祈りの絆によって常に彼らと結
ばれているならば、あなたの人生における彼らの見えないが本当の存在と彼らの恩恵的影響は、あなたの存在全体を通じて
-あなたの闘争、試練、そして楽しい時間においても-あなたに感じられることでしょう。 

そして、それらの存在は、今度は、あなたの崇高な仕事と事業に協力する機会を得て、それによって、より多くの光を得る
ことができるのです。 

65 私はかつて「死者は死者を葬れ」と言ったが、この私の言葉を注意深く、愛情を込めて調べれば、私がこのように
言う理由がどれほどあったのかがわかるだろう。 

66 皆さんは、最愛の亡き人の最後の姿、肉体を心の中に、そして目の前に持っているのです。子供の時に肉体を失っ
た者は子供として記憶し、老人の時に肉体を失った者は老人として記憶し、痛みで痩せ細った肉体を残した者、苦悩の中で
死んだ者は常にこの状態で記憶するのと同じである。しかし、肉体と魂の違いについてよく考えてみる必要があります。そ
うすれば、人間が死ぬと、魂は新しい生命に生まれ、そこではもはやこの世の光ではなく、魂の永遠の生命を照らす神の光
を見ることができることを理解できるようになるでしょう。 

67 以前、人間は物質的なものに依存するために偶像崇拝をしていると言ったが、死者への崇拝はその顕著な例を示し
ている。しかし、私の教えは、無限の美しさの夜明けのように、あなた方の生活の中に立ち上がり、人が間違って生きてき
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た無知の長い夜の影を払いました。そして、この光は無限大に上昇し、神の星として最も美しい光線をあなたの精神に送り
、あなたがより高い進化を通して入ることができるその人生を楽しむために、確実な一歩を踏み出す準備をします。 

68 あなた方はもう、亡くなった人たちのために、今はより良い人生を歩んでいる、あるいは、ずっと殻として仕えて
いた肉体を捨てて、霊として後で泣くこともないでしょう。 

69 愛していた肉体が朽ちていくのを体験し、苦しみ、恐れる存在もいる。しかし、その人間の体が引き受けた仕事の
終わりが来たのを見たとき、創造主に感謝の歌を捧げる者の一人となるのだ。 

70 今日、私はあなたのすべての過ちを許し、赦すと同時に、あなたの精神と心を啓発し、あなたにそれを教えた彼に
ふさわしい仕事をすることができるように、神聖な生命の書のページをお見せするのです。 

71 あなた方は今、人類に対して大きな責任を負っています。そして、私からの教えを受ければ受けるほど、その責任
は大きくなります。なぜなら、あなた方は、霊化の人たちに語りかけるべき人たちだからです。儀式も偶像崇拝の形式もな
く、ただ霊から霊へと、わたしと交わる完璧な方法をあなた方の間にしっかりと根づかせる。 

72 この祝福された種は、あなた方の心の中にすでにあり、兄弟姉妹に分け与えるパンとなり、また、あなた方の子供
たちに遺すべき霊的遺産となるのです。 

73 私があなた方に「互いに愛し合いなさい」と言ったのは、人間同士だけでなく、ある世界から別の世界へもそうで
なければならないと言ったのではありません。しかし、今、私はあなたに言います。あなたが亡くなったと言う人たちのこ
とを考えるとき、あなたは彼らがあなたから遠く離れていると想像してはいけませんし、感情なしに想像してもいけないの
です。死者を愛さず、また死者として記憶せず、ただ生きている者として記憶せよ、彼らは永遠に生きているのだから。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 174 
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新たな一歩なのです。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 あなたは、自分の精神と世界に正当な報酬を与える方法を知る時期に差し掛かっています。それは、真の祈りの時
であり、狂信から解放された神への礼拝であり、あらゆる事業の前に祈り、あなたに託されたものを守る術を知る時である
。 

3 自分の意志を行うのではなく、まず父に祈り求めるのであれば、人間はどうして道を踏み外すことができようか。
祈り方を知っている者は、神と一体となって生き、父から受ける恩恵の価値を知り、同時に、自分が受ける試練の意味や目
的を理解するのです。 

4 神に直接祈る人は霊化された人であり、目の前に暗い包帯がなく、人間の生活の中に意識せずに存在する知恵と真
理の未知の世界を自分の中と外に発見する用意がある人である。 

5 この道を発見した者は、もはや立ち止まることはできません。なぜなら、彼の感覚と霊的才能が目覚めて受容的に
なったので、今日は自然の声を聞き、明日は霊の王国からのメッセージを受け取り、後には父と子との愛の結晶として、霊
と霊との対話の中で主の声を聞くことになるからです。 

6 人びとよ、私がわが身を知らせる声の主をうらやんではならない。もし、あなたが肉体的にも精神的にも真に準備
するならば、この顕現が終わった後でも、あなたは彼らを凌ぐだろう。 

7 この第三の時代に私が現れる証人であるこの民には、しるしと不思議と証明の時が予言されている。 

8 私はまだ最後の言葉を発していない。その中で、あなた方に偉大な啓示を与えよう。しかし、私の意志と私の指示
は、この民のすべての良心に書き込まれており、私の顕現の結論がどのようになるか、また、私の最後の指示のために選ば
れ任命された日について、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 私は、あなた方がその世界や家に入るために必要なことをすべて教えたいと考えていることを理解しなければなり
ません。というのも、あなたの霊が転生して地上に住むために、直前に住んでいた世界で準備をしなければならなかったよ
うに、出て行った家に戻るためにも、たとえそれが愛と純粋さと知恵において優れた家であっても、準備をしなければなら
ないからです。 

10 私の言葉を疑ってはいけない。私は（また）、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であるカナンにあなた方を連れて行くという、第一時代の約束を果たしたのだ。そこでも、
私が人となって来ることが告げられ、その預言はイエスにおいて一字一句成就された。あなたがたに生き、あなたがたを愛
した主人は、御霊によって御自分を知らせることを約束し、ここにそ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、善を広め、光を創造する真の自由を見出すことができる素晴らしい地域
、住居、霊的な家を用意していることを告げます。私があなた方とのこれまでの約束をすべて守ってきたのに、これを疑う
のか。 

12 私の仕事には常に偉大な精神が働いていることを知ってください。弟子たちの間で師の到来を告げる運命にあるエ
リヤは、霊魂のために裂け目を作る光であり、道から外れた者、眠っている者、霊的生活への信頼を失った者のもとに降り
立ち、彼から放射される愛の火-

信仰、悪の破壊、浄化である火で彼らを包み込みます。その呼び声はすべての国に響き渡り、その清めの火は広がっていく
。確かに、浄化は痛みの跡を残すが、やがてマリアに具現化された神の慰めが、すすり泣く心、痛みに苦しむすべての生き
物にバームを注ぎに来る。 

13 その後、私は次々 と心を探し出して、ただ「私についてきなさい」という私の神聖な呼びかけを人々 に聞かせるこ
とにする。 

14 私の教えは、人間があらゆる面で成長することを可能にします。心を敏感にし、高貴にし、心を目覚めさせ、精神
を完成させ、高揚させる。 

15 私の教えを徹底的に研究して、私の教えを実践する正しい方法を把握し、あなたの成長が調和するようにしなさい
、つまり、あなたが養うべき感情生活や、あなたが生かすべき精神の理想を顧みずに知性だけを開発しないようにしなさい
。 

16 あなたの存在のすべての能力が、無限に発展し完成するための光の道を、私の言葉の中に見出すことができるので
す。 

17 私の教えを吸収し、理解するために十分な時間を与えたので、子供の頃に来た多くの人は今若者になり、若者の頃
に来た人は今老人になっています。ある者は成長し、今や私の「働き手」の一員となり、またある者は息を引き取り、私の
選んだ者の一人となるのです。 
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18 私はここにいる人々 に十分な時間を与えたので、彼らの中に確固たる真の信仰の光が生じ、彼らの精神が私の仕事
について深い知識を持つようになった。私の言葉は、あなたがもはやその声を聞くことができず、あなたの存在の核心に集
中しなければならないときでさえ、私のプレゼンスを感じ、私のインスピレーションを受け取ることができるように、あな
たを準備します。 

19 

わたしの教えは、あなたがたの良心に書かれている。私の律法を最もよく保存する箱がある。そうすれば、あなたが主人と
過ごす霊的なリフレッシュの時間が時の流れの中で遠くなったとしても、私の言葉のエッセンスはあなたの魂の中で振動し
続け、生命に満ち、新鮮で愛と知恵に脈動しているのだ。 

20 私の言葉の中で、あなた方は霊性を獲得すべきであると何度も言っています。精神化しなければ、自分がすべき証
しを仲間にすることはできません。 

21 わたしはあなたがたの間で、わたしのことばを完成させるから、恐れるな。私の仕事は滅びず、あなたの霊は絶望
することはない。私は霊的な谷に、諸国の案内人、預言者となるべく受肉する存在、すなわち光の存在、わが言葉が開く道
を一歩前進するようあなた方に教える霊能者を準備している。 

22 今日、私がお伝えしたいのは、あなた方が自分の道を歩むために、霊的な谷間から光の存在がやってくることを必
要としているように、私の指示の光とともに、あなた方の一部を必要としている霊的な家もあるということです。今、私の
話を聞いて、すぐに霊的な使命に出発しなければならない人たちをあなたは知らないでしょう。それが、長い間、多くの心
が浄化され、その精神が私の仕事と日に日につながっていくのを感じる理由なのです。 

23 私は、私の霊的ホストの中に、生命と真理の道から遠く離れて歩んでいるすべての生き物の救済のために、この祝
福された復興と正義の業に私と協力する者が加わるよう、あなたがたの中から何人かを選び出すつもりです。 

24 この言葉は、あなたがこの存在を離れて霊的に自由になる偉大な瞬間に備えるために役立つものであり、あなたの
精神に留めておいてください。 

25 愛する人々 よ、これは輝かしい啓示の時である。魂を高揚させる光の時間。準備する者は幸いで、私の光を豊かに
受けることができる。 

26 しかし、これは新しい時代の始まりとは言い難く、私はこの時代の人々 のすべてを明らかにしたわけでもなく、受
け取ったものすべてがすでに理解されているわけでもないことを心に留めておいてください。 

27 数日、数年、数世紀が過ぎても、人類は奇跡的な光の出現とまだ知られていない霊的啓示を目撃することでしょう
。 

28 このような時代が近づいているのだから、あなたの代わりになる人たちのために、道を整えてあげなさい。あなた
の善行で道を祝福するのだ。そうすれば、あなたがたは真の神殿の建設を始め、他の者がそれを継続し、後に他の者が来て
それを完成させることになるでしょう。 

29 私の教えは、あなた方の心の中に良い種として深く根を張り、あなた方の人生の中でいつでもそれを仲間の間で広
めることができるように、長い間あなた方に与えてきたのです。 

30 私の教えの純粋さを正しく理解してもらうために、私の言葉から要点を抜き出して本を作りなさい。音声の担い手
から発信された言葉の中に、意味の間違いを発見することはあっても、そのようなことはありません。私のトランスミッタ
ーは、いつも準備されているわけではありません。だから、表面的に読むのではなく、その意味を突き詰めて、その完成度
を見極めるようにと言ったのです。それを理解するために、祈り、黙想しなさい。 

31 みなさんが生きていくためには、信仰が必要です。世の中の虚栄心のためだけに生きる者は災いだ。その魂は空っ
ぽになり、地上の旅の終わりには何の収穫もないのだから。あなた方は霊的な使命を果たすために地上に送られたのであり
、その後、私のもとに戻ってくることを忘れないでください。私の愛に感化され、大きな信仰を獲得し、あなたの心を神殿
としなさい。肉体の目を閉じ、精神の目を開いて、自分の世界の向こう側を見ることができるようになるのです。私はあな
たの内と外、あなたの存在の最も奥深いところにいて、あなたの精神を守り、保存しているのだ。私はあなたの願望と希望
をすべて知っている。そして、忍耐と犠牲をもって完璧な山を登りなさいと言う。あなたがたがゴールに近づいたとき、私
の王国の門を少し開けて、私の平安を垣間見せ、最後の時に強くなるようにしよう。 

32 すべては進化する。人間は科学を進歩させるが、得た知識を善のために用いず、隣人を慰め、保護する術を知らな
い。権力への欲望と自由意志の誤った概念が新たな戦争を引き起こし、その結果、苦痛がもたらされたのです。孤児、悲惨
、荒廃、死があちこちに見られますが、これらすべてについて、あなたは私に説明することになるでしょう。私の言葉に何
をした？あなたはそれに耳を傾けず、痛みともつれの海に迷い込んでしまった。それでも、それはあなたが戦う最後の戦争
にはならないだろう。- 

しかし、裁きはすべての人に訪れる。私の前には、裁判官と被告人、死刑執行人と犠牲者がいる。すべての国が私の呼びか
けに耳を傾けるだろう。この決断の時に祈ることを呼びかけ、私の霊の光を与える。 
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33 私の創造は不変であり、何一つ滅びるものはない。苦痛が肉体を蝕み、魂が地上での使命を果たせずに裸になった
時、私は新しい肉体の衣を与え、元の姿に戻させるのだ。 

34 ぜひ、時の試練に耐えられるような霊的な働きをしてください。自然の力で壊されることのないように、しっかり
とした地盤の上に建てる。 

35 あなたは私のテーブルの前に立っています。私の周りに座って、私の話を聞いてください。 

36 この時代、すべての人間とすべての霊が、今、聖霊があなた方に啓示したこの神聖な知識を受け取ることが、私の
意志なのです。 

37 この時の私の言葉は、人の前に開かれた知恵袋のようなものでした。 

38 私が弟子と呼んだあなたがたは、この教えの用心深い保護者である。 

39 あなた方は、相続財産を託されたイエスの謙遜な家族なのです。マスターである私が、私の意志を明らかにしたこ
とを理解しなさい。 

40 地上人は天上界を知らない。あなた方はまだ人生の砂漠を彷徨っているのです。行き先がわからずにさまよう人も
いる。しかし、永遠にはあなたの父の愛があなたを待っています。だから、私は、あなたの人生の苦難の旅を助けるために
降りてきて、あなたが来たあの子宮に戻ることができるようにします。 

41 その前に、あなた方が身につけた功徳によって、互いに歩み寄り、許し合い、兄弟として手を差し伸べる努力をす
れば、私に近づけるように、あなた方を愛で結びたいのです。私は、あなたが私の王国の平和に到達できるよう、道を用意
したのだ。なぜ、第二の時代に私が示した道を歩まなかったのですか？つまずいたり、倒れたりすることはなかったはずで
す。今、あなたがたはわたしの弟子である。わたしはあなたがたを愛し、あなたがたを救う新しい機会を与えようと思うか
らである。今、それを利用するのか、それともまた停滞したままなのか。私があなたがたに簡単に明かしたことは、学者や
神学者にも隠されていた父なる神の知恵の秘宝に属するものであると考えなさい。しかし、この恵みがあなた方に与えられ
たからには、すべてを創造された方を否定するほど自分の発見にうぬぼれ、盲目になってしまった科学者のようになっては
なりません。 

42 今日、あなたは他の人が間違って判断したり、軽蔑しているものを持っています。しかし、あなたが私の教えを広
め始めるとき、たとえそれが私を最も激しく拒絶した人であっても、あなたが話す相手が私の教えを受け取るに値するかど
うか判断するのをやめてはならない。 

43 私の話を聞くとき、その精神が喜びで輝くあなたは、私の仕事を知らしめるでしょう。私の旅立ちの時が近づいて
いる。その時、あなた方は装備を整えなければならない。 

44 第二の時代には、私が去った後、世界中に良い知らせを広めるために12人を選びました。その仕事をこなすには
、12人で十分だった。その間に私は何千人もの男女を教え、私の霊的ホストを送ってあなた方を援助しました。あなた方
は魂の解放の時代にいるのですから。私の兵士の数が多いのは、人類がより大きくなり、その罪や背負ったものも大きくな
ったからです。 

45 謙虚に、自分の運命と一致するように。 

46 皆さんの心の中に、"自分は霊的に進歩したのか、それとも止まってしまったのか 

"という疑問が湧いてくることがあります。そして、師である私は弟子たちにこう言います。もし彼らが仲間の痛みを感じ
る準備ができているならば、彼らは一歩前進したことになり、もし彼らが自分をひどく傷つけた人を許すことができたなら
、彼らはもう一歩前進したことになり、もし彼らの心が人種や社会の階級の区別なくすべての人と同一であれば、彼らは精
神開発の道においてかなり前進したと言えます。 

47 しかし、その感情や行動の動機は何だったのでしょうか。- 

私のローがあなたに植え付けることができた愛。愛だけが、私の教えをあなたがたに伝えることができるのです。人が他の
手段で問題の解決を図ろうとするのは無駄なことです。世界の平和を願っていても、それが相互の愛に基づくものでなけれ
ば、無駄なことです。 

48 しかし、私の教えは、物質主義的で利己的な心で人生を見る人々 から、無関心に、時には嘲笑的に受け止められて
いるようです。しかし、そのような人たちでも、いずれは、高い道徳性、明確な知識、正しい理性だけが、人類が陥ってい
る奈落の底から救うことができるという結論に達するだろうと、私は言っているのだ。そして、この高い道徳性は、私が教
える精神化しか与えられないのです。良心の光の前でのあなたがたの行いの純粋さと理性的な正義は、あなたがたはわが言
葉の中にのみ見いだすことができる。私の教えは、現実と真実に基づいています。 

49 人間は、わが愛と正義の律法が提供しなかった手段で、不可能を実現しようとした。私が彼に自由な仕事を許した
のは、彼が自分の経験をするためであり、しかし彼の良心には常にわが律法が存在していたのである。 

50 もし、人間の心がそれほど硬くなっていなければ、戦争の痛みで自分の過ちを反省し、光の道へと戻っていったこ
とでしょう。しかし、彼はその人間虐殺の苦い記憶を持ちながらも、新たな戦争の準備を進めている。 
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51 父であり、神の愛である私が、戦争によってあなた方を罰することができると、どうして思うことができるでしょ
うか。完全な愛であなた方を愛し、あなた方が互いに愛し合うことを望んでおられる方が、犯罪、兄弟殺し、過失致死、復
讐、破壊を与えることができると、本当に信じているのでしょうか。これらはすべて、人々 の心の中に蓄積された物質主義
が原因だということがわからないのでしょうか。 

52 人々 は良心が指し示す道から外れ、正気を失い、道徳や善意の道から外れてしまったのです。彼らは時間に止まろ
うとせず、自分たちの中に入らず、自分たちが作った深い淵に向かって、闇との出会いに向かって漂っているのだ。しかし
-

私の愛は彼らの罪を赦し、私の光は彼らを引き止めようとし、彼らが道を踏み外すことを示した。しかし、私の法は、私が
彼らに与えた意志の自由を尊重する。私の正義は、彼らがその人生に蒔いた果実を刈り取ることを認めるが、である。 

53 しかし、人間にとってすべてが終わり、死が勝利し、悪が勝利したと思われるとき、存在は暗闇から光へと立ち上
がる。死から真の生命によみがえり、腐敗の淵から神の永遠の律法に従うためによみがえるのである。 

54 すべての人が奈落の底を知るわけではありません。ある人は、情熱、権力欲、憎しみの戦いから遠ざかり、新しい
ソドムの外れにだけ住んでいます。また、多くの罪を犯した人は、そのうちに立ち止まり、適時に悔い改めて、完全に新し
くすることによって、多くの涙と多くの痛みを避けるでしょう。 

55 私の話を聞いているあなた方は、決してこのような戦争に餌を与えたり、貢献してはならない。あなた方の生活、
言葉、そして働きが、多くの人々 の心を、息を呑むような流れの中で一時停止させ、私の平安を体験し、この苦しみの杯を
飲まなければならないという強制から逃れるために、私の方法で耐え抜くのです。 

56 創造主のために捧げるこの一日を大切にしましょう。あなたの心は私の神性への愛に備え、鼓動し、あなたは私の
プレゼンスを受け取るに値することを自ら証明するので、私の恩寵に満たされる。 

57 精神の喜びを肉体に反映させれば、偽りの喜びになることはない。もし両者が調和して生きているのなら、どうし
て心が喜び、同時に悲しんでいるのでしょう。 

58 この状態は、精神の至福から湧き出るもので、美しいものです。自分の仕事を完璧にするよう努力しなさい。完璧
の中に最高の幸福があるのだから。 

59 あなたは創造物の中にどんな不完全さを見いだすことができますか？- 

ない、と言うのですね。しかし、多くの不完全なものがあり、それは人間の作品に見られるものです。私の意志を実行せよ
、法の外で行われることはすべて不完全なものである。 

60 理解する。想像力を働かせなければならない。仲間の作品を裁いてはならない。あなた方が善良であることを望み
、さらにあなた方が完全であることが私の望みです。あなた方は外見上は取るに足らない存在ですが、永遠の生命を持って
いるので、物質的なものや世界よりも偉大であり、私の光の輝きであり霊的存在であるためです。あなた方は、私がなぜあ
なた方を完成への道に呼び出すのかを理解するために、精神とは何かを理解しなければなりません。 

61 私はあなたを救うために、苦しみの中であなたを探し出しました。あなた方の心の扉を飽きもせずにノックしてい
るのは、あなた方の父の愛なのです。 

62 1866年以来、わたしは、善と正義の道を示すために、わたしに感化された人々 を通して、あなたがたにわたしの
ことを知らせた。 

63 今が第三の時代であることを証明するのは、私の意志である。 

64 初めの時、アブラハムは父と契約を結びました。二度目に、キリストは人類と交わした契約を血で封印されました
。愛、命、犠牲、赦しを意味するその血によって、世界に罪からの贖いの道を示し、それによって霊に救いと永遠の命を与
えられたからです。 

65 このとき、私はわが光を霊に注ぐ。もし、あなた方が人間として私に到達しようとするならば、決して達成するこ
とはできない。 

66 私の教えをあなたがたに託すのは、私があなたがたに与えるのと同じ形で、あなたがたの同胞に伝えることができ
るようにするためである。しかし、それを教えるときに決して暴力的な方法で議論してはならない。自分の知らないことを
判断することに注意し、純粋な模範が人々 をスピリチュアルに変えるのに十分であることを理解すること。 

67 互いに愛し合いなさい」という私の戒めには、私の教えが集約されているのです。あなた方が生まれたとき、私は
あなた方全員に同じ程度の認識力を与えたにもかかわらず、なぜ全員が私を理解しなかったのでしょうか。なぜ、ある者は
神に自分のものを与え、世界にそのものを与える方法を知っているのに、ある者はすべてを世界に与え、そこから自分の神
、自分の楽園、自分の天国のようなものを作っているのでしょうか。- 

私が第二の時代に「私の王国はこの世のものではない」と言ったことを忘れてしまったからだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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 キリストの再臨  11 

 誰も絶望する必要はない  17-18 

 神は人のためになるものしか与えない  45 

 スピリチュアライゼーションへの道  56-58 

 愛という乗り越えられない武器  66-68 

 1950年の発表の終わりとその後の時代  74-75 

インストラクション 148 

 子供の間違ったしつけ、教育。 4-5 

 キリストの発表の未来への意義  9-12 

 忘れ去られたキリスト教の美徳の追憶  20-21 

 世の中の克服と贖罪のお役立ち  36-37 

 人の霊における聖霊の神殿  44-48 

 精神と「肉」の葛藤...。 52-54 

 難しい試験の意味  57-58 

 世界観と教派の大争奪戦  59 

 

肉体から精神または魂が切り離されること。 

 祈りと眠りに没頭している間  75-78 

 心の能力を開花させること。 79-81 

インストラクション 149 

 霊的賜物の覚醒のための準備断食  4-5 
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 モデルとしてのイエスの犠牲をいとわない姿勢  12-15 

積極的なチャリティーへの呼びかけと 

 言葉を広める  24-27 

 教会聖職者のための司法通知  31-35 

 エホバとイエスの愛の戒めは、永遠に有効である  38-41 

新しいものを受け取るために必要な心構え 

 神の啓示  42-45 

 罪人の中の善を肯定することによる改心  48-50 

非難や排除に対する警告 

 犯罪者と病人の 51-53 

 不幸な人への友愛的連帯の祝福  54-55 

 キリストの教えに従うことは不可能ではない  59-64 

 アナンシオンの正しい勉強のための指示  65-68 

 新しい約束の地は永遠に続く  80-81 

人間の家庭や家族もまた、そうでなければならない。 

 神の神殿であること  82-83 

 人生の難題の原因究明  88 

インストラクション 150 

 書物の知識または神の霊感による知識13-14 

 神はまた、罪深い人々 を通してご自身を啓示される15-18。 

を通した神の知覚的な認識。 

 アンフォームドハート  19-21 

による新しい神の啓示の拒絶 

教義的に縛られた神学者・信徒 

 偏見によって──昔も今も──。. 22-26 

精神的な盲目の人の信じられない気持ちや 

 イエスとマリアに対する伝統的な信者たち  29-36 

誤読された「人間堕落物語」と 

 原罪説. 41-46 

 神聖な言葉の浄化力 ... ... ... 51-56 

 変容と贖罪の愛58-61 

人間の認識能力 

 独立した真実  62-64 
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 人間の象徴としてのユダの運命  65-68 

精神世界と物質世界の創造 

 と人間、完成という高い目標  76-88 

 地球の大きな未来  89 

インストラクション 151 

 儀式ではなく、霊と真理による礼拝  1-5 

スピリチュアリティはどのように獲得するのでしょうか？ 8 

 信仰迫害の発表.... 10-15 

イエスの最後の晩餐の意義と 

 弟子たち  29-34 

  三十五・三十六 

 聖霊としてのキリストの再臨... 39-44 

として、精神と魂の輪廻転生を表現しています。  

開発・表現の必要性 

 神の愛の正義  46-61 

人ではなく、神が平和となる 

 と、地上に正義を確立する  68-72 

インストラクション 152 

 イエスの受難  1-17 

 悪霊が人間に及ぼす影響  21-29 

 憑依と闇の力との戦い  30-34 

 新しいしるしと不思議  35-40 

の証言文の感動的なこと。 

 世界における神の御業──昔も今も41-43 

自分自身で手順を踏んでこそ 

 キリストの説得力を得ることができる。. 45-53 

 名誉ある地位を目指すより、謙虚に  54-62 

聖霊の教えが人類に及ぼす変革の効果  71 インストラクション 153 

 神の掟に従う狭い道  5-11 

 審判の時は来たる 16 

 第二次世界大戦の告知が現実となった 19-20年 

 救済-第二紀の歴史的考察  44-49 

 第二の時代における神の救済行為。. 50-57 

による救いの歴史の完成。 
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 聖霊によるキリストの再臨  58-73 

インストラクション 154 

 イエスと洗礼者ヨハネ  4-8 

キリストの啓示教会となることです。 

 ロールモデルになる  12-14 

 キリスト教の美徳の反対への逆転  15-20 

 一部の科学者の虚栄心27 

 大浄化後の人類の心変わり  49-55 

 教師としての痛みと更新のインセンティブ  56-58 

インストラクション 155 

精神的・肉体的に成長した本人だけが  

知恵遅れの人々 、その 

 異質なものとしての霊的な教え  3-6 

 "みんなの視線が私に集まる"  12-13 

 神の法は人間の救いのためにある  14-16 

多くの人が霊魂の教義と相容れないと考えるのは、そのためです。  

  

の抗しがたい説得力。 

 キリスト自身の人生と行動  32-36 

の不在による唯物論・無神論。 

 キリストの真の使徒  37-42 

 キリストの新しい譬え  60-63 

インストラクション 156 

 発表の統一フォーム  4 

 輪廻転生による上方成長.. 5-9 

世界観の衝突が起こる 

 および宗派は 10～14 

輪廻転生の理由と、異なる   

国民総知能開発度  28-

34 

地上に散らばる神の民 35-

41 

教えの中にある言語的なぎこちなさ 信仰と愛のパワーは  47 

奇跡を起こす  

悔い改め、赦しによる刷新の力 

 51-

53 
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と祈る。 

インストラクション 157 

 54-

55 

世の中の不信感  1-2 

未来を見据えて   7 

身体、魂、精神の調和に必要なもの   10-

14 

放縦による自由意志の乱用   15-

16 

イエスの地上での思い出..イエスの弟子たちの形成とその姿 21-

22 

えきむ 

コンバートの輝き: 

 23-

28 

使徒パウロ 

愛と真実の武器で 

 40-

47 

苦労人  48-

53 

発表の必要期限  

インストラクション 158 

良い羊飼いは、自分の羊を見守る、また 

 57-

64 

迷い、堕ちた者たちのために。..による人類の精神的統一 1-9 

大祓い後の霊訓   13-

16 

高次の世界への精神の上昇   19-

22 

贖罪の神聖な愛の象徴としてのキリストの血 23-33 贖罪の神聖な行為については、キリストに従わなければならない。  

人間の功績が加わる。 

愛の普遍的な法則が加わる。 

 34-

40 

人類を変える  41 

また、神は悔い改める覚悟のある罪人も用いられる。  42-

43 

信仰の光は啓発し、不思議をもたらす  47-

51 

 

人の中の悪を克服した後 

 知的大闘争  53-59 

 霊的ギフトの覚醒  61-63 

 魂の覚醒者、啓蒙者としてのイライジャ ......。. 64-68 

インストラクション 159 

 古い時代における神の民の霊性  3-5 

 人類の新しい精神性を発表する  6-10 

 リヴァイの転生  19-20 

とは異なる裁きをするのが神の正義。 

 ヒューマンジャスティス  40-45 

の任務と責任 
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 黙示録の教会 50～53章 

 イスラエルの霊的な人々   54-60 

 魔法ではなく、精神化による奇跡  61-66 

 光と闇の大決戦67-70 

の時に、新しい神の言葉が支えとなる。 

 概念の混同  75-77 

"運命の一撃 "は、それを果たすためのテストです。  

 ライフ・デスティニー  79-80 

インストラクション 160 

スピリチュアルギフト「シーシップ」の活用は  

 責任者  1-5 

 スピリチュアライゼーションによる未来像と運命  6-14 

最大の霊的時代における神の新たな啓示 

 と地上の対立と闘争  15-23 

 光と闇の闘い．. 30-31 

 古代イスラエルの民の信仰のモデル.. 32-33 

の束縛から民衆を解放するエリヤ。 

 唯物論  34-39 

人間の苦しみは自分で作り出しているのです。 

 お呼びでない、神の使い  40; 43-45 

不吉な出来事の発表が考えられている 

 宿命と理解されないように警告  41-42 

父としての神の啓示 ── 今日 

 かつて──イエズス会の 43-49で 

人の中にある悪の竜がなる 

 を克服する  50-55 

 地上における神の霊の新たな活動. 56-64 

武力行使は問題解決にならない。 

 が、より大きな苦難と苦痛をもたらす  65-68 

インストラクション 161 

 善悪の道  2-5 

 善悪の知識の木  7-17 

 人類の異常が終了する  19-22 
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 顕現の神的起源  33-36 

 7つのステージで構成された地球の創造37-44 

 人類の最初の時間または発展段階  45-50 

 啓示のエポックとしての第二、第三の時代  51-53 

 7つの封印 ── 救世の歴史のエポック ....... 54-63 

第7の封印の時の神の救済計画の戴冠式 64-67 

インストラクション 162 

の理解不足と間違ったリアクション。 

 外的脅威に対する人々 1-3 

 悪と戦うキリストの軍勢  4-6 

 古代イスラエルの預言者たちの信仰心... 7-9 

古代の予言者との共通点 

 と、主の新しい「口上」．.. 10-16 

 神は人間に近い  17-20 

 真の祈りは心から生まれる。. 23-24 

 神の律法に対する違反が裁かれる  25-28 

 聞き手の理解や思いやりが足りない  31-36 

 人々 や貧しい魂のために祈ることを通しての助け  37-40 

 守護天使や光の精霊を介したヘルプ... 41-43 

 地球上の生命はあらかじめ決められている  44-45 

 真の愛の使命  46-55 

 スピリチュアルな愛とエゴイスティックな「愛」  56-58 

インストラクション 163 

 慰めの御霊による啓示と慰めと癒し  15-19 

意識的・無意識的なつながり 

 この世とあの世  24-33 

 「人はパンのみにて生くるにあらず」 37-39 

 新しいたとえ話  47-63 

インストラクション 164 

 昔も今も信仰の試練  1-5 

 亡き人の魂に死はない6-7 

覚悟を決めて、知った人間の魂は、次のことに目を向けることができる。 

 やがて容易に体殻から剥離する  8-10 

 愛の戒律に従うことによる霊性化  16-22 
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の偽りの願い、希望、恐怖 

 天の御国に関する信徒  30-32 

 地獄で永遠の罰を受けるという怪しげな誤信  33-34 

 エゴイズム的な信心深さ  37 

自然災害は人々 を導くべきもの 

 悔い改めさせる  40-42 

 人類の荒涼とした現状  43-46 

 肉」に対する「御霊」の勝利  47-49 

 神の知恵、力、愛が書かれた本51-55 

インストラクション 165 

 新たな洞察と啓示  7-13 

 想いの伝達によるコミュニケーション。. 15-16 

 改心した者だけが、うまく布教できる  37-57 

神の三位一体は、神の3つによって成立しています。  

 法として、愛として、知恵としての啓示のあり方  55-60 

 世界の平和の前提条件  71-72 

当社の不正な解約に対する警告 

 地上での存在感  73-74 

インストラクション 166 

良い例と悪い例 

 ピープル・マネジメント  3-7、13-17 

 宣教師が信者の群れに及ぼした影響  9-12 

 

 新しい救済の出来事におけるマリアの意義20-23 

 神と人間との新しい契約26-30 

 休息と反省の日  31-35 

 身体と心の望ましい調和  36 

 愛の癒しと救済の力.. 41-44 

 宣教、慰め、癒しの使命  46-48 

 心の祈りの付随する、有益な力  49-55 

インストラクション 167 

 痛みによる人間性の浄化が必要  1-4 

 人の善を信じる神々 しさ  5-12 

 神と人への無私の愛  14-19 

 宗教の来るべき精神修養. 20-21 
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 肉体の死は魂の解放である22-27 

の人工的な境界をなくす。 

 人と人、人と人の間  29-32 

 ヨハネの黙示録──その愛の極意  33-37 

 浄化による健康・体力・知識  40-45 

世界中のスピリチュアリストを上級兄弟に 

直感とインスピレーションを受けられるような精神で 

そして、その使い方を知っていること。. 46-48 

キリストに従うには、自己征服が必要です。 

 犠牲、積極的な慈善活動、謙虚さ53-54 

インストラクション 168 

 本当の恋人は、すべてを所有している  11 

イエスの十字架上の死ではなく、その成就のために  

模範となる愛の法 

 人に救いをもたらす  14-23 

苦しむのは人間の宿命ではありません。 

 しかし、自分自身を完成させるために25 

贖罪のための執り成しと慈悲深い憐れみ 

 死後の世界における魂  36; 45-47 

 償いという重い苦しみではなく、愛で働く.... 54-57 

インストラクション 169 

 来世で苦しむ魂に対する神の慈悲  6 

法と賠償の道が導くのは  

 パーフェクション  7-9 

の世界となることは、地球の宿命ではありません。 

  10-14となる贖罪 

 自然の静寂と美しさに感動する  28-31 

先生方の必要条件 

 スピリチュアルワークの  35-36 

 一方的なマインドトレーニングの破壊的な結果  47-48 

 人の中の神の声による霊感  53-54 

 未来の地球上におけるキリストの平和の王国59 

イエスの教えは、人間の教えを借用したものではありません。 

 人から何も学べなかった  62-69 
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 声の担い手のありのままの素朴さ  70-76 

インストラクション 170 

 十字架上のイエスの最大の苦痛  1-3 

 イエスの神性の不認識  4-11 

 今日の偽メシアへの期待  23 

 霊的な仕事における「霊界」という言葉の意味  42-48 

 政府関係者のための祈りを通した支援  54-55 

 人間における霊の性質と働き． 56-63 

 創造の業における神の啓示  64-65 

インストラクション 171 

 自分自身の良心による指導  7-10 

 天国への梯子」にかかる霊のまっすぐな道  17-30 

 顕在化した証の書面... 48-55 

 マリア、神の優しい愛の擬人化  68-72 

困難な状況下で神の愛を受けられずに挫折する 

 ビジット  77-78 

人類を変える力を持つ 

 新・神様の言葉  79-87 

インストラクション 172 

 霊的純度の高い光の衣  1-6 

スピリチュアルワークの教師は、その目利きでなければなりません。 

 人間的な心 10-14 

による説得力不足 

 信仰・愛・知識  24-26 

宣教師への指示  33-43 神についての誤った考えを正す 48-52  告白する勇気がない  57-62 

友愛の精神で指導すること、なし。 

 道徳的強制力  63-64 

インストラクション 173 

スピリチュアリスト」という名前にはどんな意味があるのでしょうか？ 1 

外部化されたカルトの形態 ── でさえ 

 黙示録の教会 4～9章 

 神の前での人々 の平等性  11 

人間性のたとえとしての「放蕩息子」  19-23 良心の内なる導き ── 昔も今日も  32-36; 42 

 霊の教義に対する最初の戦い  45-46 

パウロとニコデモは、生まれ変わったら 

 主の御業に告白する  47-48 

 平和の王国の地響きのような産みの苦しみ  49-52 

 良心に照らして自問自答する時間  57-58 
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 死者」への偽りの弔い  62-66 

霊的に生きている人々 との愛のつながり 

 死去  67-73 

インストラクション 174 

祈りによって失敗を回避する ── 前 

 行動には、神の意志の問題が立ちはだかる  1-3 

 祈りによる霊的感覚の覚醒  4-7 

 素晴らしい心の故郷の約束9-11 

 エリヤの心と国への働きかけ12 

人間のあらゆる面を発展させる 

 霊の教義を通して  14-16 

 神の新たな啓示を受ける栄光の時。 25-27 

必要な情報を網羅した書籍の制作を依頼される  

 インストラクションの意味  30を含む 

忍耐をもって人生の仕事を全うすること。 

 と自己犠牲  31 

 精神的進歩の特徴  46-47 

 人類の自滅の危険性  48-55 

 完成への道  57-60 
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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 

ユニコン基金 D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: 

info@unicon-stiftung.de  「真の人生の書」の紹介（無料）。 
ヴィダ・ヴェルダデラA.C.研究会 

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 

www.das-dritte-testament.com  (スペイン語、ドイツ語、英語、フランス語) www.unicon-stiftung.de 

www.drittes-testament.de   

www.drittetestament.wordpress.com  (多言語)  

www.tercera-era.net  (スペイン語)  

www.144000.net  (多言語)  

www.dritte-zeit.net 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/
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