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この問題についての注意 
 

本書は、12カ国語に翻訳する翻訳プログラム「DeepL, 

ProVersion」のために、上記のドイツ語原文の内容に忠実に加工したものである。  

これまでに、以下の巻が翻訳されている。   

状況 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 

ドイツ語原文よりIV巻、V巻、VI巻、VIII巻、IX巻、XI巻、XII巻の5冊はすでに発売されていた。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  

 

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

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

巻は、私のホームページで無料でPDFダウンロードが可能になっています。  

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

 

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

ホスタには、次のような意味があると、主は教えてくれた。  

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

ホス...ト...ア（私の名前、アンナのA）  

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

 

アンナ・マリア・ホスタ 

ちきゅうこく 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (多言語) 

電子メール：a.m.hosta@web.de  
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序文 
 

いつの時代も、神はその限りない愛によって、自らを 

主は、人間が精神的に成長するための道を示すために、自らを知らしめたのです。聖書の時代には、第一の時、預言者たちを通して、第二の時には、イエス・キリストとその使徒たちを通

して、そして現在、第三の時には、いわゆる声の主たち--神を信じる素朴な人々を通して、である。 

1866年にメキシコでその準備が始まり、1884年からは庶民の人々が、日曜日ごとに簡単な集会所に集まって神の言葉に耳を傾けた。 

当初は、一か所に数人の人が集まっていました。1950年の終わり頃、メキシコでは日曜日に百か所以上の集会所で神霊が現れた。 

このような啓示は、それまで何度か発表されていたように、1950年12月31日に終わりを告げたのである──。この15年間、この主の言葉を共同執筆し、記録してきました

。 

この膨大な数のプロトコルの中から、1950年以降に合計366件が選ばれ、1960年代初頭に全12巻の作品『リブロ・デ・ラ・ビダ・ヴェルダデラ（真の人生の書）』とし
て出版されることになったのだ。 
メキシコにおける神の啓示の起源に関する詳細な情報と歴史的背景は、この著作の第1巻とユニコン財団の書籍『真の生命の書への序説』に記載されています。 

以下の原文抜粋は、この巻の重要なテーマのいくつかを読者が最初に理解するためのものです。 

私は、戦争の知らせ、出来事、私の到来を予言したしるしの中で、人々のもとに帰ってきた。しかし、人々は「私」を感じなかった。 

この沈黙、この貧困、この地球の片隅（メキシコ）のただ中で、私は今、人間の知性を通してわが言葉を鳴らし、人を呼び起こし、新しい生命へと目覚めさせ、私の説得力と愛情あ

ふれる指導によって彼らを新たにし、彼らの中に眠っている能力を目覚めさせ、彼らの主人に従う道へと高めているのだ。 

この間、私は、あなた方が以前のどの時代よりも宗教的狂信と偶像崇拝に絡めとられており、同時にあなた方の魂が以前よりも美徳に乏しいことを発見したと言わざるを得ません。

さて、毎年毎年、この宣言によって私の話を聞いてきて、誰が自分の生活原理を破壊されたと感じるか？混乱したり、キリスト教の信仰が破壊されるのを見ている人はいますか？本当に言

っておくが、私が過去に明らかにしたことを、あなた方が忘れたり歪めたりしていたから、思い出させただけなのだ。人が隠していたものをわたしが明るみに出し、わたしの秘密の宝庫に

蓄えられていたものをわたしがあなたに明らかにした。この時代は、精神的自由の時代である。男は精神が覚醒しているので、安全な方法を選択することができるだろう。(188, 33-

35) 

ある者は科学によって、ある者は好奇心によって、またある者は迷信によってもたらされるコミュニケーションと混同してはならないのです。(188, 45) 

父である私は、愛と赦しの懐から誰も拒んでいない。誘惑に負けて奈落の底に落ちた者でさえ、そうなのだ。私は誰も非難していない。地上にも「精神の谷」にも、無防備な存在は

存在しない。あなた方の中で、罪人であり、私の慈悲を受けるに値しないという理由で、私の懐から追い出される者がいるだろうか。良心の声から来る呼びかけに耳を貸さなかったために

、わが神霊の光を受け取ることができなかった硬直した罪人の心の中に、私は生きているのだ。あなたは、彼の悪行の連鎖のために、私が彼から自分を切り離したとでも思っているのです

か。いいえ、そうではありません。私はすべての被造物の父であり、わが子を一人も拒絶することはない。私は愛であり、愛する父として、私の民を誰も顧みない。 

私の霊の光が彼の魂を照らし、彼が目覚め、誘惑の絆を断ち切り、彼を盲目にしている暗闇を払拭するよう求めるためです。(206, 36-37) 

精神主義の良き種を蒔く人は、決して外見や物質的なもので自分を差別化することはありません。気取ることも、バッジをつけることも、特別な話し方をすることもない。彼らの行

動様式は、すべてが平易でシンプルなものでしょう。それでも、もし彼らが何かで自分たちを差別化するとしたら、それは積極的な慈善活動と精神化でしょう。 

スピリチュアリズムの真の伝道者は、雄弁によってではなく、その言葉の知恵と簡素さによって、そして何よりもその働きの真実さと生活の正しさによって、自らを差別化すること

ができる。 

私は、大勢の人々の心をとらえるために、地上で外見的に美しい話し方をする必要はなく、愛と真実と癒しの力と知恵によって、人々に届く方法を知っていたことを忘れないでくだ

さい。これこそ、あなた方が心に刻み、わが意志に従って従うべき模範である。 

また、宗教の実践を物質的な礼拝所に限定しないでほしい。そうすれば、あなたの魂は幽閉され、永遠を征服するために翼を広げることができなくなる。 

私が期待する祭壇は、霊的なもの、永遠のもの、神聖なものに基礎を置いているので、あらゆる宗派、教会、宗派を越えて、いかなる制限もない生命であり、その上で祝うことをあ

なたに託します。(194, 24-28) 

私は、神へと続く魂の道である宗教が地上に存在することを許しました。善と愛を教え、慈悲を賛美するすべての宗教は、光と真理を含んでいるので、善である。人がその中で枯れ

、本来良いものを悪いものに変えてしまうと、物質主義と罪の下に道は失われてしまうのです。 

それゆえ、この時代、私はあなた方に、道であり、人生の本質であり、法則であるわが真理を新たに示し、あなた方が、形や儀式を超え、人間のすべてを超えて、灯台であり、導き

の星であるこの法則を求めるようにするのである。このように私を求める者は、霊能者となるのです。(197, 10-11) 

宗教の統一は、人間の精神が物質主義、伝統、偏見、狂信を乗り越えたときに訪れるだろう。そうすれば、人々は、神と隣人への愛から善を行うという、一つの礼拝で霊的に団結す

ることになるでしょう。そうなったとき、人類は完成の時を迎えるのです。だから、あなた方には、善良でまっすぐな行動によって、私の仕事を示すことを要求します。 

このようなことが実現するのを見届けるまで生きられないからといって、悩んではいけないのです。しかし、いずれにせよ、あなたは自分の種で平和の国の建設に貢献したという満

足感を得ることができるのです。(187, 43) 

すべての場所、すべての国、すべての大陸に光が現れるときが来ると、私は言ってきました。その光は、人間の精神的な鍛錬によって輝きを増す。しかし、そのことによって、より

正確で新しい創造の概念、新しい精神性の概念が形成されるでしょう。そうすることで、精神的な成長の新しい段階が始まるのです。(200, 41) 
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インストラクション 175 
1 私のスピリットの光は、あなたの中に眠っているすべての贈り物を明らかにするために来たのだ。私は今、あなた方が自分自身を本当に知り、自分自身を発見し、あなた方が

精神的に偉大になるために、あなた方の遺産が何であるかを知る時であることを知らせたのです。 

2 折に触れ、私はあなた方に啓示を与えてきた。最初は律法、後に私の教え、そして最後にあなたの霊的使命を完全に知ることです。 

3 あなたは、私が3回男性と付き合ったことがあると言いますが、私はいつもあなたと一緒にいたのは事実です。私は、最初の時にご自分の義の律法を人に示し、二度目にご自

分の「ことば」を御子イエスにおいて人とならせ、今、ご自分を霊的に世に知らせた父なのだ。このように、私は時代を超えた神のたとえをあなたがたに与えました。その意味は、あなた

がたの霊的成長について語りかけ、あなたがたに語りかけた方は、いつの時代も一つの神、一つの霊、一つの父であったことを知らせるものなのです。 

4 この時代の人類に霊的に自らを明らかにするとき、私は何を達成したいのか、あなたは私に尋ねますね。これに対して、私はこう答える。私が求めるのは、あなた方が光に目

覚め、精神化され、統一されることです。ある者は霊の宝を求め、ある者はこの世の富を愛することに専念してきたのだ。 

5 覚えておいてください。メシアを期待していたイスラエルは、メシアを目の前にしたとき、わが真理を信じる者と否定する者とに分かれました。説明するのは簡単で、信者は

霊で私を待ち、否定者は「肉」の感覚で私を待ち望んでいたのだ。 

6 この二つの勢力は、この闘いの中から真実が浮かび上がるまで、再び対決することになる。時間が経てば経つほど、人間は地上を愛するようになる。科学と発見が、自分たち

の王国、自分たちの作った世界に生きているという感覚を与えてくれるからだ。 
7 今日の人々は勢力圏を拡大し、地球全体を支配し、縦断している。未知の大陸、国、海はもうない。陸に、海に、空に、道をつくった。しかし、彼らはこの星の遺産に満足す

ることなく、より大きな領域を求めて大空を探検しているのです。 

8 私は、子供たちの知識欲を祝福し、賢く、偉大で、強くなろうとする彼らの願望を、無条件に承認する。しかし、私の正義が認めないのは、彼らの野心的な目標がしばしば根

拠とする虚栄心や、時に追求する利己的な目的である。 

9 私は、人々が知識を増やすことを妨げないし、科学の光を隠すこともしない。 

つまり、人間を取り囲むすべての生き物の中で、人間が人間の法と神の正義を知り、美徳を培う意識的存在となり、その周りにすべての生き物と元素が調和して回るようにしたので

す。 

10 人間がこの世を歩き始めてから、なんと調和からかけ離れた生き方をしてきたことだろう。彼の絶え間ない転倒、耐え忍んだ無尽蔵の苦悩の杯、そして平和の欠如がそれを物

語っているのです。 

11 私は今、すべての人のための新しい教訓を与える。すべての者が、わが来訪を予期して祈ったわけではないが、苦痛によって目を覚まし、わが来訪を迎える準備を整えてきた

。 

人類は、第二の時代以来、イスラエルの民が残した経験をすでに持っているので、誰も神の正義を信じようとする意思はないでしょう。預言、神学、霊力の賜物は、主の到来を待ち

望む「霊的に貧しい者」に与えられ、主から希望と知識の光を受けたことを知らないのでしょうか。 

その魂がどこにいるかと私に尋ねれば、彼らは今、この地球に存在するすべての偉大なものが、彼らの目には普通の地球の塵に見える家に住んでいると言うだろう。しかし、もしあ

なたが、わが言葉とわが約束が彼らにとって貧弱に見えたために、わが王国の何も受け入れなかった人々はどうなったのかと私に尋ねるなら、私は、彼らが魂の完全な発達まで転生し、生

まれ変わる人々の中にいることをあなたに告げよう。彼らは黄金と権力を要求し、正当に、その精神的な償いのために、疑わしい富と偽りの権力を持つ世を与えられたからである。彼らは

神の正義によって苦しめられましたが、真理の国に通じる救いの道から決して追い出されることはありませんでした。 

それゆえ、今日、わが霊の光を豊かに送りながら、私は彼らをたゆみなく求め、彼らに与えられた試練の時はもう十分であることを理解させ、今は第三の時、ユダヤ人の裁きの時に

私が語った、まさに時代が終焉を迎える時であることを理解させるのだ。 

12 あなた方は皆、私と「約束」をしており、私の話を聞くために集まらなければならないのです。 

13 すべてのものは、私の正義の秤にかけられ、裁かれていないすべての業を量ることになる。私の存在と私の力は、これまで感じたことのないようなものになるでしょう。混沌

の後、すべては正しい道に戻るからだ。 

14 人々よ、驚かないように、絶え間なく祈り、見守りなさい。しかし、まことにあなたがたに告げます。あなたがたは同胞を愛し、その痛みを自分のものとして感じたのですか

ら、世の中を見守り祈るなら、見えないマントがあなたがたを守ってくれることでしょう。 

15 私の存在、私の力、私の正義を感じさせると、もう一度言う。もし私が、人間がその邪悪さゆえに、その人生において聖なるものをすべて冒涜することを許したのなら、私は

その堕落に限界を設けるだろう。もし、私が彼の自由意志で道を迷わせたのなら、私は彼に、彼に関するすべてのことは「ここまででそれ以上はない」ことを証明する。もし私が、彼がこ

の世で権力と偉大さを求めて生きてきたのなら、私は彼の足を止め、彼が私の質問に答えられるように、彼の良心を通して自分の仕事を熟考させるだろう。 

16 私は、あなた方の生活の中で、痛み、破壊、死を感じさせ、これらの苦い果実が、あなた方が育てた木の種類を理解させるようにしたのだ。しかし、私はまた、痛みを消失さ

せ、魂が休息と熟考に至ることを可能にする。そこから創造主への愛の賛美歌が立ち上がるからだ。 

人が高貴な白い衣を身にまとい、互いに愛し合うとき、その日が来ると言われ、また書き留めもされている。 

17 すべての人は救われ、すべての人は赦され、すべての人は慰められる。では、死はどこにあるのか、永遠の天罰と終わりのない地獄はどこにあるのか。 

18 私の魂が創造の思想を抱いたとき、私は愛だけを感じ、私の胎内からは生命だけが生まれたからだ。もし死や地獄が存在するとしたら、それは悲惨なものであるから、人間の

業でなければならない。そして、人間のもので永遠なものはないことは、すでにご存じであろう。 
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19 まことに、あなたがたに告げますが、わが言葉が声の担い手を通して聞こえる瞬間、この民の霊だけでなく、「霊の谷」で同様に神の光を必要とするすべての存在が震え上が

るのです。 

20 人間の言葉の響きは彼らに届かないが、私のメッセージの意味とインスピレーションは彼らに届く。なぜなら、私の声は普遍的であり、その響きは神の子が住むすべての世界

と家庭に届くからだ。 

21 私はすべての世界に私の光の一筋を送る。この光は、あなたには人間の言葉として、他の家庭にはインスピレーションとして届けた。 

22 この神聖な光線の光の中で、すべての魂は今、団結し、これを天の梯子として、私の神性の霊的粒子であるあなた方全員に約束された霊的王国へと導いてくれることでしょう

。 

23 地上であなたと物質的な関係を持ち、今はあなたの世界を超えて生きている存在たちが、自分たちが聞いている声が地上でも聞こえていることを知ったときの歓喜を想像して

ください。彼らはあなたから目を逸らさず、あなたを忘れず、地上の谷にもう少し残っていた人たちのことを尋ねるのをためらわない。彼らの愛撫と祝福は、いつもあなたのそばにありま

す。 

24 あなたの親、子、兄弟、配偶者、友人、恩人であった人たちが、今は単に霊体としてあなたの兄弟姉妹になっているのが宿っているのです。しかし、彼らのあなたへの愛は同

じかそれ以上であり、あなたを助け、保護する力もあるのです。 

25 彼らのために祈りなさい、人々よ、彼らを愛し、思い出すことをやめてはならない、あなた方の思いと祈りは、彼らの闘いの中で甘い慰めになるからだ。決して、相手が取り

乱している様子や、暗闇の中にいる様子を想像してはいけません。まるで、相手を裁く力があるかのように感じてしまうからです。もし、地上の人間が一般に不完全で不正確で、隣人のこ

とを正しく判断できないとしたら、どうして霊的存在に判断を下すことができるでしょうか。 

26 あなた方の祈りと善行によって、この世で彼らを助けるのはあなた方だけであることを、もう一度告げます。 

27 脳を使うにせよ、他の方法を使うにせよ、物質的な方法であなた方の生活にそれらを現す必要性を感じてはいけません。そうすれば、私が教えた霊性を否定することになるか

らです。また、1年のうちで特に呼び出す日を決めてはいけません。霊的なものは地上の時間から遠く離れて生きており、それゆえ、霊的な祈りによって彼らに近づくには、あらゆる瞬間

が適していることを考慮してください。 

28 あなたがたがしばしば苦難に耐えていると信じてきた存在のうち、どれほど多くのものが、まさに、彼ら自身が地上にいたときには見つけられなかったこの光への道に、あな

たがたを近づけるために戦ってきた人たちなのでしょう。だから、彼らのために泣くな。彼らが "霊の谷 

"に過ぎ去ったからといって、絶対に嘆いてはならない。彼らは「死んだ」のではなく、あなたが旅立たなければならない時をほんの少し前にしたに過ぎないのです。こうして、あなたが
たのために道を整えるよう、わたしは定めたのである。 

29 みんな、墓地には用はない、墓の上で流す涙は、無知と物質化と頑固の涙だと言わなければならないのだろうか。 

30 あなた方が泣いている人たちの魂は生きているのに、あなた方は地中に消えたその体の中で死んだと思いこんでいる。あなたは彼らを失ったと思い、彼らは愛に満ちてあなた

を待ち、真理と命のあかしをするのです。あなたは、彼らがあなたの苦労や苦難に対して、遠い存在、無神経な存在、耳が聞こえない存在だと思い、彼らがあなたの道からどれだけの石を

取り除き、どれだけの危険からあなたを救ってくれたかを知らない。 

31 無知が故に、あなた方は自分にも他人にも思いやりがなく、残酷でさえあるのですが、私はあなた方に言わなければなりません。私の教えの講話を聞いて、まだ無知でいられ

る人がいるだろうか。 

32 私の言葉は、あなた方が私の愛の炎に融合されたままでいられるように、あなた方すべてを包むべき一筋の光である。それを聞いた後、それを信じて実践するなら、その瞬間

から、あなたは私を愛し、私を信じ、私を讃えるすべての人と一つになるのです。 

33 私は、地上生活は魂の苦難の道であり、地上生活の終わりはそのゴルゴダであることを、私の教えの中であなた方に伝え、あなた方が私の模範的な働きを手本として、私に従

うよう努力するようにと言ったのです。 

34 信仰と徳をもって頂上に到達した魂は幸いである。肉体を捨てた瞬間、その強さと愛に対する報酬として、御父の愛撫を体験することができるからである。この人たちこそ、

つまずくことなく永遠を迎えることができるのです。 

35 この時の私の言葉は、人々が私の律法と私の教えの意味を理解するのに役立つだろう。人類が彼らに与えるかもしれない認識は、彼らに至福、心の鼓動、魂の平和を与えるこ

とはないだろう。魂は、自分の属する祖国でしか完全な幸福を見出せないからだ。 

隣人にとって良いこと、役に立つことができる機会がどれだけあるか。すべての家庭は、私の種をまくのに適した畑です。私はあなたがたを種蒔きとし、愛と慰めで世界に水を与え

、平和を蒔くようにしよう。 

36 作品、言葉、祈りは、あなたが同胞に仕え、愛するという使命を果たすために使うことのできる手段であり、使うべきものです。 

37 私はあなたに完璧な祈りを教えました。それは霊の真の言語であり、人間を私と直接接触させるものです。 

38 私はあなた方に、精神に存在する光と、心を結びつける愛の表現である「言葉」を贈りました。 

39 わたしの話を聞く人たちよ、わたしがあなたがたに多くを求めすぎているとは言わないでほしい、わたしはあなたがたに何ができるかをあなたがたよりもよく知っているのだ

から。今日、あなたが弱く、不器用で、能力がなく、価値がないと感じるのは、自分の内面を調べ、多くの弱点、多くの欠点を発見し、それが異質な痛みを感じさせないようにするためで

す。しかし、私はまずあなた方を癒し、私の平和を感じさせて、あなた方の心を強め、道を切り開く。そうすれば、もう恐怖を感じることも、疑念を抱くことも、能力がないと感じること

もなくなります。 

40 だから、あなた方を広大な土地に送り込んで使命を果たさせるのではなく、私の言葉に耳を傾け、徐々に力をつけるための時間を残しているのです。しかし、あなたの霊が私

の本質に飽和しているとき、それは証拠や兆候を待つことなく、出発する。 
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41 人々よ、祈りなさい。あなたが祈るとき、わたしは地のすべての民にわが平和を送り、あなたがたの家を祝福し、あなたがたの行く道を照らすであろう。 

42 私があなたに約束したことがすべて真実であることの証拠をあげよう。それはどんな証明になるのでしょうか？あなたが長い間願ってきたこと、ある人にとっては実現不可能

なことが、あなたの人生で実現されることを。ある者は、私が与えたものがすぐに実現し、ある者は、私が待たせる。しかし、本当に言っておくが、私の愛の証を受け取らない者は一人も

いない。そして、その恵みがあなた方一人ひとりに届くとき、あなた方はわが言葉を思い出し、信仰が深まるのである。 

43 絶望せず、涙を流さず、生きながらその時を待つ術を知り、私の教えに従って祈り、見守りなさい。 

44 魂を高めた瞬間、苦しみを忘れ、私の平安に満たされるのがわかるか？あなたはいつも私と一緒にいることを確認し、私の教えに従いなさい。そうすれば、私の平和と光が、

あなたの運命の打撃や苦難に打ち勝つのを見ることができます。 

45 あなた方の苦しみは無駄ではないことを理解し、あなた方は私の種をまく者の数に属するように、霊的にも肉体的にも自分自身をコントロールする任務を負っているのだ。 

46 人に慰めを与える人、倒れた人を持ち上げる人、弱い人に力を与える人は、経験の光に照らされ、闘争と試練の中で強くなったに違いないのです。痛みのイメージに怯えては

ならないし、隣人の不幸の前で震えてはならないし、同胞の手が慈悲を求めて伸びてきても、その痛みから縮み上がってはならないのです。 

47 そこでは、悪徳と苦痛に身を固めた人々の中に、再生と精神化を求めて光に立ち上がる多くの人々を見ることができるのです。しかし、その感動が彼らに届くためには、彼ら

の心の中に真の兄弟愛の証、つまり、彼らの闇を照らす一筋の光となる行為を置かなければならないのです。 

48 そして、さまざまな形であなたに付きまとう痛みは、繊細な使命を果たすために、あなたの魂を内側に形づくるノミであることを理解してください。 

49 この第三の時代において私があなた方に与えた指示は、過去の時代のものと統合される新しい遺言である。 

50 私の光は、私の教えのすべてを一冊の本にまとめる運命にある人たちの心を照らすだろう。 

51 私の霊のしもべが、私の選んだ者たちの手を導き、その本に傷がないようにする。 

52 この信仰の共同体に存在した論争、彼らの議論や意見の相違は、あなた方がその本の研究に没頭し、私の仕事の真理を理解するようになれば、消えてなくなるでしょう。 

53 今日、あなた方はまだ、自分たちの不統一がもたらす結果に気づいていないのです。しかし、本当に言っておくが、明日になれば、あなたはそのことで泣くことになる。私は

これまで何度、あなた方の思考、行動、魂を一つにするよう求めたことでしょう。しかし、それと同じぐらい、あなた方は私の神聖な助言に耳を傾けなかったのです。 

54 私は、あなた方が一つの民を形成するよう鼓舞し、「新しいイスラエル」という名を与えた。第一時代のイスラエルが約束の地を求めて砂漠をさまよったように、あなたがた

の人生の旅路や苦闘の中で必要なものがすべて得られるように、さまざまな仕事や任務を与えているのである。しかし、あなた方はまだ私の命令を理解しようとせず、あの人々が書き残し

た団結の模範に耳を傾けようともしない。 

55 新しい "約束の地 

"が待っているのに、まだ遠い。まだ広大な砂漠をさまよっているあなた方は、「ファラオ」の束縛から離れ、すでに律法を受け取っている。しかし、あなた方は偶像崇拝を完全に捨てて

おらず、意識することなく金の子牛を拝んでいる。 

56 試練、反対、迫害に直面し、眠りから覚めなければならないのです。そうしてこそ、あなたがたはわが命令を遂行する力を備え、わが示した仕事を熱心に見守るようになる。

ちょうど、イスラエルの民が、試練によって光に目覚め、律法を守るために幕屋と契約の箱を作ったようにである。 

57 今、あなたの魂はあなたの幕屋となり、御霊はあなたの契約の箱となる。そこでは、私の律法が主の民の道を照らすだろう。 

58 この時代には、モーセのようにこの民の前に出て、奇跡によって信仰を強める人は現れていない。しかし、少しの準備で、この放浪の旅であなたを導き、励まし、鼓舞してく

れるエリヤの霊的存在を感じることができるようになる。 

59 わたしに耳を傾ける大勢の人々は、今、涙を流している。私だけが、彼らの嘆きの原因を知っている。私は、彼らがその道で遭遇したすべての障害と困難を知っており、彼ら

を止めている。 

60 大勢よ、しっかり立て、私に忠実であれ。そうすれば、障害が落ちるのを見るだろう。あなたの使命の遂行に際して、人生の激動に耐えるために必要な慰めと力を見出すこと

ができるように、より真実、誠意、完璧さをもって祈り、仕事をしなさい。このように生きていれば、思いもよらないときに、道が開け、つまずきがなくなっているのがわかるでしょう。 

61 あなたがたは私の畑で、いまは麦と雜草とが並んで生えている。刈り入れの時はまだ来ていませんが、その時には、あなた方ひとりひとりの業が裁かれるのです。そして、地

上の善良な弟子たちを残し、団結と霊化の実を結ばない者たちをこの世から引き離すのです。 

62 私の言葉をよく見て、注意してください。私の非常に大きな任務や使命を受けたからといって、私の裁きが届くはずはないと独善的になってはならない。 

ダビデやソロモンが、民衆の目には偉大であったにもかかわらず、その偉大さのために眠り、律法を犯し、父にとても愛されているから、父に苦しめられることはないだろうと信じ

ていたときに、容赦なく、賢い私の神の正義が彼らに襲いかかるのを見たことを思い出してください。 

63 人々よ、新しい世代のことを考えよ。メシアの到来を迎えるために彼らの国を準備した家父長たちがそうであったように、あなた方の子供のことを考えよ。 

64 子孫のために祈り、配慮と愛情をもって道を整えなさい。彼らはあなたよりもさらに高い使命を持っていることを理解し、彼らが精神化の道を見つけることができれば良いの

です。 

65 その痕跡は何からできているのでしょうか。あなたの人生にも、作品にも。 

66 すべての魂は、その父に大きな借りがあります。あなた方への私の愛と私の正義は、あなた方が次の家に移ることができるように、私に自らを正当化し、精神的な償いをし、

自らを清めるための地上の新しい機会を提供したのです。 

67 祝福された第三の時よ、あなたは世界がその束縛から自らを救うために必要とするすべてのものをもたらす者です。あなたの光を使う者は幸いである、彼らは救いを見つける

だろう。 
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68 あなたの人生の霊的な旅を通して、私はあなたを導き、あなたをテストし、この時代の啓示のためにあなたを準備してきました。新しいイスラエルという国家を誕生させるの

は、民衆ではありません。それを形成し、清め、育て、世界に送り出し、使命を果たさせるのは私である。 

この民が成長し、準備するとき、私は道を滑らかにし、扉を開き、障害物を取り除いて、彼らが前進できるようにしよう。イスラエルをエジプトから救い出し、海を越え、砂漠を歩

かせたのも、同じように私です。 

69 ここにいる人々は、人類を精神的に覚醒させるという任務を負っているのです。しかし、それが果たされ、人々が自分たちの生きている時代を意識するようになったとき、あ

なたは彼らの心から光を求める気持ちを引き出し、彼らの精神から理想を引き出すでしょう。 

人間の生活を根底から揺るがし、世界を一変させるような上昇気流を見ることができるだろう。 

70 良心が聞かれ、従い、聖霊の呼びかけが理解され、霊的な必要性が考慮され、尊重され、神を知り、神を感じ、神に近づき、神の真実を広めたいという熱い願いがいたるとこ

ろで輝きを放つようになるでしょう。 

71 これらの預言は、霊的な飢えと渇きが彼らの抵抗力の限界に達したとき、謙虚な誇りをもって彼らが主の前で罪を告白し、彼らが私を無視しようとしたところから、私を裁き

、否定したところから、王座、審判の椅子、名誉の場所から下り、自分の過ちを悔いて、目を私に向け、子供のように私に話すとき、人間の間で実現されます--

数世紀にわたって彼らを待っていた父に。 

72 人間は物質主義に陥って、ついにはすべてを創造した神を否定するまでになったのだ。どうして人間の心はそこまで暗くなるのだろう。あなたの科学は、どうして私を否定し

、生命と自然を冒涜することができたのでしょうか。 

73 あなたの科学が発見するあらゆる仕事に、私は立ち会う。あらゆる仕事に、私の法則は明らかにされ、私の声は聞こえる。どうしてこの人たちは、感じず、見ず、聞かずなの

だろう。私の存在、私の愛、私の正義を否定することが、進歩や文明の証なのだろうか。彼らは自然のあらゆる力と奇跡の中に、神聖で、優れた、賢明な、公正で強力な存在の働きを発見

する方法を知っており、存在するすべてのものの中のすべての善をその存在に帰し、したがってそれを崇拝していたのです。 

74 知能を発達させることで、自分たちの身体感覚が何を捉えているのかを理解しようとしたのだ。彼らは私にどんな完璧な崇拝を捧げることができるだろうか。彼らは真理を理

解することができたのだろうか？しかし、彼らの驚き、忠実さ、そして礼拝は、わが霊が時代を超えて耕さなければならない広大な畑の最初の実りとして、私に受け入れられました。 

75 その時から今に至るまで、私は人類にどれだけ多くの教えを与え、どれだけ多くの啓示を授けたことだろう。それなのに──この人類はすでに理解の頂点に達し、宗教の実践

も完全であるはずなのに、その利己的で高慢で非人間的な科学は、私を否定するために自らを膨張させ、既存の宗教カルトは日常と伝統の眠りの中に生きています。 

76 私はあなた方に自由意志の贈り物を与え、私の子供たちに与えたこの祝福された自由を尊重した。しかし、私はまた、あなたの存在の中に、良心という神聖な光を置き、それ

によってあなたの能力を正しい道に導くようにした。しかし、魂と物質との戦いの中で、魂は敗北し、痛ましい転落を経験し、ますます真実の源から遠ざかってしまったと、私は告げます

。 

77 しかし、彼女の敗北は最終的なものではなく、一時的なものに過ぎない。飢えと渇き、裸と暗闇に耐えられなくなったとき、彼女は深淵の底から立ち上がるのである。痛みが

彼女の救いとなり、良心の声に耳を傾け、強く輝き、熱く鼓舞され、再び自分の賜物を使うようになる。しかし、もはや善にも悪にも自由に使うのではなく、神の法則の実現にのみ捧げる

ことで、自分をとても愛してくれる父に捧げられる最高の礼拝となるのだ。 

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 176 
1 この世と肉の誘惑に負けない強い心を持ちましょう。苦しくなったら、第二の時代の私の教えを思い出し、私を手本にしなさい。 

2 イエスがこの世の誘惑に触れたのはどうしてか、とあなたは私に尋ねますね。これに対して私は、あなたの師の心を苦しめたのは、卑しい誘惑ではなかったと答えます。 

3 彼がこの世に持った肉体は人間であり、感覚を持ったものでした。彼は私のスピリットが私の教えを人類に伝えるために使った道具だったのです。彼は、私のスピリットが明

らかにしたため、彼を待ち受ける試練を知っており、その物質的な側面の存在が待ち受ける苦痛を被ったのです。 

4 あの身体で人間らしさを表現することで、私の痛みが本物であること、人間としての犠牲が真実であることを納得してもらいたかったのです。 

5 そうでなかったら、私の犠牲は人の目には何の価値もなかったでしょう。だから、イエス様は三度、私の霊の力を呼びかけ、それがイエス様を動かし、辛い試練に勝利させた

のです。一度目は砂漠で、二度目はオリーブ園で、三度目は十字架の上で。 

6 私が人間となり、あなたにわが身を捧げることが必要だったのです。 

その体に、人が与える苦痛が効果を発揮するように。もし、私が霊で来ていたら、どんな犠牲を払っただろう？私が何を放棄し、どんな苦痛を私に与えただろうか。 

7 神霊は不滅であり、肉体的な苦痛を知らない。しかし、肉体は痛みに敏感で、その能力には限界があり、生まれつき死すべき存在です。それゆえ、私は自分自身を世に現すた

めに、そしてあなた方の救いの道を示すために、私の真の犠牲を捧げるために、その手段を選んだのだ。 

8 あなた方が罪人である限り、その受難を心に留め、その血潮を思い出すことで、自分の罪を悔いて身を清め、私があなた方に与えたその限りない愛の模範に、私に従っていこ

うとするのである。 

9 あなたが人間である限り、十字架の上の私を思い出してください──私の処刑人を許し、彼らを祝福し、癒してください。そうすれば、あなたの人生の困難な旅路の間、同様

にあなたを傷つけた人々を祝福し、あなたに悪事を働いた人々にできる限りの善を行うことができるでしょう。このように行動する者は、わが弟子である。そして私は、彼の試練の時にわ

が力を感じさせるので、彼の痛みは常に短いものであると真実に告げよう。 

10 師を手本に兄弟姉妹を指導しようと努力する者は、ごくわずかである。この共同体では、大多数の宗教的共同体と同様に、愛の業と模範による確認を欠くため、力のない言葉

によって指導が行われるのである。 

11 今、あなた方はわが教義の解釈を聞く機会を得た。それは、私があなた方の霊に託した使命を遂行する準備が整うまで、あなた方の心を徐々に研磨していく。 

12 わたしの犠牲のもとに、だれにも頼まず、わたしの歩みに従うことを恐れてはならない。また、その体だけが、わが霊が手渡した杯を空にしたことを伝えなければならない--

他の者では飲めなかっただろう。私の体は命を受け、それを受け入れるために子宮を提供した彼女の美徳と純度の中で自身を強化するためです。メアリー 

13 皆さん、瞑想してください。そして、私の教えを聞いたときに入る、あの祝福された静寂を活用してください。本当にお伝えしたいのは、そのような思索と霊性の瞬間に、私

の種があなた方の心の中で発芽するということです。 

14 この日、あなた方は心の一致と平和を達成し、私の前に一つの存在として姿を現し、声の担い手を通して私の言葉を聞くときに目撃している出来事を自覚する。そして、私は

あなたの精神を受け取ります。あなたがたの祈りと礼拝の行為において、あなたがたの純粋に、単純にわたしにささげるものはすべて、天の父に対する子供たちの正当な賛辞として、わた

しは受け入れるのである。 

15 あなた方の最も緊急な要求は、この世界に平和が訪れること、他の時代の家父長的生活が人々に戻ることです。しかし、あなた方、私の新しい弟子たちが、新しい世界の基礎

を築くまでは、その平和は戻ってこないでしょう、そのために私はあなた方を訓練しているのです。 

16 もし、あなたがすべての隣人の中に兄弟を見るなら、もし、あなたが彼らの異なる判断を捨て、彼らの中に私を愛するなら、あなたは新しい時代の夜明けを見るでしょう。そ

うすれば、人間の人生は明るくなり、私は父として認められ、愛されるようになるでしょう。 

17 この時代の私の言葉は、私がイエスにおいてあなたがたに与えたものと同じである。それは、パレスチナの風景を私に従って歩いたとき、あなた方の魂をリフレッシュさせた

のと同じ、澄んだ流れである。その神璽はあなたの精神に刻み込まれたままなので、あなたはその「味」を混同することができないのです。そして今、私はこの男や女を通して自分自身を

知らせるために降りてきて、あなた方は彼らの唇から出る言葉を聞いて、それが私からしか出せないものだと悟り、なぜ私がこの時代のメッセージを人類に届けるために別の形を選ばなか

ったのかと私に問うのです。 

18 あなたがたの中には、私に仕えることのできる、廉潔な徳のある者はいないと言うのですね。モーセも、第一時代の預言者も、ペテロも、ヨハネもいない。しかし、本当にあ

なたがたに言う。わたしはいつでも、徳の高い霊を遣わしてきた。彼らを愛し、支えなさい。彼らの任務は非常に大きいのです。私は、彼らの心を純粋な源として保ち、しばしば苦痛が彼

らを浄化する最良の手段であった。彼らの生活は、他の時代の私の使者たちと似ている。私は彼らを祝福します。このように私に従い、私が与えた働きの意味を十分に感じた者は幸いであ

る。 

19 愛する人々よ、私の王国に入るよう招きます。同じように、わたしは地のすべての国民を好んで呼ぶが、すべての国民がわたしに聞き従わないことを知っている。人類は灯を

消し、暗闇の中を歩いている。しかし、混乱しか感じられないところに、わが悟りを開いた者の一人が現れ、周囲に光を広げるだろう──仲間を目覚めさせ、かき立てる目覚まし電話を鳴

らすために、わが印を待ち望む霊的歩哨が。 

その使者たちの愛が、あなた方の心の肥沃な種となるように。彼らは私の名において、あなたがたにまだ知らぬ力を伝えるために働いているのだから。彼らはあなた方に完璧な祈り

を教え、あなた方が縛られている物質主義の束縛から解放し、あなた方に霊的な自由を与え、あなた方が私のもとに昇ることができるようにします。 

20 私の言葉を聞くあなた方は、私の言葉のすべての成就を切に待ち望んでいる。あなたは人類が私の弟子に変えられるのを見たいと願っている、私が困難な使命をもって他の土

地に送る者の中に入ることを求めなさい。しかし、本当に言っておくが、君たちを待ち受けている戦いは大きいので、あらかじめ自分を鍛えておかなければならない。 

しかし、わたしがあなたがたに話す使者が、すべてあなたがたの中にいるわけではなく、また、すべての人が、声の主を通してわたしの言葉を聞いているわけでもない。その多くは

、私が霊的に準備したため、直感的に話すことができます。私の光がすべての兄弟姉妹に届くように、賢く分配したのです。 
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21 あなた方は皆、私の子供なのに、どうして私があなた方のところに降りてきて、他の国々を無視することができ 

ると思うのか。私の霊は普遍的であり、すべての被造物を包含しているが、あなたは誰かが私の遠くにいる、あるいは外にいると考えているのか。すべては私に生き、私を糧としている。

だからこそ、私のユニバーサル・レイが地球全体に降り注ぎ、この世界でも他の世界でも霊が私の影響力を受け、私はすべての子供たちを救うために来たのです。 
22 この時間を無駄にせず、人生の道程に痕跡を残さず、私があなたに託した種を、あなたがこの世を去るとき、兄弟姉妹の魂にあなたの種を咲かせるまで努力し続ける真の養育

者になってほしいのです。 

23 私はあなた方を私の命令に縛り付けたいのではなく、あなた方にそうするよう鼓舞するだけです。なぜなら、あなた方の意識と準備のできた魂から生まれた成就以外には、私

は認めないからです。わが掟の範囲内で自由であれ。しかし、服従することに慣れなさい。人間を支配する二つの法則、それは本質的に一つであり、両方とも私から出たものであるから、

それを成就しなさい。 

24 そして、あなたの祈りが歌のように、魂を高揚させ、彼らが運命のゴールに到達する道を示す歓喜の賛美歌のように立ち上がるように、すべての存在のために祈りなさい。 

25 私の教えは、人間のあらゆる面を発展させます。心を感化し高貴にし、心を目覚めさせ深化させ、魂を完成させ高揚させるのです。 

26 私の教えを徹底的に研究し、私の教えを実践する正しい方法を理解することで、あなたの展開が調和するようにし、あなたが刺激すべき魂の理想のために努力することなく、

単に知性を発展させないようにしなさい。 

27 あなたの存在のすべての能力は、私の言葉の中に、彼らが成長し、自らを無限に完成させることができる光り輝く道を見出すことができるのです。 

28 私の教えを吸収し、理解するために十分な時間を与えています。一方、かつて子供だった皆さんの多くが青年になり、青年だった人が大人になったように、今は大人になって

います。ある者は成長し、私の「働き手」となり、またある者は息を引き取り、私の「選び手」となっているのです。 

29 私は、この民の中に確固とした真の信仰が生まれ、その精神の中に私の仕事に関する深い知識を獲得するために十分な時間を与えた。私の言葉は、あなたがもはやこの声を聞

くことができず、私の存在を感じ、私のインスピレーションを受け取るために、あなたの心の最も奥深くに集中しなければならない時のために、あなたを準備しているのです。 

30 私の教えはあなたの良心に書かれている。そこには私の律法を最もよく保存する箱があり、時が過ぎ、あなたの師と過ごした霊的なリフレッシュの時間が遠くなったとき、私

の言葉の真髄はあなたの魂の中で愛と知恵を帯びて生命力豊かに振動するのだ。 

31 私のすべてのレッスンの中で、私は常にスピリチュアリティを獲得するように言っていることに気づくでしょう。精神化しなければ、仲間に与えるべき証しを与えることはで

きません。 

32 わたしがあなたがたの間で、わたしのことばを終える日を恐れるな。私の仕事は滅びないし、あなたの魂が絶望することもない。私は霊的な谷に、地上に転生して共同体の導

き手となり、預言者となる何人かの存在を用意している ── わが言葉によって示された道を一歩前進するようあなた方に教える光の存在だ。 

33 今日、私がお伝えしたいのは、あなた方がここで霊界からやってくる光の存在に頼って道を進んでいるように、霊界の家もまた、あなた方が私の指導のメッセージを携えてや

ってくることに頼っているのだということです。 

今、私の話を聞いている人のうち、どの人が霊的な使命を果たしてすぐに旅立たなければならないか、あなた方は知らないのです。多くの心が長い間、自らを浄化することを必要と

し、日を追うごとに、私の教えの光によって自分の魂がより一層啓発されるのを感じるのは、このためです。 

34 私はあなた方が霊的なホストと団結し、すべての兄弟姉妹への愛を通して、生命と真実の道から離れて歩むすべての生き物の救済のために働くことを望んでいます。 

35 この言葉を魂に留めておけば、この存在を離れる死の間際に、あなたを霊的に解放する準備として役立つことでしょう。 

36 愛する人たちよ、この美しい啓示の時を理解してください。準備する者は幸いである。私の光を豊かに受けることができる。 

37 しかし、まだ時代が始まったばかりで、この時代のすべてが明らかにされたわけでもなく、受け取ったものがすべて理解されたわけでもないことを忘れてはならない。 

38 数日、数年、数世紀が過ぎ、その間にこの人類は、その精神がまだ知らない素晴らしい光のメッセージと霊的啓示を目の当たりにすることになるでしょう。 

39 その時代はすでに来ている。だから、あなた方は、あなた方の代わりになる人たちのために道を用意しなければならない。あなたの善行で道を祝福するのです。そうすれば、

あなたがたは真の神殿を建て始め、それを他の者が勝手に続け、後に他の者がそれを完成させるようになるのです。 

40 私は、あなたが自分の肉と戦い、その不屈の精神を征服するのを見てきました。あなたは、彼から従順と服従を強制するために、自分の心で大きな戦いをしなければなりませ

んでした。しかし、もしあなたが根気よく祈り、注意を払うなら、あなたは彼を霊的な成就のため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、この時代におけるあなたの償

いの一部なのです。 

41 あなたのすべての資質は、あなたが創造された瞬間から、あなたの中にあります。知性、感性、理性があなたの魂を啓発し、最後の戦いに挑むことができるのです。そして、

あなたが悪に勝利し、あなたの魂が肉体を導く操縦士となったとき、あなたは仲間に出かけていき、魂の進化を達成するための輝かしい手本を示すことができるのです。魂の強さと自制心

を誇ることなく、あなたがたの行いを示し、それによって私の律法に対する従順さと注意深さを明らかにするのです。 

42 あなた方が声の主を通してわが言葉を聞かなくなり、あなた方の魂が、私がこの時教えたことに従いたいと感じるようになったら、わが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、彼らを指導し導くようにしなさい。 

常に慈悲を用い、愛と知恵で正し、今日あなたが創ったような平和な雰囲気を漂わせれば、私の霊は明白に存在し、すべての人を鼓舞し祝福するでしょう。 

43 彼はどこから来たのか、なぜ私を求めるのか、誰にも尋ねてはならない。エリヤは彼らを導き、その時が来たのです。今日でも、私は来る者を用意し、人間の理解力によって

あなた方に与えたこの御言葉を信じる者を歓迎する。 

44 あなた方が地の "香り 

"となり、この悲しみの時代に主人が戻ってきたという良い知らせで人々の生活を甘くし、すべての人がその言葉を糧として永遠に生きることができるように、私はあなた方に教えている

のです。 
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45 私は、この人類の完全な変容をあなた方に託しているのではありません。私の言葉を確信を持って心に届けなさい。そうすれば、あなたの仲間の間で不思議なことが起こるで

しょう。もし、彼らが私の教えを聞き、解釈する方法を知っていれば、訪問の日々にどれほどの慰めを受けることでしょう。そしてあなた、あなたが私と一緒に過ごし、その神聖なエッセ

ンスを吸収したあの時間をどんなに慕うことでしょう、あなたの父から彼のすべての優しさと愛を受け取る小さな子供のように感じるのです。 

46 今の人類は、仕事をするための肥沃な大地です。畑はとても広く、労働者は少ない。もしあなたが働かないなら、どうやってこの世代を私の教義に改心させた状態で私に示す

のですか？時間は限られていますし、やるべきことはたくさんあります。時は好機です。心の中で壊された "神殿 

"を再建せよ!家の再建を助け、思考、言葉、仕事であなたのやり方で霊性を説きなさい! 

47 人に徳が戻り、子供は父と母の強い絆となり、若者は新しい世代の強い基盤となり、夫と妻は神とその創造物の像となり、すべてが、あなたを助ける守護天使と一体となって

、私と完全な調和を形成するように見守ってください。 

48 あなたの願いは私に届き、私の放った光はあなたの存在を照らし出します。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。あなたが今経験している

苦しみは過ぎ去り、世界中が平和に輝くでしょう。 

49 戦争で互いに戦っている国々のために祈りましょう。パンや衣類を必要としている人たちに分け与える。穀物庫を開けて、餌を与えてください。この世界の苦難の時に、兄弟

愛を示せ。病人に積極的な慈善活動を行い、来世に旅立たなければならない魂に備え、苦しんでいる人々の信仰を高め、すべての同胞に平和をもたらすのです。求めよ、そして私は人類の

間で奇跡を起こそう。 

50 あなたの世界は奴隷で溢れている。だからこそ、すべての人間の中に、自由への深い憧れが生きている。しかし、このことで精神の法則や人間のものを責めてはならない、自

分自身を責めてはならないのだ。真の法は、神であれ人であれ、導き、指示し、保護しなければならないが、決して束縛してはならないからである。 

51 あなた方が精神的に自由でないのは、神の本質、すなわち、創造されたすべてのものの上にあるあなた方の父への愛の法則、創造主における兄弟姉妹としての愛の法則から遠

く離れて、宗教的狂信、偶像崇拝、迷信の奴隷となったからだと理解してください」。 

52 なぜなら、人間の間に正義を確立するはずの法律が、各国の利己主義や不正、嘘によって影響を受けているからです。 

53 支配者や魂を導く役割を担う者もまた、私の神性の子なのです。一方が適用する法律と他方が適用する法律は、人間でなければならない。それなのに、歩む距離も生きる距離

も、どれほど離れているのだろう。 

54 人類はいつになったら「神のものは神に、シーザーのものはシーザーに与える」ことに到達するのだろうか。 

55 ある者は、この世の基準だけに満足し、あらゆる神の掟を無視するが、ある者は、心の中では反発し、この世の掟への服従を避けながらも、様々な宗教団体が定めた道筋に沿

って魂の高揚を図ろうと努力する。 

56 あなたがたに言うが、一方も他方も、その義務を果たしていないのだ。 

57 見よ、東に日々昇る王者の星を。 

どのような生き物をも贔屓することなく、すべての人を平等に照らし、温めているのでしょうか。 

58 そのような父の愛は、そのすべての子に対するものであり、あなたがたの愛と義はそのようなものでなければなりません。 

59 あなたは、神とあなたの心によって創造されたすべてのものの間に存在する完全な調和を認めないのですか？では、なぜ神の子である人間の間にも完全な調和が存在しえない

のでしょうか。 

60 この呼びかけを聞いて、自分が生きている光の時代を認識する者は幸せであり、魂の上昇の道を進むことができるからである。 

61 あなた方は今、私の言葉を聞く晩年を迎えています。それは、あなた方の人生に私の知恵の閃光のようなものでした。 

62 この教えは書物に記され、真に覚悟を決め、心に破れない信仰を持つ弟子たちとともに、この第三の時代に私の声を聞かなかった人たちに、私が残す生きた証となるのです─

─。 

63 試練に耐えて忠実である人は、知恵と平安を得ることができるので、幸いです。 

64 各自が与えられた使命を果たすためには、意志を一つにし、肉の惰性を捨てて霊的指導を受け、もはや物質的生活にのみ関心を向けず、魂のことも考えなければなりません。 

65 私は永遠の命であり、それを得たいのであれば、私の掟を全うすればよいのである。 

66 私の言葉を聞くときに、私の「ハードル」の中で持っている献身は、その後も維持する必要があり、あなたの生活の中で、秩序、尊敬、規律、謙虚さがあるはずです。 

67 私はあなたの魂、心、精神を啓発し、あなたの人生を正しい軌道に乗せます。 

68 私の教えを忘れないように、あなた方の心に根付かせたいのです。だから、私の教えに基づいて善を行いなさい。そうすれば、父があなたがたを呼び出すとき、その呼びかけ

に驚くことなく、善い働き手として働くあなたがたを見出すことができるのです。 

69 あなたがたに言うが、この教えはこの世の道徳を回復し、精神化の一歩となり、兄弟愛に心を目覚めさせるものである。 

70 現在、私はまだ誤解されている者です。無知な庶民は私に狂信的なカルトを提供しますが、学識や力のあるとされる人々は、自分自身で十分だと言うのです。 

71 私に従う者はなんと少ないことか。 

72 愛する人々よ、私のことばがあなたがたに装備され続けるように。 

73 肉体が眠りに落ちる瞬間、あなたの心に安らぎを、あなたの家に平和を、あなたの精神に自由を授けます。 

74 この恵みを守り、私の祝福を受けなさい。 

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 177 
1 人間よ、今この瞬間、主の御前に悔い改めと恐れをもってひざまずくこの信徒に代表される者たちよ、何をもって愛の負債を払い、父に心から喜ばれることができるのか。 

2 その方法とは、あなたの平和と魂の高揚のために奮闘することです。そうすることで、罪悪感を洗い流し、魂を高揚させることができるのです。 

3 汝の魂の渇望を満たすために、一定の時間を与えよう。新しい時代は、約束と啓示に満ちた輝く日のように、あなたの目の前に立ち現れるのです。その光で、「ファイト！」

と言いたいのです。そして、この言葉には、父の命令が込められているのです。平和のために、再生のために、精神化の勝利のために戦え。 

4 この言葉をあなたの良心に刻み込み、事あるごとに繰り返すようにします。 

5 私の愛は、あなたが取らなければならない都市であることを実現します。たくさんの障害物があり、倒さなければならない敵もたくさんいます。彼らはあなたを止めるために

戦いを挑んでくる。しかし、あなたの手の中には、振り方を知れば、見えない剣が光っている。それは愛の剣です。 

彼とともに戦い、征服し、疑ってはならない。最後には、あなたの愛が父に打ち勝ったので、街が倒れるのを見ることになる。 

6 私は、あなた方の中に友愛ともてなしの心を持った家族を作り、平和と慈悲を切望するホームレスの「キャラバン」があなた方の家に入り、私があなた方の中に置いた愛を分

かち合うようにしたかったのです。しかし、あなたの準備は遅かった。あなたは遅れ、家なき者のキャラバンは、彼らの歩みを導く星がその軌道を止めるのを見ると、砂漠で立ち止まりま

した。だから、あなたが目を覚ましているときに、「眠っている」ことや「罪を犯している」ことを人に見つけて欲しくないのです。 

7 罪を悔い改め、生活を立て直すための時間を与える。己を捨てて義務に背いた一家の父は、出て行って家庭を回復させなさい。 

8 悪徳に堕ちた人たちに加わった人たちが立ち上がり、肉の弱さを克服し、霊の意志と力を使って、完全なものになるまでやり遂げましょう。この仕事の奉仕者である者は、精

神的に一致し、互いに愛し合い、互いに寄り添いましょう。そして、「砂漠の大航海時代」をもたらした星は、その歩みを止め、平和の地へ続く道を大勢の人々に示すのである。 

9 戦争、死、破壊から逃れ、憎しみと犯罪の記憶のイメージを胸に抱いてここに来た人々が、すべての家庭に真の愛の聖域が立ち上がり、すべての結婚に私の法の光が輝き、親

が子を愛する共同体の輪に入るとき、そのような共同体が生まれるのです。子供たちが両親を愛し、尊敬し、幼い子供たちが優しさと知恵をもって導かれ、老人が尊敬されている--

このような私の律法への敬意の表れを前にして、彼らはこの共同体に奇跡が起きたと告白するとは思いませんか、それは父の慈悲によるとしか言いようがないでしょう。 

10 人びとよ、あなたがたは今日まで堅忍不抜で、恩知らずであった。私はあなたがたに供物を要求したことはないし、不可能なことを要求したこともない。もし、あなたが私の

教えに従うのが難しく感じることがあるとすれば、それはあなたの愛が足りないからです。愛がすべてを動かし、すべてを生かす神の力であるからだ。 

11 大勢の人たちよ、私の畑に入ってきてください。畑はあなたの愛から種を受け取り、後にその胎内から実る甘い果実であなたの努力に報いるために待っています。 

12 兄弟愛の絆で固く結ばれよ。誘惑は我が民を待ち伏せ、戦争は監視者が眠る門を欲して近づき、疫病、飢餓、病気は新しい未知の性質をもってこの国の懐に入り込むであろう

から。 

13 これらの不幸に対抗し、これらの苦しみを取り除くために、私はあなた方に地上の科学を授けたのです。しかし、私はあなた方に、光のすべての敵、健康と平和のすべての破

壊者が屈服する、より高次の科学を教えた。この科学は愛の力であり、祈りの中で自らを強化するものである。 

14 人々よ、この言葉をよく考え、そして、あなた方の良心が命じることを聞きなさい。 

15 私の霊は、あなたがいつも保つ方法を知らない、彼の平和をあなたに送ります。いつになったら、あなたの行動や思考が私を反発させることなく、あなたの中で私を運ぶこと

を学ぶのでしょうか？ 

16 私の光と平和があなたの中に宿るようにと、私があなたに心の奥底で私を運ぶことを望むと伝えても、誰も混乱しないでください。 

17 今日、あなた方が義務を果たさないこと、私があなた方に託したこの仕事への愛の欠如、それがあなた方の運命であることを拒絶するのは、私の審判の声である。それは、今

、良心を通してあなたに届き、あなたの心を震わせる神の声であり、それはあなたに尋ねます：この第三の時間に私が明らかにし、教えたすべてのことをあなたはどうしましたか？ 

18 一瞬、あなたは自分の精神に与えられた責任を自覚しています。しかし、その理解は一筋の光のようなもので、ほんの一瞬、あなたを貫くだけです。そして、あなたはいつも

自分のことを未熟で、病んでいて、困窮していると考えているので、再び弱さに沈みます。しかし、実際には、あなたの手の届くところに神の贈り物の宝があるのです。 

19 もし、あなたが私の言葉の中に非難を見出すなら、それは愛から生まれたものである。もし、私が本当に不公平で、あなたがたがよく言うように、私の中で「怒り」に遭遇し

たなら、私の正義はとっくにあなたを消滅させているはずだからだ。しかし、私は自分の作品を破壊するのではなく、進化の道の上で完成に達するように、あなた方を配置するのだ。 

20 私は、あなた方が彼を通して私を知ることができるようにとイエスを送ったが、神の真実の概念はまだこの地上では知られていないことをあなた方に告げる。理解する。もし

、人間が救われないと知っていたら、私はいつも愛情をもって彼を探し求めては来なかったでしょう。あなたがたの間にわたしがいることは、あなたがたはわたしのもとに来るという確信

に満ちた証拠であり、父はすべての子らの将来と運命をよく知っておられるからだ。 

21 私は、この時代にあなた方に与えた御言葉を明瞭に書き記させ、人類がその本の中で、理解できなかった多くの教えの説明と、わが教義の正しい解釈を見つけることができる

ようにする。そうすれば、その知識から真の恐怖が生まれるでしょう。神罰への恐怖ではなく、自分を罪に染めること、創造主を怒らせること、霊化と真の知識の道をもう一歩進めずに、

汚れた魂のまま来世で父のもとに帰ることへの悲しみです。 

22 父なる神への愛の負債を、何によって支払うことができるのか。あなたの侮辱と恩義を赦し続けてくださる方に、あなたは何をもって報いることができるでしょうか。私の神

性にふさわしい行いをすること、互いに仕え合い、愛し合うことです。 

23 新しい年を迎えようとしている今、私は自然やその要素についての説明を求めてはいない。私はあなた方の良心に自分自身を感じさせ、あなた方が自分の使命に関して何をし

たか、私があなた方に託した時間と贈り物をどのように使ったかを尋ねるのだ。 

24 終わろうとしている一年は、皆さんの闘争心、涙、努力、労苦、そして悲しみ、血、廃墟、憎しみを私に語りかけてきました。この苦しいバランスは、私の目の前にある今ま

での1年間をもたらしたのです。 
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25 新しい年、あなたに授けます。あなたの視線の先には、未来への希望に火をつける一筋の光のように、それが地平線上に現れます。その光は、日々あなたに語りかけてくる声

です。ファイト! 

26 そうだ、人々よ、平和のために、再生のために、正義のために戦え！」。 

27 4年間の私の言葉は、この「日」に別れを告げるためにのみ与えられる。この貴重な時間をどう使うか。私の仕事は1950年に終わることはない。それは永遠のものだから

だ。むしろ、あなた方の闘いが本当に始まるのはその時である。なぜなら、私が宣言している間、あなた方はただ準備をしていただけだからだ。 

28 霊的な仕事と地上の仕事を一つの法則にまとめることを理解し、父に良い成就を提供できるようにしなさい。 

29 私は、私にふさわしいものを私に与えよと教えているだけではなく、カイザルのものはカイザルに与えよと教えているのである。 

30 そして、あなたを通して、人々は私の来訪、奇跡、そして教えを知ることになる。男たちはこのような集会所を調査し、あなた方の人生を判断する。その中には、権力者、宗

派や教会の聖職者、科学者、来世を研究する人たちが含まれる。完全とは言わないまでも、皆さんの集会の懐で、家庭の懐で、同じように調和、道徳、尊敬、お互いへの愛、精神性を示す

ことができればと思います。 

31 もし、真理を求めてやってきた人たちが、あなた方の精神的な献身に狂信を見出し、あなた方の私生活に夫婦の別離や親が義務を果たす術を知らないために捨てられた子供た

ちを発見したら、どう思うでしょうか。 

32 木の枝に巣を作る鳥を見て、必要ならお手本にする。結婚している者同士がどのように愛し合うべきか、また、子供たちをどのように愛すべきかを私に尋ねてはならない。こ

の巣を見上げれば、そこに忠誠と優しさの教えを発見できるだろう。すべての男性がそうであれば、お互いに愛し合うことができるのに。 

33 1950年が終わるとき、父にふさわしい実りを捧げることができるように、見守り、戦いなさい。もし、あなた方がその時に備えていなければ、私の出発の瞬間に、大勢の

人々の間に大きな痛みが生じるからです。 

34 もし、あなた方が私の言葉の不在に耐える準備をしないなら、私の別れと、私の霊界があなた方に言うことが、あなた方にとってどれほど苦痛になることでしょう。 

35 私の霊があなたを平和と祝福で満たしてくれたこの日に、あなたは私にこれ以上何を求めることができようか？ 

36 今、私があなた方に尋ね、あなた方の心の扉をたたき、互いに愛し合うよう求めているのだ。 
37 各国の平和を心から祈り、人類の痛みを深く感じてください。 

38 あなたがたに言うが、災いと死があなたがたの国を取り囲んでいる。あなたには、災いや苦難の侵略を止める科学的な手段がないのです。しかし、祈りを用いれば、これらの

災難に対抗する武器と力を見出すことができます。そうすれば、全能の主の前で真の功徳を積むことができ、主はあなたの謙遜のために、世界を驚かせるほどの奇跡を授けてくださるでし

ょう。 

39 自然の力が解き放たれ、裁きの兆しが見えたら、祈り、冷静になり、自分のためでなく、人のために泣くことである。しかし、あなたを求める者の涙を乾かし、その嘆きを聞

き、癒しのバームを与えよ。 

40 愛する人類よ、私がこの時代に戻ってきたのは、第二の時代に流した私の血をあなたたちに要求するためだと思わないでください」 

「いいえ、その生命の本質はあなたたちの魂に固定されたままです。その血は、時が来れば、あなた方一人ひとりの中で語られるでしょう。それまでは、多くの人が神の子の再臨を待ち、

再び神の子から血を要求するのです。私の子供たちのそれぞれの心の中で、私は今、私の「神聖なる情熱」を生きているのです。 

41 私は、信仰に目覚めた無垢な人間の中に生まれているのです。彼の情熱が解き放たれ、彼を苦しめるとき、私は彼の中で苦しみます。私は彼の罪、恩義、プライドという重い

十字架を背負っているのです。彼が私を否定し、自分には他の主もなく、世以外の王もないと宣言するとき、私は彼の心の中で死んでしまうのです。そこで、彼の存在の最も深く隠された

ところに、私は私の墓を見つける。 

42 時折、その心は遠いこだまのように、マスターの声を聞くことがある。その心を取り囲む物質主義の壁を乗り越えて、ようやく聞こえてくるのが良心の声なのである。 

43 私が人類のすべての心に十字架と墓を見出したように、同じように、すべての心の中に第三の日があり、そのとき私は光と栄光に満ちてよみがえる。 

44 今日、種苗畑は不毛の地と化している。どんな形であれ、善を蒔くことで自分の人生に価値を与えたいと思うことがあります。というのも、種を蒔くには耕作地が必要で、そ

の代わりに石ころがあるだけだからです。歩いて、整えて、掃除して、肥やしにする。これは、私の子供たちよ、あなた方はまだやり方を知らないのだ。これが、あなたの善意やアイデア

、ひらめきの失敗の原因であることが多いのです。 

しかし、それゆえ、あなた方の闘いに絶望してはならない。むしろ、あなた方は、この時代の真実と光に目を開かせることによって、仲間を目覚めさせることができる。そうすれば

、人が苦しみの杯として飲むことを強いられるあらゆる苦痛は、雑草を根こそぎ切り取る正義を生み出す鎌であることに、人が気づくようになるのである。畑を耕し整えるのは、賢明で容

赦のない正義である。 

その後、それは人間、民族、国家を目覚めさせ、もはや痛みをもってすべての罪を洗い流す必要はなく、その代わりに悔い改めと反省と、浄化という同じ目標に到達しようとする人

の々再生が残るからである。 

しかし、あなたがこれを達成したとき、この言葉が愛の歌、平和への回帰の歌として世界中に聞こえる時が来るでしょう。 

45 今日、私は、人々の間に完全な無知と混乱があるため、あなた方に襲いかかるすべてのことを理解できないでいるあなた方を見ます。 

46 多くの人々は自らをクリスチャンと呼びながら、ほとんどの場合、その生活や行いでそうでないことを証明している。 

47 良いことをするとそれを自慢し、過ちを犯して後悔し、私に許しを請うと、私の許しがどのようなものであるかも知らないことを証明するようなやり方をするのである。 

48 今、あなた方は、この言葉を聞き、私の光が再び人類に訪れたことを、特に、人類がまもなく無気力から脱却することを、世界に告げることができます。 

49 私は、あなたを罪から救うために、再び人間の血を与えることはない。あの第二の時代に流された私の神聖な血が、神聖で無限の愛、崇高な赦しと永遠の命についてあなたに

語ったとしたら、その血が一瞬たりともあなたの上に、あなたの存在の上に注がれ、その痕跡であなたの上昇進化への道を示していることを理解することでしょう。 



U 177 

15 

50 誰も私を人間として期待したり、求めたりしてはいけないのです。なぜなら、もし私がこの願いを叶えたいと思ったとしても、そのような顕現は適時ではない。マスターは完

璧でないことは決して行わないことを理解しなければならない。なぜなら、マスターの教えは常に完璧なものだからである。 

51 同様に、わたしが今あなたがたに用いてきたこの宣言の形式が終わるとき、わたしがあなたがたに告げたことを実現させないような懇願や嘆願はないであろう。この宣言は、

その時が過ぎ、その任務が終わるので、永遠に終わります。 

52 私が人間としてあなた方の間にいて、まもなく2000年になるが、私の愛の証としてあなた方に遺した血は、まだ新鮮な遺産である。 

53 しかし、肉体を動かす血ではなく、魂に永遠の命を与える血である。私の光で、人々に生命と健康を送ります。それは、この人類の凍てつく心に暖かさを届かせる太陽のよう

なものでしょう。 

54 私の慈悲は、すべての人の上に、あたかも広がっていく。 

は、ヒバリの羽が子供を覆っているようなものです。私の愛は、あなたの目が賞賛する青い大空よりも優しく、美しいものでしょう。私の命の息吹を、あなたの魂だけが感じることのでき

る天の風のように感じることでしょう。私は時間であり、生命であり、また永遠でもあります。私はあなたの人生の春と夏と秋と冬であり、これらの人生の各段階は、神のマスターが彼の

子供たちに与える具体的かつ生きた教えである。 

55 神々しい朝露をあなたの魂に浸透させ、永遠の春を体験させてください。人生の闘争の灼熱の太陽の下で心が疲れても、あなたの存在の深みに美徳、信仰、愛の花を新鮮なま

まにしてください。 

56 どうして悲しいの？あなたは知らない。悲しみが重くのしかかるのは、肉体と同時に魂も病んでしまったからだと、私はよく知っています。情熱や試練の嵐に揉まれ、"冬の

雪 "に凍えるとき、人は生きる希望や欲望を失ってしまう。 

57 私の霊も、この地球がまだ地上の楽園であることを自覚し、目覚めようとしないこの人類が泣いているのをいつも見ているので、悲しんでいるのです。豊穣と生命に囲まれて

いながら、飢えで滅びていく姿が目に浮かびます。私が「目があっても見えない」と言ったのは、この人間性のことなのです。 

58 人は物差しも目的もなく科学を追い求め、多くの「奇跡」を発見してきました。しかし、真の平和、真の健康、真の幸福をもたらすその奇跡は、地球のあらゆる財産の中で発

見されていないのです。この「神の科学」は、イエスがあなた方に「互いに愛し合いなさい」と言われたときに教えられたものです。 

59 この世のものではないイエスの国を求めなさい。そうすれば、この地上の人生をより美しく、より容易にするために必要な光と平和を、イエスのうちに見いだすことができる

でしょう。 

60 今、あなた方は神の命令を受けに来たのです。イエスが残した足跡をたどって、私の律法に従おうとするあなたの姿が目に浮かぶようです。 

61 私があなた方のところに来てからずいぶん経つが、今もあなた方が互いに愛し合えるようにと、心の扉を叩いているのだ。 

62 天の父を心に迎えるための準備の仕方を知っている者は幸いである。天の父は、師とともにありたいと願う弟子の気持ちを考えて、いつでも善を行う機会を与えてくださるか

らである。 

63 もし、あなたにとって始まるこの年にテストに直面したら、強くなって、絶望しないようにしましょう。そうすれば、あなたの精神に存在する力を、仲間に証明することがで

きるだろう。その時、彼らはあなたが飲んだ元を知りたいと思い、私、キリストが、彼らがこれまで迷い込んだ元であることを発見することでしょう。 

64 なぜなら、人々が私に捧げるすべての礼拝の形には霊性があり、最終的にすべての人が真実に近づき、統一されるからです。 

65 弟子たちよ、あなたたちが私の正義を感じ、私の神聖な霊の前で謙虚に告白するのを見た瞬間があったのだ。そして、あなたがたの罪から目をそらし、あなたがたはわたしが

愛し、赦すわたしの子どもであるという事実だけに、わたしの視線を集中させた。こうして私は、隣人を愛し、赦すことを教えているのです。 

66 この世でいつまで生きられるかは誰にもわからないのだから、使わないで時間を過ごしてはいけない。だから、私はあなたがたに言う。今よりもっと適切な時期を待たずに、

仕事に取りかかることです。収穫もなく、使命も果たさず、よりよい時を待っている間に、死があなたを驚かさないようにしてください。 

67 この宣言に別れを告げる1950年が近づいています。その別れは、第二の時代の私の弟子たちが、私の出発の時が来たと告げたときに感じたように、あなた方にも感じられ

ることでしょう。 

68 もし彼らが私の死後、再び私に会うという慰めを得たとすれば、それは霊的生活の真理を火のように彼らの魂に刻みつけるためであったのです。しかし、あなた方の中で、イ

エスの人間的な姿を見ることができるのは、一部の者だけである。他の者たちは彼を深く感じ、これによって霊から霊へと私とつながることができるだろう。 

69 地球が平和であるように、多くの苦難が終わるように、見守り、祈ってください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 178 
1 人々：新しい年が始まるたびに、あなたからこんな質問を聞きます。"主よ、今年も私たちに試練をもたらすのでしょうか"。人生は試練の連続ですが、恐れることはありま

せん。もし、あなたが見守り、祈る方法を知っているならば、あなたの運命のゴールに到達するまで、あなたの償いを進展させることができるのです。 

2 人が経験する試練は、その人が蒔いた実であり、その収穫は、ある場合は前の年に蒔いた種の結果であり、ある場合はもっと前の年や他の転生で蒔いた種の結果である。 

3 新しい1年が始まる？そして、良い種を蒔く人たちのように、まず種をきれいにして、肥沃な土に蒔く時 

期を待つのです」。だからあなたも、まず自分の心を清めて、明日、平和と愛と満足という良い収穫を、自分の善行から刈り取ることができるようにしなさい。 

4 あなたは、すべての被造物が調和して生きているのを見たことがありますか？存在するものすべてにおいて、生き物は互いに愛し合っているという印象を受けませんか？太陽

は、両手を広げて、すべての生き物を生命と愛、光とエネルギーで包み込む父親のようではないでしょうか。その暖かい光に触れて、花は開き、鳥は歌い、生き物は動き、キングスターに

感謝の愛を捧げる様子をご覧ください。 

5 自然の中で自分を取り囲むすべてのものと調和し、精神的なものすべてと調和することの美しい見本です。 

6 ある人は地球上に存在しないと考え、ある人は私だけが豊かに持っていると考えるが、それは非常によくあなたの魂の平和に現れるものである。 

7 今、愛する人々よ、あなたがたの至福は自分自身の中にあることを知りなさい。あなたがたは人に、自分の存在の核心には、苦味、憎しみ、恨み、後悔、涙だけがあると考え

るところに、何者も消すことのできない光、すなわち精神の光があることを教えることができるのです。 

8 なぜなら、各世代は前の世代の誤りを継承し、自分の上に時間が経つにつれて、その誤りが倍加するからである。この人類は今、先に蒔いた痛みの種の実を刈り取っています

。ちょうど、あなたが今日蒔いているものの実を、次の世代が刈り取ることになるのです。 

9 なぜ、あなたがたの信念、努力、科学、理想、願望を、私の教えが指し示す一つの正義の道に向けようとしないのですか。いつになったら、人々は私の言葉の真理に気づくの

だろう。 

10 私の不変の永遠の法則は、人々の前に立ち現れて、真の幸福への道を示す--善を蒔き、平和という収穫を得るための畑へと続く道。 

11 心の奥底で私の呼びかけを感じ、急いで神の教えを聞く者は幸いである。その霊的な意味を通じて、彼らの知識は増大するのだ。彼らは近親者の間で防波堤のようになり、そ

の信仰によって試練に耐えることができるのです。 

12 わたしは、あなたがたから不義をことごとく取り除き、あなたがたの行いが父なる神の目にかなうようにする。 

13 このキリストの学校では、多くの初心者がここに来たとき、すべての知恵の主に向かってこう言った。"主よ、あなたがこの道を教えるキリストであり、私たち一人ひとりに

その任務と能力を見出されるなら、あなたに届くように私たちの運命を実現させてください "と。 

14 そして、あなたがたの嗣業を示し、あなたがたに任務を与え、あなたがたを「働き手」としたのである。しかし、まことにあなたがたに告げますが、わたしの子供たちの中に

特権的な者はいません。わたしに仕えたいと願って近づく者はみな、わたしの恵みをその心に受けるからです。しかし、同様に、あなた方が託された贈り物で行ったすべてのことが、私に

よって裁かれ、あなた方が私に答えなければならない瞬間が来るのです。 

15 今、私はまだあなたがたに説明を求めてはいない。あなたがたは私の律法を自分の人生の業に適用しようとしているのであって、その刑に耐えるにはまだ未熟である。しかし

、あなた方一人一人が私の指導の熱心な保護者でなければならない。この使命の遂行は、あなたの世界での義務の遂行を妨げるものであってはならない。「この遺産を拒否した人たちを見

なさい。その中には、悲しみや虚しさがあります。しかし、私の慈悲は大きく、彼らを赦すことによってその姿を現す。 

16 正しく成就した者はわが平安を感じ、そうでない者は、良心を通してその者を求め、目を覚ましておくのだ。 

17 私の教えを、心から心へ運んでください。あなたがたの仲間がこれを受け取るとき、ある者は「この言葉には預言が含まれている」と言い、ある者は「たいしたことのない教

えだ」と判断することでしょう。それを先進的だと判断する人がいる一方で、非常に後進的だと考える人もいるはずです。各自が自分の霊的能力と作品の純度に応じて解釈することになる

。 

18 人々の生きた手本となるように、そして私の仕事が認められるように、謙虚になりなさい。 

19 しかし、私の言葉を聞く短い時間だけでなく、人生全体において謙虚さを示し、仲間の心を変えることができるようにしなさい、言葉だけでは納得できないのだから。模範を

示し、犠牲を払うための準備さえしてください。 

20 もし、私を愛しているならば、行って、あなたを怒らせた者を赦しなさい。もし、私を愛するなら、病人の収容所や囚人の地下牢に行きなさい。彼らを慰め、共に祈る。そう

すれば、あなたの愛は、あなたの中にあるどんな傲慢さも曲げてしまうでしょう。 

21 私の言葉は目覚めの言葉である。私と共にいる限り、あなたがたは優しい子羊のようである。しかし、日常生活に戻ると、「自分を引き裂く」ことになり、自分を許すことを

否定してしまうのです。 

22 自己満足に浸っている時間は終わり、魂のさらなる進化のために、停滞から抜け出さなければなりません。 

23 霊性の白い衣を身につけ、私の言葉を人に語るとき、幼子のような公平さで語ることができるように。そうすれば、私の作品について語ることを恐れないでしょう。あなたの

作品とあなたの人生が、あなたのために語ってくれるからです。 

24 声の主を通しての私の言葉も、意味は同じです。私は、それぞれのコミュニティの理解と能力に応じて話をします。 

25 今日、新しい年が始まりましたが、皆さんはその最初の数時間ですでに力を結集し、闘いを続けています。このように、あなたは私に知らしめたのです。あなたの決意は、準

備された溝に種を蒔く良い種蒔きのように、仕事の終わりに豊かな収穫をもたらすことを願いながら、立ち上がることです。 

26 その種とは、あなたが仲間の心に蒔く光に満ちた言葉です。 
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27 あなたは世間、人間の学識に直面しなければなりません。学識のある人々はあなたに戦いを挑み、もしあなたが自分の信仰に堅くなければ、あなたはそこから敗北することに

なるでしょう。 

28 私は、科学者と議論させるために、あなた方の心を科学で満たしたわけではありません。私は、高揚と感動を通して、あなたの魂が「底知れぬもの」を突き通すように啓発し

た。この間、受け取ったものをすでに知っていたとは、誰も主張できないでしょう。この間、私が人間の心を通してあなた方に与えた教えの多くは、新しい啓示だからです。 

29 魂は永遠の命を与えられているので、その不滅性について語るのですね。しかし、これらの啓示を語る前に、まずそれを感じなければならない。そうしてこそ、君たちは私の

弟子と呼べるのだ。 

30 霊能者は、私があなた方にみことばを伝えるこれらの集会所に入る者ではありません。スピリチュアリストとは、霊的に祈り、どこからでも霊的に舞い上がる人のことです。

スピリチュアリストとは、自分の魂の完成のために闘う人であり、また他人の痛みを和らげるために生きる人である。 

31 霊能者はどこにでもいることを理解してください。彼は、言葉よりも行動によって認識されるでしょう。だから、いつも言っているんです。愛と謙遜と慈悲の模範となりなさ

い。 

32 スピリチュアリストを自称する人が全員そうであるとは限らないことを認識すること。 

33 私は、新しい法律を与えることなく、あなた方の宗教的実践と礼拝を簡素化しました。 

34 私は、私の神性をイメージによって崇拝することは不完全であり、あらゆる狂信的な考えを捨てるべきだと理解させたのです。 

35 あなたがたの神の力は、あなたがたのところに来るには限界があることを知らないのですか。あなたが信じるとき、私はあなたの心に降りてきて、命を与えると言ったでしょ

う？あなたがたが心も魂も清ければ、わたしはあなたがたのうちに住むと、わたしは教えなかったか。 

36 この光の時代をもっと早く体験することは、あなたの持っているわずかな開発力では無理だったのです。しかし、それを生き、反省している今、予言の成就を体験することは

、最も自然なことのように思われるのです。 

37 科学者だって「奇跡」を発見し、かつては不可能だと思っていたことを実現しているのです。 

38 なぜ、それらの素晴らしい働きが、彼らの主の恵みによるものだと悟らないのでしょうか。 

39 なぜなら、私は創造主、力、生命、完全性、調和として、すべてのものの中に表現されているからです。そして、その宇宙の調和を保つことができるのは、神以外に誰がいる

のでしょうか。この神には形がない。限られた形の中で神を想像してはならない。そうすれば、この世を去ったときに、理解できない現実に直面することになるのだから。 

40 私の指導は知識だけでなく、愛撫であり、慰めでもある。私の慈悲は、苦しむ者、涙を流す者、不公平に耐える者の上に広がっています。母や妻を慰め、処女を守り、若者を

強くし、老人を支える。彼女は、あなた方を待ち受ける計り知れない至福への希望の光を灯しているのです。 

41 この時、私はあなたに恵みを注ぐ。あなたが光の道を歩み続け、痛みも敗北も、あなたを引き離すほど強くないように。 

42 あなたの魂にはすでに、本当の家、つまりあなたの父の平和の世界に到達したいという願いが生きています。あなた方はここで、人生という試練の中で、運命を変えながら、

自らを清めてきたのです。しかし、私はあなたがたに言います。堅忍不抜の精神と献身をもってゴールに向かえと。 

43 この地上での生活がどんなに長くても、不滅である霊的な生活に比べれば、はかないものである。 

44 愛するその体を失うことを恐れないために、私が約束する人生に栄光あれ。 

45 私は、この地球に住むすべての人々が、あの世でお互いを認め合い、愛し合い、平和に暮らせるよう見守るだろう。そうすれば、あなたが残してきた、時には人間には理解で

きないような苦しみや試練を伴う存在の意味を理解することができるようになるのです。 

46 霊的な生活はとても身近なもので、時には肉体の目を閉じ、霊の目を開けば、その領域の驚異を見ることができるのです。 

47 あなたは「精神の谷」に近いので、この世からあの世に行くのは一瞬で十分です。 

私はいつでも、私の真理を証言した私の預言者を通して、これらの啓示を人に話してきた。この時、私はあなた方に私の王国へ通じる唯一の道を語り、私の慈悲のためにそのために

準備された男性と女性を通してそれを行う。 

48 この人生において、あなたは一人きりではないことに気づいてください。霊的に生きていれば、霊界をごく身近に見たり感じたりすることができるはずです。その世界の真実

と栄光を、あなたの人生のすべての行動に反映させましょう。 

49 そうすれば、揺らぐことなく、あなたの霊の光に照らされて、あなたが私の霊との直接対話に入る時に到達することができるでしょう。 

50 高揚感がなければ、創造主との魂の対話を実現することはできないでしょう。あなた方の自らを私のもとに高めたいという願望を自分のものとし、まだ地上に生きている時間

の一部を私のために捧げなさい、そうすれば、あなた方の魂にとってあの世への移行が容易になるのです。 

51 私に耳を傾けながら、あなたの感覚、心、魂がどのように調和してきたかを見てください。身も心も、自分たちの将来について深く考えている。前者はその終わりを知り、受

け入れ、後者はその視線の先にある終わりのない地平線を見つめながら喜びます。しかし、あなたの完成の目標である私に到達するために、誰がその霊的な距離を測ることができるでしょ

うか。誰が、少なくとも、地上の肉体を離れるときに、永遠の時計が示す時間を知ることができるだろうか。 

52 準備し、見守り、祈りながら生きる。功徳を積めば、死の恐怖はない。あなたの魂が肉体を離れるとき、翼を広げ、飛び方を知るようになるからです。 

53 出家を思っても悲しんではいけないのです。唯物論者だけが、現世の満足を思い起こすと、憧れを抱き、苦しむのである。物質主義者にならず、自分の魂に関係することに関

心を持ち、人間的な部分への配慮を怠らないことです。 

54 全てはあなたのリフレッシュのために用意されていることを理解してください。この愛の饗宴を食べたい者は、私の食卓に座り、天使たちのようにご馳走を食べなさい。 
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55 あなた方は偶然にここに来たのではなく、私に導かれて私の示現に参加したのです。多くの人が死んでいるのを発見し、私の言葉があなた方をよみがえらせたのです。今日、

あなたは命を吹き込み、あなたの心には希望がある。私はすべての者を受け入れる──信仰を持つ者も持たぬ者も。さまざまな教会や宗派の人たちに、「私の言葉を信じる人たちは幸いで

ある。 

56 私のインスピレーションを感知して、それを変換してくれれば。 

自分の考えや言葉を表現したいのであれば、自分自身に働きかけましょう。皆さんは、私の調停役になってください。父は自分の子供たちに理解されることを望んでおられ、そのためにあ

なたを霊的な神殿に招かれるのです。 

57 純粋な心で、いつも良心の声に耳を傾けながら、私を求めなさい、そうすれば本当に、あなたはすぐに私を見つけることができる、と私は言う。あなたの魂が飛び立つ前に、

私はあなたに約束した安らぎの家に連れて行くためにやって来るのです。しかし、あなたは私につながる道を知ることが必要です。あなたの進むべき道は、霊性化です。頂点に登るために

は、祈り、努力することが必要です。 

私は、地上の人々の中に、自らを精神化しようとする聖なる欲望をまだ見いだせないでいます。唯物論はまだ私の定めた限界に達していないが、この時代の終わりは近い。その後、

あなたは愛と慈悲の実践に切に戻り、功徳によって魂の上昇を得ようとするのです。 

58 罪と概念の混乱が生み出す暗い覆いは解かれ、真の法がすべての存在を照らし出すだろう。 

59 私は、あなたに未来を語る偉大なビジョンを与え、それを解釈し、準備するようにします。仲間に証しをするのです。しかし、無限に広がるさまざまな人種、さまざまな民族

の人々が私のサインを見る時が来るだろう。これは、ある人々にとっては慰めとなり、その中に私の言葉の成就を見る人々にとっては幸せな成就となるであろう。 

60 私の教えには、あなたが望むあらゆるスピリチュアルな知識が含まれています。あなたの魂の中には、あなたが成長の道のりで蓄積してきた経験があり、それは、あなたが自

分自身を準備する方法を知っていれば、精神的な上昇発展への道を見つけるのに役立つことでしょう。 

61 あなたの祈りは、私に届く賛美の歌となるのです。あなたは、私の仕事におけるあなたの闘争を私に提供し、あなたが植えた種が良いものであり、私に喜ばれるものであるこ

とを望みます。あなたを確認します。あなたがたは、わたしの種を祝福された畑に散らし、わたしがあなたがたに与えた財は、あなたがたのためだけでなく、あなたがたの同胞のものであ

ることを知っているからである。 

その努力において、私はあなた方に犠牲を求めず、ただ律法を守り、あなた方が私の子供として生き、私があなた方に持たせた美徳を表現することを求めたのである。内も外も清ら

かな器となり、神の完全性があなた方に満ち溢れるように。 

62 時には、あなたの運命に対する抗議や不満を目にすることもありました。地上での仮の生活では満足できない。しかし、師は告げる。魂の本当の故郷は、あの世にあるのです

。忍耐強く、勇気をもって試練を乗り越え、その期間、私の法則に従ってください。悪い時が良い時になるように見守り、戦争や破壊のニュースを聞いたら、祈り、干渉せず、味方になら

ないようにしましょう。このように、多くの災難が解き放たれ、人類の間で浄化の働きが行われていますが、それは魂の善と発展のためなのです。御霊が戦っているこの大きな戦いの後に

は、より良い地球が待っており、その時には、労苦から休める高い段階に到達していることでしょう。 

63 あなたの霊的な目を開いて、あなたが生きている時代を考えてみてください。そうすれば、人類に大きな試練を告げた第二の時代の私の言葉を確認することができるでしょう

。 

64 すべて書いてあるとおりになった。霊的に目覚め、純粋な心でわが教えに従い、闘争は普遍的なものであり、魂は地上だけでなく他の存在次元でも闘っていると私が話したこ

とを忘れてはならない。 

あなたのお手本で、まだ物質に縛られて生きている実体のない魂の軍団を助けてあげてください。彼らが祈りと助けを求めて、あなたに近づいてくるのを感じてください。彼らがあ

なたに影響を与える前に、あなたの思いやりをもって彼らに影響を与え、彼らの混乱状態から抜け出す手助けをしてください。そして、あなたの愛によって、私の教えの光に到達した人々

は、感謝に満ちて、あなたの支持者となり、あなたの使命の遂行に協力することでしょう。すべては、私の愛と正義の法則の枠組みの中で展開されるのです。たとえ異なる霊的な平面に住

んでいても、私の中ですべてを愛してください。また、互いに赦し合うことも必要です。 

65 運命の成就のために、精神の力を尽くして戦え。あなたの決断次第で、あなたの徳が表現されるようになり、言葉や愛の業であなたの信仰を証明することができるようになる

のです。 

66 この時代にも、第二の時代と同じように、師は弟子たちの間に現れ、彼らの素朴さと謙遜さを見て、御言葉を聞く恵みを与えているのです。 

67 すべての仕事は、わが律法に基づくとき、わがもとに来ることを忘れてはならない。 

68 わが律法は、あなたがたが私から受けた善き種であり、あなたがたの同胞の心、あなたがたの子らの心に置くべきものである。私の呼びかけに信仰の松明のように燃え上がり

、私の仕事にとどまる心がある。 

69 私の教えが人々の間で花開くようにという高い目標に駆り立てられ、あなた方はしばしば誘惑に打ち勝ったことでしょう。 

70 私の知恵であなたの魂を啓発したいのです。そうすれば、あなたが信仰を共有しない人に会ったとき、あなたが真実を知っているという説得力のある証拠を与えると同時に、

彼が信じるのを助けることができるのです。 

71 自分たちは預言者だと思っているのか、霊に対する力があるのか、「はじめてのおつかい」のエリヤのように試練を与えるのです。証拠を渡すのです。 

しかし、そのためには、今この時に信仰を持ち、私の掟を守り、私の意志に従うことが肝要である。 

72 これは神の知性のイメージであり、私が地球に住む最も完璧な生物である人間に授けたものである。あなた方一人ひとりの中に私が表現されているのに、なぜこのような形で

私が表現していることを疑うのですか？この言葉から放たれる叡智は、あなたが真実を知り、それによって最高の幸福を感じることができるように、私が精神に開く無限の地平線なのです

。 
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73 この光に目を開く者は、もはや自分の手で作った絵画的創作物を通して私を求めることはできない。なぜなら、魂の高揚によってインスピレーションを受け、私の神性と交わ

る者に属することになるからだ。 

74 人間は、昇天の瞬間に肉体から離脱することを学ばなければならない。そうすれば、精神があの世に滞在する短い時間が、自分自身を啓発し強化するのに役立つからだ。この

ように、彼は常に上方への発展への道を見つけ、それを知らない人のために印をつけるのである。これらの啓示の証人となる機会を与えよう。 

75 今日、私はあなた方に、自分の魂だけでなく、仲間の魂も救うために努力しなさい、そうすれば人類は、あなた方に互いに愛し合うことを教える私の言葉を成就するのを見る
ことができる、と告げます。 

76 あなたが私に求めることの多くは、私があなたに与える。しかし、もしあなたが私に運命を変えるように頼んだとしても、本当に私はあなたに言う、あなたの運命は、美徳、

完全性、愛についてあなたに語りかけるものであり、私はこれを認めないであろう。 

77 私の畑で働くために造られた者は、その畑に種を蒔かねばならない。その種は、信仰と愛と善意でなければならない。 

78 渇きをいだく魂よ、この泉を飲め。 

あなたは光を見つけられずに探しているのです。あなたの心が知らないこの甘い平和を感じ、それを感じたとき、あなたに語りかけている主が誰であるかを結論づけるのです。そうすれば
、なぜ私がもう一度人類にやってきたのかを問う必要はなくなる。なぜなら、その答えはあなた方自身の中にあるからだ。 

79 もしこの世に無知がなければ、もし血がなければ、もし苦痛や不幸がなければ、私の霊があなた方の感覚に知覚できるように実体化する理由はないでしょう。でも、あなたに

は私が必要です。このような時代には、私の愛だけがあなたを救うことができると知っているから、私は来たのです。 

80 もし私があなたを愛していなかったら ── あなたたちが自分を破滅させることにどんな意味があるのだろう、あなたの痛みは何 

だったのか。しかし、私はあなたがたの父である。それゆえ、わが言葉の一つ一つに、また、霊感の一つ一つに、霊の命である真理の光を与えるのである。 

81 この言葉を聞いたあなたの心臓は速く鼓動し、あなたは大きな声で私の名を祝福するところだった。しかし、あなた方の魂をとらえた喜びの興奮を、あなた方の口から表現す

る必要はありませんでした。 

82 私はあなた方の主人であり、第二の時代に世界が犠牲にしたのと同じ者であり、今、同じ愛を持って人のもとに来ているのである。私は、十字架の苦悩の中で、愛への限りな

い渇きを感じ、人の側の慈悲の形や証拠となるはずの水の代わりに、軽蔑、軽蔑、無知のしるしである胆汁と酢を唇に受けた者である」。 

83 それどころか、魂に必要な平和を感じさせることで、人類を高揚させる新しいメッセージを持ってきたのです。 

84 「あなた方の愛、わが霊を身近に感じること、互いに愛し合うことのために、もう一度言います。 

85 あなたも喉が渇いています。痛みがあなたの心を焼き尽くし、信仰と希望と慰めと平安があなたの魂と心と心の渇きを癒すために、霊的な水の新鮮さを切実に必要としていま

す。 

86 強さを求めるのか？持っていってください。ヒーリングバームが必要ですか？受け取ってください。難しい問題があるのですか？解決策を認めます。貧しさを私に差し出すの

か？仕事と日々の糧に、鍵を持ち歩く。苦しんでいるのか？泣いて、そして私のマントで涙を乾かし、私の愛撫を感じ、新たな力で生命を蘇らせる。 

87 この日から、新しい人生を歩み始めましょう。私はあなたの勝利を喜び、あなたが障害を克服するのを助けるでしょう。もう一度言います。「私は道であり、真理であり、命

である」と。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 179 
1 私は選ばれた者たちを通して世界に語りかける。わたしのうちに自らを鼓舞する者は幸いである。彼らの言葉は花開き、雄弁であり、わたしはその中にわたしの知恵と意志を

知らしめる。 

2 太古の昔、知性と理性に恵まれた人間は、知識を得て、思想を形成し、主への礼拝を捧げ始めた。その霊が強くなり、大きな経験を経て成長したとき、私はアブラハム、イサ

ク、ヤコブを霊樹の模型と台木として送り出したのだ。彼から、創造主への真の崇拝と罪の除去を教えるという任務を諸国に伝える、力と力に満ちた十二部族が生まれた。 

人類の初期に、わが律法の最初の困難と悪い解釈を多く見たので、私はこの任務をイスラエルの人々に託したのだ。私がわが子たちに要求した霊的で単純で純粋な礼拝は、偶像崇拝

、無意味な礼拝、忌まわしい行為へと堕落していった。私は近くにいるのに、彼らは私を遠くに「感じ」、律法を果たしているつもりで罪を犯したのです。 

私が人類に預言者を送ったとき、彼らは彼らを見誤り、熱意と真実に満ちた彼らの言葉を聞いて、彼らは私に言った。"主よ、私たちはあなたに従うことはできません、道が遠すぎま

す "とね。しかし、愛であり、すべての子らを生かし、伴われる父なる神は、彼らが認められるのを待ち続けられたのです。 

3 今日、あなた方は第3の時代に生きている。選ばれし民よ、私はあなた方を同じ使命をもって送り出し、世界を目覚めさせ、助言することにした。あなた方が準備すれば、あ

なた方のインスピレーションは無尽蔵となり、1950年以降、私の弟子として、あなた方の言葉を通してその指示を知らしめ、それとともに、私の意志、私の啓示、そして私の慈悲を知

らせることになるのです。あなたの人に対する愛情が奇跡を起こし、絶え間ない努力を続ける人生を送ることになるのです。しかし、一旦、霊性化に向けて一歩を踏み出したら、まだ自分

の霊性を受け入れていない同胞に対して優越感を感じてはいけません。 

4 上へ上へと舞い上がり、魂を救うために下降する必要があれば、そうすればいいのです。羊飼いは、羊を救うために、羊の群れを形成する他の羊と一体化するために、羊が落

ちた奈落の底に降りていくように。良き羊飼いとなって、この教えで仲間の心を耕すことを学べば、それは命であり、上達であり、栄光なのだ。 

5 愛に対して心を閉ざしてはならない。愛を通して、あなたの父の無限の業を認識することができるだろう。 

6 愛する弟子たちよ、隣人の罪には寛容であれ。 

7 同胞の罪を裁かない人、スキャンダルを避ける人は幸いで、心の清らかさを示し、慈悲を行使する方法を知っているからです。 
8 裁く権利は、その方法を知り、真の愛で修正し指導することのできる方だけが持っています。今、人類が経験している苦悩の中で、私だけが判断する権利を有していると言え

るでしょう。すべての人の中で、私は一人の正しい人を見ないからです。 

9 もしあなたが徳を愛し、他人の欠点を憐れむなら ── 最終的に自分の魂を向上させるために人生のすべてを捧げるなら ── 

あなたは真の手本になることができるはずです。そして、もしあなたが作品、言葉、思考によって仲間の道を教え、啓発するならば、あなたは、彼が地上にいたとき、完全な裁判官となる

方法を示した神聖なマスターのようになる準備ができていることでしょう。 

10 私は大罪人を私の前に入れることを許した、男も女も。私は、偉大な偽善者が私の道を横切ることを許し、彼らが私を試し、質問し、馬鹿にし、恥をかかせようとすることを

許しました。私は、彼らが私の裁きに耐えられないこと、そして、すべての人がやがて私の神聖なるプレゼンスを感じるようになることをよく知っていた。あるときは文章で、またあると

きは視線で、あるいは沈黙で、人の心を動かすことができるのです。しかし、私の仕事には、謙虚さ、尊厳、愛、思いやりがあったことを知ってほしいのです。 

11 謙遜、善意、愛がイエスの正義の本質であったのに、人類にはイエスのような容赦のない裁きがなかった。真の愛、絶対的な純度、神の光に誰が逆らえるだろうか？ 

12 本当にあなたに言う、私の愛に対抗できる力はない。敵はちっぽけであることを証明し、反対勢力は弱く、真実と正義と戦おうとする武器は常にもろいものであった。 

13 神の正義に対して悪の勢力が行う戦いは、あなたにとって果てしない戦いに思えました。そして、あなたの魂が不完全な間に犯した罪は、あなたの美徳と私の愛に満ちた正義

が永遠に消し去る小さな汚点のようになるのです。 

14 清らかな水のようなわが言葉を受け入れる者は、もはや渇くことはない。私があなた方に与えるこれらの教えの中で、第三の時代の私を認識する者は、人類を待ち受ける大き

な試練の中で強くなり、滅びることはないだろう。 

15 驚かないように準備しています。信仰に火をつけて、たとえ暴風が吠えてあなたのランプを消そうとしても、見張りをして、注意深く守っていれば、暗闇の中にいることはな

いのです。 

16 今日、世界は私の教えを聞いても、もはや微笑むことはない。魂は、そのすべての業が裁かれなければならない主の大いなる日を生きていること、そして私のまなざしがその

存在の最も奥深いところを突き通すことを知っているのだ。彼女は、自分の収穫物には悪い種が混じっており、その実が自分に苦しみをもたらすことを知っているのです。彼女の良心は、

自分が神の指示に従わなかったこと、服従の道から外れたこと、それ故に自分の十字架が非常に重いことを告げているのです。 

私はすべての人に、愛と善行で満たすための杯を与えた。しかし、あなたがたは私に苦味と毒だけを与えるのだ。自分が死ぬと思うから排除したくなり、解毒剤を求めるのです。し

かし、私はあなたに言う、私のもとに来なさい、あなたはまだ命を取り戻すことができる。私の言うことを聞いて働きなさい。 

17 愛し、憎しみを追放し、善の道から足を遠ざける古い習慣を捨て去りなさい。すべての時代の言葉で、あなたの道を照らします。あなたの魂の底にある神聖な遺産を求め、モ

ーセを通して与えられた私の原則と、イエスを通しての私の言葉と模範を思い出してください。第三の時代に聖霊としてあなた方に与えられたわが啓示を思い出せば、あなた方がなぜ泣く

のかがわかるでしょう。しかし、私はあなたから杯を取り去り、私の平和を捧げます。 

18 今回の私の言葉には、イエスが教えたのと同じ本質があり、シナイで私が十戒として伝えたのと同じ真理があるのです。私に仕えようとする者は皆、私の道が隣人への愛に基

づく犠牲と献身の道であることをまず認識しなければならない。しかし、私はあなたがたに、あなたがたを真の生命に導くために、あなたがたのすべての功績を認めさせると言っているの

です。 

19 私の愛を感じて、善意の人たちよ、私のもとに来なさい。顔を上げて、約束を果たして人類のもとに帰ってきたキリストを見よ。 

20 それは祈りの中で私に語りかけ、私の教えに従うという決意を私に示し、試練の中で強くなり、落ち着いた姿を見せるのです。 
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21 この心からの謙虚な祈りに応えて、私はいつもあなたとともにいること、そして、あなたが経験する困難な時間において、この存在を最も実感できるようにすることを、あな

たに提供します。 

22 この時代の光は、人の精神を包んでいた暗いベールを破り、人の精神を縛り、真の道に到達するのを阻んでいた鎖を断ち切る。本当にあなたがたに言う。私の教えがあらゆる

分野の知識を探求することを禁じていると考えてはならない。なぜなら、あなた方の興味、感心、好奇心を喚起するのは私だからだ。そのために、私はあなたに考える力を与え、それが望

む方向に妨げられずに動くようにしたのです。私は、あなたが自分の道で見るものを理解できるように、知性の光を与えました。だから、あなたがたに言う。発見し、調査しなさい。しか

し、わが神秘を突き止めるためのあなたがたのアプローチは、敬意と謙虚さを忘れないようにしなさい。そうすれば、それは本当に許されることである。 

23 人の書いた書物を知ることを禁じたわけではありませんが、つまずきや誤りに陥らないように、訓練されなければなりません。そして、人間がどのように人生を始め、どのよ

うに葛藤し、どのようにここまで来たのかを知ることになるのです。準備ができたら、私の教えと啓示の泉に立ち返り、あなたを待ち受ける未来と目標を示すのです。 

24 各自、良心の赴くままに覚悟を決めよ。戦いの時が来ることを理解し、その時は庵の陰で瞑想するのではなく、世間と誘惑に直面し、その戦いから一瞬たりとも逃れてはなら

ないのである。 

25 もしあなた方が準備しないなら、もしあなた方が私の教えを理解しないなら、明日、人々の間に、偽りではあるが真実のように見える理論が生まれるでしょう。彼らは、私が

この時期に来たのは真理に従っていないことを証明しようとするからです。 

26 自分の力を自分のために使い、他人の作品を批判することでその力を無駄にしないことです。 

27 何度も言いますが、「団結せよ」です。しかし、私が皆さんに「団結」と言うとき、それは皆さんのコミュニティーのことだけでなく、この言葉は地球全体を包含しているこ

とを理解してください。 

28 私は、あなたがたに礼拝を捧げるために来たのではないことを自覚してください。第二の時代もこの時代も、私は、あなたがたがわが礼拝のために設けた集会所に、玉座や栄

誉ある場所を求めたことはない。今日、あなたがたは、地の宝や人間の虚栄心を私に差し出してはならないと言います。 

私の王国はこの世にないことを、あなたはすでに知っている。だからこそ、私は人となり、謙遜に生まれ、同じように生きて、天の御国を得るためには地上の権力や栄光は必要ない

ことをあなた方に証明するために、人となったのです。 

29 しかし、すべてが私のものであることをすでに知っているのに、どうして私に物質的な富を提供しなければならないのですか。私がまだ持っていないもの、あなたの愛を私に

与えてください。 

30 あなたの精神は私の一部であり、私のもとに戻らなければならないからです。しかし、それを救うためには、私が降り立つしかなかった。今日、あなたの精神は美徳によって

上昇し、私の胸に到達しなければなりません。 

31 わが弟子たちよ、あなたがたは、わが恩寵を得るために、わが前に喜ばれる思いと行いを自分のうちに求めているが、あなたがたの愛と努力を知っている私は、あなたがたの

求めるものを与える。あなたが私に求めるのは地上の財貨ではなく、はかない楽しみのために努力するのではなく、永続する楽しみのために努力するのです。あなたは、闘争から休息する

永遠の命への道を歩んでいるのです。 

32 あなた方は、私の言葉に含まれるエッセンスに満足し、あなた方が苦痛を受けたとき、その中に必ず永遠の命への道を示す光を見出すと思い、自らを慰めるのだ。この痛みは

、まさに魂の眠りや驕りを許さず、心を清め蘇らせる露のようなものです。 

33 私はいつでも、永遠の命について、魂が旅する終わりのない道について、魂が発展し、自らを完成させ、その主のもとに到達する道について、あなた方に話してきたのです。 

あなた方が理解し、従うべき模範を示すために、私は時代にやってきたのです。私はイエスの中に自分を限定し、人として生まれ、生き、神と人の法に従い、この世の苦難を感じ、

日々の糧のために働きました。しかし、この義務を果たすこと以上に、私は愛と柔和のメッセージを世界に伝えました。 

34 説教し、行動する時が来たとき、私はこの使命の遂行に精神を捧げました。 

35 身体よりも魂が大切だということを理解している人ばかりではありません。そして、私が与えたこの愛の教えのうち、あなたがたはほとんど実を結ばずに私に示したのです。

あなたの心はなんてか弱いのでしょう。多くの人が、私を愛していると言いながら、私の教えの恩恵を認識していないのです。 

36 当時、私が弟子たちに人類に戻ることを明かしたとき、彼らは私の予言の実現はいつになるのかと尋ねました。 

多くの人が私をすぐに予期していたが、この時ばかりは、すべての人々のために道を用意するために、裁き主として来たのである。もし、彼らが霊的な目を開くならば、私が「白い

雲」に乗って降臨し、そこから無数の光線を地上に放つのが見えるだろう。 

37 私は光であり、神聖な愛であるため、私の中に物質的な形がないため、誰が私の精神の本質を理解することができますか？私は貧しさの中であなたのもとにやってきました。

私が教えた徳は、第二の時代に説いたものと同じである。私はあなた方の心を私に近づけたい。そして、私の新たな顕現を認めてほしいのだ。 

38 恐れや不摂生から、メシアの到来を認めずにモーセの律法だけを発展させ、また、イエスを信じながらも、約束された慰めの御霊を期待しなかった人たちがたくさんいるので

す。今、私は三度目に降臨したが、彼らは私を予期していなかった。 

39 天使がこれらの啓示を告げ、その呼び声が会場を満たした。見覚えはありますか？私の存在を目撃するために、霊界があなたのもとへやってきたのです。書かれていることは

すべて実現する。解き放たれた破壊は人間の傲慢さと虚栄心を打ち破り、謙虚になった人間は──私を求め、私を父と呼ぶようになるのです。私を愛すれば、私を知ることができる。そう

すれば、あなた方の心から、国々の平和を願う声が湧き上がってくるでしょう。 

私はあなたたちを愛している。あなたたちが霊的に準備されて私のもとに帰ってくれば、私は人と契約協定を結び、父と子供たちに大きな喜びがもたらされるであろう。 

40 私を待ち望んでいた人々は、人間を通して与えられた私の言葉に驚かなかった。他の人々は、マスターがこのような形で世に知らしめるために再び来たことを否定しています

。しかし、私はあなたがたに言う。祈り、調べ、予言を研究し、あなたの心の奥底にある良心の声に耳を傾ければ、あなたに投げかけられるあらゆる質問にどう答えるべきかわかるように

なるのです。 
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41 私はあなたを祝福します、人々を。私はあなたを愛しているからこそ、あなたに命を与え、発展の道を励ましているのです。私は人間や下等生物に、生きるために必要な要素

を与えた。あなた方は私の中で生きており、私の意志に従うのです。木の葉はわが意志なくして動かず」と申し上げました。生きるためには、呼吸する空気、体を温める太陽、栄養を与え

てくれる水や果物があります。しかし、霊に恵まれたあなた方には、私の秘密の宝庫に入ることを許し、あなたの霊的上昇に必要なすべてのことを知ることができるようにします。あなた

の精神は死なないが、物質的な自然は今日存在し、明日にはもう存在しないのだ。なぜなら、わたしはそれを人間のしもべとするために創ったのであり、その使命を全うした後は、消滅す

るのだから。 

42 大地も植物も動物も、神様に感謝の気持ちを捧げる。すべての創造物は、その法則に屈服し、服従する。森の中の野生動物はお互いを愛し合い、同種の生き物を殺すことはな

く、殺すとしたら自分の栄養にするためである。彼らは仲間を尊重し、時間より早く増殖せず、互いを批判しない。 

しかし、あなた方人間は、意志の自由があり、自分の意志を持っているので、その逆のことをするのです。しかし、私はあなたの道を照らすために、良心と法を与えたのだ。目覚め

よ、わが指南の光に目を開けよ。あなたは私のところに来なければならないのに、どうして歩みを止めるのですか？人生の旅路を悲しむことなかれ。魂が私を求め、私を愛し、私を理解し

、その祈りと愛の労働に強くなり、復活することを許してください。 

43 私は、あなた方が熱意をもって私の律法を全うできるように準備している。そうすることで、仲間を指導し、彼らの支えとなることができるのです。 

44 私を父として愛し、私の創造物の完璧な働きの中に私を見てほしいのです。清らかな流れの中で、野の緑の中で、頬を撫でる空気の中で、星がちりばめられた大空の中で、私

を否定してはならない。 

私にこのような苦痛を与えないでください。 

45 私がどのようにあなたの魂を養うために、私の創造的な力を注いでいるかを見てください。私は身も心もハンセン病患者を癒す。肉体が生きるために栄養を必要とするように

、魂も精神的な栄養を必要とするからです。愛、父との交わり、義務の遂行を必要としています。この調和の中で、あなたは今日地上で、明日は霊の家で幸せに暮らすことができるように

なるのです。 

46 私の愛は、あなたとともにあります。私のインスピレーションは、そのために用意されたこれらの生き物の知性によって言葉に変換されるのです。彼らはわが通訳であり、彼

らの霊的な準備と能力に応じて、わが身を現す。皆さんは、私の声の担い手になることができました。人間は、わが神性の力を受け取るには小さすぎる。しかし、わたしは彼の理解器官に

限定された光線を送り、わたし自身を理解できるようにし、わたしの言葉が彼の唇を通して発せられるようにするのだ。私はあなたに言います：あなたのマスターの愛と、あなたの知識へ

の渇きを癒すための指導を受けに来なさい。 

恐怖を感じる人もいるだろうが、私は尋ねる。私はいつもすべてのわが子たちとともにあり、あなたがたが私を心に抱いているのに、なぜあなたはこのように恐れるのだろう。 

47 あなたがたに対するわたしの愛は大きい。だから、わたしはあなたがたをさまざまな地域や国から選んだのである。あなた方は、過去の時代に自分の使命を果たせなかったの

で、私との契約を結びました。 

48 あなた方はまだ完成しておらず、すでに時代の完成の中にいるのです。長い間、私はこの時代において、人間の仲介で話をしてきた。私はたとえ話であなた方に語りかけ、最

初の声の担い手によってわが言葉が伝えられ書き留められた文章を読めば、わが忍耐に感嘆し、あなた方の怠慢に苦痛を感じるだろう。人々の集まるすべての教会で、わたしはわが命のこ

とばを豊かに与え、あなたがたに言った、「同胞を理解するために、自分自身を研究しなさい」。彼らの痛みを感じ、私があなたを愛するように彼らを愛してください。 

49 私は、あなたの中にあり、私に属している私の霊の一部を、取り戻したいと思って来たのだ。私は宣戦布告をするために来たのだ──ただし、人類に対してではなく、罪に対

して、悪に対してである。自分の中ですでに繰り広げられているこの戦いに、あなたは強くあらねばならない。自分の才能を生かし、良いことをすればするほど、その才能は増え、無尽蔵

になるように。もし私があなた方に刷新について話すとすれば、それはあなた方が、私があなた方を飾り、あなた方が時代を超えて維持すべきであった優しさと純粋さを失ったからである

。 

50 私が「雲に乗って」やってきて、私の天使たちもやってくると言ったはずだ。これらの予言は当たっていないのでしょうか？私の霊界は、私の言葉をすべて語り、確認したの

ではないでしょうか？大試練がやってきて、地球を滅ぼす 

を振る。私は、あなた方が私を裁判官として求めるのではなく、父として、また主人として求めることを望んでいるのです。私は、あなたが王冠も笏も望まないように、真の人生の道、愛

と謙遜の道を示すでしょう。偉くなりたいなら、謙虚であれ。 

51 団結してほしい。1950年以降、あなたがたはもはや声の主を通して御父の言葉を聞くことはなく、あなたがたの魂はこの道を歩み続けるための励ましを求め、多くの者は

ペテロのように弱くなり、また他の者はトマスのように疑うようになるからである。しかし、誰がジョンを手本にするのでしょうか。もし、あなたがあの選ばれた弟子のように私を愛する

なら、あなたは私の栄光を見ることになり、私はあなたに言うだろう。祈れば、あなたの十字架を運ぶのを助けてくれるキレイモがすぐ近くにいるのを感じるでしょう。試練の中で献身的

に強くなれば、あなたの苦しみは軽くなる。 

52 私はこの国とその住民に私の教えを示す準備をした。人々が魂を高めて、来るべき時に第二のエルサレム、すなわち家父長たちと一体となる約束の霊の国を見ることができる

ように。私の意志は、この国で異なる人種が混ざり合い、戦争や紛争に疲れた人々が平和を見出し、私の教えを省みる場所を求めること、そして霊性を渇望する人々が私の霊の顕現によっ

て光と慰めで満たされ、地球の谷間から魂が宿り私の言葉の成就を経験する高次の生命への入り口を既に見ることができるようにすることである。 

53 私はこの国に輝きを与える。精神的な上昇だけでなく、物質的なパワーも手に入れることができるのです。その畑は肥え、その住人はエネルギーと道徳的な力を持ち、私によ

って鍛えられた精神は、高揚とわが掟の知識の証を示すだろう。 

54 そして、世の中の人がやってきて、あなたと一緒に私の仕事を熟考するとき、彼は自分の人生を改善したいという願望を感じ、彼の是正に役立つ自然の原理を探すようになる

でしょう。彼は律法を反省し、わが言葉を欲し、その魂は再びわが身に接するようになる。私は彼に密かに、そして愛情を込めて語りかけ、道の始まりに位置づけよう。そして、この道を

終えたら、私が待つ山に登るために登り始めるのです。 
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55 すべての人が、このとき、私の弟子であるあなたがたに話すのと同じ形で、私のことばを聞くわけではない。しかし、私を求める者は皆、私を見つけることを知りなさい。私

の霊感は私を愛するすべての人の中にあり、このことをあなたがたは証しする。もし、あなたが彼らの前に使命を果たそうとしたなら、愛と謙遜の模範を示して、彼らのために道を用意し

なさい。 

56 私に寄り添い、あなたの霊の目を開かせ、あなたの心で私の愛を感じさせ、あなたが聞いたこと、感じたことをすべてあなたの存在の中に保存し、明日、あなたが私の言葉を

思い出し、それを解釈するとき、あなたの仲間を指導することができるようにするのだ。 

57 これらの教訓は、私が今、あなた方の救いのために与えている知恵の書のページであることを見逃してはならない。 

58 私はあなたを受け取り、あなたの中で私の子供たちを受け取ります。私の知恵は、知覚と心を準備する方法を知っているすべての私の弟子の上に降り注ぐ。 

59 私は光と力、平和と愛として、あなた方のハートにやってくるので、人々に対して弱さを感じることはありません。 

60 あなた方は、世界に兄弟愛と平和を広めるという崇高な任務があることを知り、天の父の意志が成就するよう見守らなければならないことを知っているので、忍耐をもって自

らを武装するのである。皆さんは、まだ果たされていないこの使命を見守るセンチネルのような存在でなければなりません。 

61 私の声は絶え間なく人を律法の道へと呼び起こす。しかし、この時代、わが啓示を最初に受けたあなた方は、最後の一人となり、大勢の人々がわがもとに来るのを目撃するこ

とになったのである。しかし、あなたがたは、私を最初に認識した者たちに属するのだから、私の教えのまわりの模範となり、仲間のための杖のようになることが義務づけられているのだ

。 

62 私は、あなた方の任務の偉大さに鑑み、第三の時代の使徒となる勇気と信念がまだ不足していると見ています。皆さんにはまだ、弱さや絶望、自分自身との葛藤を感じる瞬間

があります。あらゆる障害を克服する。あなたの心は、すでに私の仕事の偉大さを感じています。私の言葉が励みになるとわかったのですね。私の教えの中で、皆さんは誘惑から解放され

るために祈ることを学びました。 

63 マスターは、あなたが時間を無駄にし続けることを望んでいないのです。人類がいかに進歩してきたか、その一端をご覧ください。しかし、私は彼らの進歩が完全であること

、人間の生活と精神的な生活が調和していることを望んでいます。 

64 この人生は、あなたの魂が進歩するための美しい機会なのです。出発し、成長し、進化する。創造物のすべてが、どのように進化し、変化していくのかをご覧ください。はじ

め、未熟なあなたは原子のようでしたが、私があなたに授けた知性のおかげで、ついに自然の持つ物質を手に入れ、それを利用するようになったのです。あなたがたがこの地に住み始めた

ときから、この地にはすでにあなたがたを待ち受ける律法が施行されていたのです。それ以来、父はあなた方に霊的生活を明らかにし、あなた方の浄化を達成するための闘争の後、休息と

安らぎを得るために到着すべきあの家へとあなた方を送り出しました。 

65 常に良心の声に耳を傾け、律法を果たしたかどうかを教えてくれるのです。 

(譬え) 

66 聞いてください：ある男が高い山にいました。山も森も道も知っていて、仲間の食料を求めてひたすら突き進む。ある日、孤独の中で、「私はお前を見ている、お前の苦労を

見ている」という声を聞いた。それが、私があなたのもとに来た理由です。私は、創造されたすべてのものの中で脈動する生命なのですから。 

しかし、聞け。立ち上がり、見て、あなたがたに属する者のところへ行き、あなたがたの聞いたこと、感じたが見えなかったことを伝えなさい。そして、あなたがすでに信じている

ことを彼らが確信したとき、彼らと一緒に民族の核を形成しなさい。彼らのために用意した土地の約束の実現への道を歩ませる。"この声を聞いたとき、その人は胸がドキドキして力が入

り、あえて顔を上げて、このように話しかけてきた人を見ようとはしなかった。未知の力が自分の中に入ってくるのを感じ、まるで天の光が魂に活力を与えてくれるかのようだった。 

その声が静まり返ると、体の疲れが取れていくのを感じると同時に、魂に責任の重さを感じた。 

その後、彼は自分のところに出かけていって、起こったことを証言した。正しい人だったので、皆は彼の言葉を信じた。男は言った、「私が聞いたあの声は、私に道について語った

のです。もしかしたら、どこかの大都市に通じているかもしれないし、広大なブドウ畑の土地に通じているかもしれない。" 

ある夜、彼がベッドで休んでいると、彼の霊の中ではっきりとした声がした--もはや感覚はない--

。それは私の律法の道である。"その後、彼はその戒めを聞いた。それは、すべての造られたものよりも神を愛すること、想像や迷信によって造られたものによって神を崇拝しないこと、

また、互いに愛し合うことを語ったものであった。これこそ、愛と善の道であった。 

男は目を覚ますと、これがすべて自分の霊に与えられた神の啓示であることを理解した。彼は再び夢で見たことを家族に証しし、信仰と従順に満ちて、部族をすべて統合し、強く大

きな国の種となるようにしたのです。 

(譬え終わり） 

67. モーセのことを語る今日の私のたとえ話であり、この時代の教会の指導者たちが持つその精神は 

沈黙のうちに祈り、父と交わった人、民を率いて砂漠の長旅に出た人、大勢の弱者を前にして律法の板を地面に叩きつけた人。 

68. 3つの時代が過ぎ、今日、私はあなたに尋ねます。あなた方の中で道を知っているのは誰ですか？永遠の声を聞くために、真に覚悟を決めた者は誰なのか。主よ、もし私の存

在があなたの仕事のために必要であるなら、あなたの意志に従って私にしてください」と、他の時代にあなたの兄弟たちがしたように、私に言うことができる人たちがどこにいるのでしょ

う。 

69. 今日、主人に対してこのようなことを言う者はいない。この時、あなたはどのように私の言葉を世界に知らせるのでしょうか。私の愛と純粋さの仕事を認めてもらうために、

あなた方が団結することが必要なのです。儀式やシンボル、信条によってそれを提示しても、仲間の魂を揺り動かすことには成功しないでしょう。一方、もしあなたが自分の作品で愛の模

範を示すなら、私の律法は認められ尊重されるでしょう。 
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70. 私の言葉を研究しなさい。その中に父の声を聞くことができ、それは常にあなたの良心を通して道を示し、あなたがその上で徐々に到達しつつある完全性をあなたに見させる

であろう。 

71. あなたが人間の体を研究して、その姿に驚くように、それは人間の外形に過ぎないのだから、魂の観照と研究に没頭すべきである。そうすることによってのみ、その偉大さを

認識できるからである。 

72. 戦え、たとえ戦いが激しくても、私の真実を証言することに飽いてはならない。自分を犠牲にしてでも、善を行え。あなたには、仲間を救うという使命があります。 

73. 私はあなたに祝福と許しを与えます。 

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 180 
（第二次世界大戦中に与えられた） 

1 愛する弟子たちよ、あなた方が私の言葉を理解し、私の教えを理解するために、私はあなた方に光を与える。 

2 労働者」は、豊かな収穫をもたらすために、信仰と願いをもって種を植えるべき畑を耕し続けなければならないのです。しかし、師は告げる。種が腐らないように、そして愛

情を込めて育てた土地に見合った実を収穫できるように、土選びには気を配りましょう。 

3 皆さんは「わたしの畑で働く者」になることができますが、その前にこの使命を感じ、理解することが必要なのです。この指導の目的は、無知な者の暗い目隠しを取り除き、

「足の不自由な者」を歩かせることで、彼らが仕えるべき唯一の神が私であることを示すことである。だから、私はあなたがたに言う。あなた方が光に目を向け、無知であったことを謙虚

に告白したのだから、私はあなた方が他の人たちの模範となるように準備しているのだ。私も同様に、あなたを通して種をまき、私の慈悲の実を刈り取ろう。 

4 あなたの仲間は、この教えをどのように受け取ったのか、私の顕現はどのように進んだのか、なぜこの道を歩んでいるのか、と尋ねるでしょう。どの質問にも、絶対に正直に

答えるべきです。真理を守らなければ、強くなれず、敗北してしまうからです。そうすると、種が発芽しないのです。 

5 そのとき手ぶらであってはならないし、私の道に従うためにあなた方を世から離し、あなた方を「私の弟子」と呼んだ後、あなた方の闘争の果てに収穫のない状態であってほ

しくもない。あなた方が試練に耐えるだけの強さ、心の平安、知識を得るために、私の仕事を研究し、理解することによって守ることを学ばなかったからといって、失望と苦渋を刈り取る

ことは公平ではないでしょう。 

6 私の教えは一つの教訓であり、あなた方が理解できるように様々な形で表現されており、あなた方が付け加えることは何もない。しかし、律法とはいえ、それを強制するつも

りはありません。なぜなら、表向きは律法に従っているように見せかけて、心の中では律法を破っているという偽善に陥ってしまうからです。 

7 良心は善と悪、善と悪を見分けることができるからだ。この光に導かれば、惑わされることもなく、無知と言われることもない。霊能者は自分の存在に創造主の光を宿してい

るのに、どうして隣人を欺いたり、自分自身を欺こうとしたりできるのでしょうか。 

8 その時、一人の金持ちの青年がイエスに近づいて言った。"先生、私は教えに従ったので、先生の約束された御国にふさわしいと思います。"イエスは彼に尋ねた。 

9 "律法を守っているか？"そして、若者は答えた。「はい、主よ、私は断食をし、仲間を大切にし、誰にも害を与えません。 

を悪とし、私の財産の一部を寺院の支援に充てる。" 

そして、イエスは彼にこう言われた。"もし、私について行きたいのなら、自分の持っているものをすべて捨てて、師匠について行きなさい。"と。しかし、青年は世に所有するもの

があまりに多かったので、その富を手放さず、主から離れることを好んだのです。彼は私の掟を満たしているつもりで、自分自身を欺いていたのです。 

10 積極的に隣人愛を実践し、この美徳を発揮しなさい。しかし、それを自慢してはいけない。 

11 弟子たちよ、もしあなたが誤りや過ちを犯したくないのなら、自分の行動を良心の光に照らして吟味しなさい。そして、もしそれを曇らすものがあれば、自分自身を徹底的に

調べれば、その汚れを発見し、それを修正することができます。自分の中に鏡があり、そこで自分自身を見て、自分が純粋かどうかを確認することができるのです。 

12 霊能者は、その行為によって認識されるべきであり、それは純粋であるために、良心によって指示されなければならないのです。このように行動する者は、私の弟子を名乗る

にふさわしいと感じることでしょう。 
13 誰が私を欺くことができようか。誰もいない。私は、あなたが何をするかではなく、それをする意図であなたを判断します。私はあなたの良心の中にいて、それを超えている
。私があなたの行いとその動機を知ることができないと、どうして信じられますか？ 

14 あなた方の悪業のために、私の作品が攻撃されることのないよう、戦いの準備をしなさい。多くの場合、私の仕事が人類に認められるか否かは、あなた方次第だからです。 

15 しかし、私の仕事は真理そのものであり、汚れのない純粋さであるから、それを無効にできるものがあるだろうか。しかし、それでは功徳を積んだり、魂を高めたりする機会

を逸してしまうことになります。 

16 私の真理を知らない者がいるとすれば、それはその者が真理に関心を持たず、愛を渇望するすべての唇にその澄んだ水を注ぐこの泉から飲んだからだ。 

17 私が家長たちに、預言者たちに、そして義人たちに明らかにした真理は、今日、あなたがたに明らかにするものと同じである。今日、あなた方が受け取る私の教義は、すべて

の時代の法則であり、私はそれであなた方に上昇する道を示し、あなた方がゴールに到達するまで人生の旅を続けることができるようにしたのである。私の教えの中で、私は真実の説明が

ないものをあなた方に話したことはない。しかし、もしあなたがたが、異なる複雑な説明をし、わが教えを変更したり、その説明を必要とする人々に誤った解釈を与えたりするならば、あ
なたがたは悪い収穫を得ることになるのです。 

18 伝え方、話し方に気を配る。あなたはとても大きな贈り物に責任があることを理解してください。 

19 私は種の所有者であり、あなた方は労働者である。もし、怠慢で自分の仕事を果たさない者がいても、もし、道から外れる者がいても、あなたがたをどこにでも呼び寄せる私

を責めてはならない。救いを得ようとする者は、それなりの努力をしなければならないことを自覚すること。 

20 見よ、わたしはあなたがたの心に目を向け、あなたがたはわたしを感じて、こう言うだろう。"ご主人様、私はあなたに従います" 

21 よく聞いてください。父はいつでも、メッセンジャーたちへのメッセージを通して、人類にその愛を伝えてきました。あなたが今この瞬間まで理解し、感じようとしているこ

の愛は、あなたをいつも撫でてきた愛そのものなのです。 

22 この光であなた方自身を満たしてほしい。愛がなければ、私に届くことはないのだから。この力なくして、わが栄光を把握することはできない。 

23 私の言葉は、あなたが愛に目覚めるように、そして、もしあなたが世の中の富を得るためだけに生き、心と魂がその能力を開発するための空間と時間を残さないなら、彼らが

開発の道を展開しないことを理解するように、あなたの心の最も柔らかい糸に触れています。 

24 あなたの心を驕らせてはならない。それは、万物がそこから生まれ、万物がよみがえる神の永遠の炎を象徴するものだからだ。 
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25 精神は心を使い、肉体を用いて愛する。もしあなたが物質の法則に従ってのみ愛するならば、あなたの愛は限定されているので、はかないものになるでしょう。しかし、霊的

に愛するなら、その気持ちは、永遠で完全で不変の存在である父なる神のそれと同じである。 

26 すべての生命とすべての被造物は、永遠の生命を持っているので、御霊と関係があります。自分を制限せず、私を愛し、自分を愛せ。なぜなら、あなた方は、愛することに限

界を知らない「存在」という神の閃光を持っているからである。 

27 存在するすべてのものは、あなたのためにあることを理解しなさい。ちょうど、すべてのものがその運命に従って、創造主への絶え間ない賛辞と敬意を表しているように。 

28 私はすべての存在からその果実を受け取るが、すべてのものは私から生命を与える力を受け取っている。 

29 私の教えを広めようとするとき、魂もすべての被造物と同じように進化の法則に従うということを知らせるためだ。 

30 「開発 "とは、進歩、上昇、変化、完成を意味する言葉であり、魂と向き合えば必ず出てくる言葉である。 

31 人間はいつになったら偏見から解放され、もはや形にこだわることもなく、自分を取り巻くすべてのものを自分より偉大だと思えるようになるのだろうか。そして、彼が精神

の自由を獲得したとき。 

32 さて、あなた方はよく理解できるだろう、私がいつも知恵をもって人に自分を知らせたのは、限られた心に囚われた魂を解放するためだったのだ。 

33 この時代には、まだ心が狭く、ひらめきのない人たちがいます。しかし、多くの人は原始時代と同じように考え、生活している。 

また、科学の分野で大きな進歩を遂げたが、その際に、知識の頂点に達したと思い込んで、虚栄心と利己主義で自らを切り捨ててしまった人もいる。しかし、彼らはその精神的な進

歩の途中で立ち止まってしまったのです。 

34 この時代に私の話を聞き、私の教えの中で「霊」という言葉が絶えず繰り返されているのを聞いたあなた方に、この言葉が含む偉大さと光は、ひとたび理解すればこの人類を

揺るがすことになると言います。 

35 謙虚さを正しく理解することで、この恵みにふさわしい自分を作り続けてください。「謙虚さ」とは、貧しさや物質的な貧しさを意味するものではありません。 

36 あなたがたは、現世の苦しみの中で、金床の鋼のように自分を強くしてきたのだから、道徳的な強さを保ちなさい。 

37 運命の出会いに同意しているようですね。もし、あなたの過去が辛かったのなら、それ以上見ないことです。それを忘れて、今を平和に生きる。未来を恐れるな。"明日 

"は私なのだから。 

38 私の予言はすべて実現し、あなたのこの小さな国は、人類から「約束の地」とみなされるようになるのです。私は、彼女の中で心が平和を感じ、魂が啓発されるように見守り

ます。他国の高位な統治者が彼女のもとにやってきて、彼女の懐で奮い立ち、愛を持って統治するようになるでしょう。 

39 イスラエルの失われた部族」は、私の慈悲によって用意されたこの地に集い、私の平和を感じるようになるのです。 

40 覚悟を決めなければならない。仲間はあなたに振り向くのだから。いつ、どのようにしてかは分からないが、私の言葉は必ず実現する。 

41 ですから、あなたがたの同胞が、主の懐にたどり着いたと感じられるよう、団結して、私の言うことを受け入れてくれるよう、お願いします。 

ウィルは 

42 未来のすべての出来事を前もって知らせておく。その「部族」については、私の知恵に動かされて、あなたが受けた遺産を受け取るようになると、私はあなたに告げます。偶

然に来るのではなく、わが言葉が成就するのを見るために、あなた方が団結することが必要なのだ。 

43 第二紀では、皇帝がパレスチナを支配していたため、パレスチナは分裂していた。イスラエルの民は異教徒の奴隷であり、その肩には暴虐のくびきの重荷を感じていたのです

。 

44 その時、まさに神の子が人々の前に現れたのである。 

45 あの民族には、どれほどの痛みがあったことか、どれほどの身勝手さがあったことか......。しかし、わが言葉は聞き届けられ、その蔑ろにされた民のすべての傷に膏薬のよ

うであった。私は彼らの愛の渇きを癒した。だから私を信じる者たちは言った。「ナザレだけが愛の方法を知っている」。それなのに、私は判断を誤りました。 

人々が私に犠牲を捧げさせたとき、彼らは私に尋ねた。"イエス様、あなたに従ってきた人たちはどこにいるのですか 

"と。その時、私はエルサレムを見て、「まだ種が発芽する時期ではない」と言ったのです。しかし、やがてその時が来て、人類はその実を知ることになる。"そして、本当に──私の出発

の後、私の弟子たちは出発して、私の言葉を知らせた。 

46 今、私はあなたに言います。一九五〇年には、わが言葉に従わない者たちが現れ、あなた方の間の不従順と不和である犠牲の死を、再び私に受けさせるだろう。その時、私は

当時と同じように言うだろう。"私はこれらの心に私の種を置いた。それは花開き、その実から国々は食べるだろう。"彼らは聖書に記された私の言葉を知るようになるのだ。 

47 このレガシーはあなたのためにあるのです。常に自分の道に良いものを蒔くということを忘れないでください。 

48 キリスト教世界では、約2000年前にゴルゴダで起こったドラマを思い出すことに心を傾ける日が近づいている。そして、ある人は、自分の生活の行動が良心と調和してい

るか、誘惑に弱くなっていないか、反省するのです。 

49 しかし、今、私の話を聞いているこの人々は、カルバリーで流されたその血が今も人の心の中で有効であることを理解しているので、十字架につけられた像を観想する必要は

ないと感じているのである。それは、使命を果たす方法を示すために「水を差した」のだから。 

霊能者はそのドラマを追体験する必要はなく、霊に存在する栄光を感じ、それを見るまで霊的に舞い上がることを学んでいるのです。誰が好き 

トーマスは疑っていたが、私は彼にイエスの傷に指を入れさせ、まだ新鮮で、無尽蔵の源のように、すべての魂に愛と力を注ぎ続けるわが血を見ることを許したのだ。 

50 私はあなたの近くにいて、あなたの最も秘密の考えさえも知っていること、私は遍在しているので、あなたがいるところにはどこにでもいることを伝えました。私は、ひらめ

きや光り輝くアイデアを通して、あなたの心を照らす光です。 

51 私はあなたがたの中にいる。私はあなたがたを動かす霊であり、あなたがたを裁く良心であるからだ。私はあなたの感覚の中に、あなたの身体の中に、すべての創造物の中に

いるのだから。 
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52 そうすれば、この世を去る瞬間が来たとき、あなたは霊的生活に完全に入ることができ、感覚世界が残した印象によってあなたの魂が乱されることはなく、無限の純粋さの源

である私にもう一歩近づくことができます。 

53 この一歩を踏み出すのにどれだけの時間が残されているかはわかりません。だから、気をつけなさい。誘惑があなたをつまずかせようとするからです。私はあなたを準備し、

私の慈悲があなたを嵐から救い出すことを約束する。あなたが倒れそうになっているとき、わたしはあなたに助けを提供しよう。わたしは父である。あなたがたが悔い改めてわたしのもと

に来るときはいつでも、わたしはあなたがたを受け入れ、あなたがたの功績にしたがって報いを与えるであろう。 

54 自分たちの生活を振り返り、検証する。魂の光であなたを照らしてください。あなたの精神的な進歩を確認させます。 

55 私の言葉を正しく解釈し、理解すべきはその形ではなく、それが含む意味とそれが指し示す目標であることを知ることです。私の声の担い手は間違いを犯すことがありますが

、神から出たものは純粋であり、汚されることはないのです。 

56 私はあなたに種を与え、そこから豊かな収穫を得るようにした。私を手本として、人生の道を歩む仲間に愛と慈悲を広めてください。そうすれば、人類はあなたが獲得した信

念と強さを認識することになるでしょう。 

57 私に最後まで従った人たちが理解し解釈した、私の仕事の意味を理解するようにしなさい。 

58 自分の心を聖域として準備し、父の訪問を待ち、父があなたの愛の暖かさを感じることができたとき、あなたは本当に「ひばり」があなたとともにあったと言えるのです。男

も女も子供も私を取り囲み、皆、命の木の上の巣のようなものです。 

59 あなたは絶え間なく歩き回り、ある木の根を地中に探し求めてその果実を判断し、しばしばその根から齧る虫を発見しました。そして、あなたがたは山でも谷でも、父のよう

な、あるいは少なくとも親しみのある声を聞いて、不安から救い出し、真理の道に導いてくれることを期待して、私を求めたのです。今、あなたはわが言葉を聞き、わが教えを聞くことを

許されていることに感謝する。それは、あなたが現在持っているものよりもっと完全な霊的コミュニケーションに備えるためである。 

今日、私はあなたに理解されるために、自分の光を制限しなければなりません。しかし、あなたの魂と心が、私の知恵を直接受け止めることができるようになる時が来るのです。子

どもたちには愛撫を、疲れたお年寄りには子どもたちの愛情に満ちたまなざしを、彼らはそれによって、疲れと悲しみに満ちた心に一筋の光を感じているのです。しかし、その後、すべて

の人は自分の人生の道を照らしてくれる光を求めて旅立つことになる。 

60 今、多くの子供たちに、私の教えを聞きたいと思うことがあるかと尋ねたら、彼らは、自分にはその価値がないと答えるでしょう。しかし、私の子供たちの中で、私の話を聞

く価値のない者は一人もいないと言うのです。正しい者はその神に耳を傾けてリフレッシュし、無知な者は師の教えを学んで魂の発展を遂げ、罪人は父に耳を傾けて悔い改め、自らを新し

くするために、すべての者がわが言葉を必要としている。 

61 私のところに声がして、「私が地上でどれほど弱いか、私の魂がどれほど汚れているか、来て見てください」と言うのです。あなたが私を愛し、私を許してくださること、私

の暗闇の中の道しるべであり、孤独の中の助け手であることを私は知っています。私を助けてください。この時間の試練の中で、私は死の苦しみを感じているのです。" 

62 誰がこのように私に語りかけるのか。誰がこのように慈悲を求める声を私に届かせるのでしょう。ハートでしょうか？いや、人々よ、私が愛であることを忘れていないのは、
人類である。自分の恥部を認識し、救済を求めるのです。 

63 あなたが霊界を離れて地上に出たときから、私はあなたの旅立ちに涙しました。それ以来、私の涙と血であなたの罪を許し、私の優しく穏やかな声で、あなたの人生の旅立ち

を常に助言してきました。私の影は、すべてあなたについて行きました。現実に寂しかったのは私であって、あなたではありません。あなたが去ったとき、あなたは強いと感じ、もう私の

援助は必要ないと信じていたからです。あなたの道は自由意志のものであり、あなたの感覚はあなたを取り囲むすべてのものを吸い込み、触れるために広がり、あなたの目をもう一度私の

方に向けるために非常に低くならざるを得ませんでした。 

そのときでも、あなたは自分が座っているテーブルの父がいることを思い出したのです。その時、あなたは主に呼びかけたが、私はすでに以前からあなたを呼んでいたので、あなた

の呼びかけを聞かなかった。 

私の食卓での存在感。私は、幼い頃、無邪気な心で、道も知らずに去っていく我が子を見る父親のように、あなたを求めていたのです。 

64 わが言葉を理解するならば、危険と誘惑に満ちた道を歩ませるためにあなたをこの世に遣わされた父の意図は、あなたがその道で道を見失うことではなかったと理解できるだ

ろう。それは、あなたが魂の成長のために必要なレッスンを受け、あなたに欠けている経験をさせ、最後にあなたが光に満ちて私のもとに帰ってくるように、あらかじめ設計されていたか

らです。 

あなたの魂が私から生まれたとき、それは風が炎に変えなければならない火花のようなもので、あなたが私に戻るとき、あなたの光は神性のそれと一つになる。 
65 私は新しい山の頂上からあなたに語りかける。そこで私はあなたを待っている。本当にあなたに言う。あなたが到着した日、この領域では祝宴が開かれます。私が事前に描い

たのではなく、人間が作り出した道だ。あなたは私にこの道を歩ませてもくれた。しかし、それ以来、犠牲と苦痛の道は、わが血によって栄光を得ることができた。 

66 鐘の音を聞くように、私の声を無限に聞いてください。 

67 今は裁きの時であることを忘れてはならない。地球は、人間が地球とその自然の王国を悪用したことを、自ら説明することになるでしょう。破壊されたものはすべて、あなた

の責任を問うものであり、それによって人々は、自分たちが創造主によって愛の意図をもって創造されたこと、そして、自分たちを破壊しうる意志そのものが自分たちを気遣い、守り、祝

福してくれていることに気づくのです。 

68 この星を冒涜し破壊したものが、その責任を問うとき、魂は冷静にこの星を去ることができるだろうか。彼らは、自責の念、物質主義、そして私の掟に背いた人生の結果が、

暗い霧の雲のようであり、それが彼らの中で光となり、彼らが破壊したすべてを回復し始めるまで、苦痛にさまよう世界を創造しなければならなかった人々なのだ。 

69 見よ、ここに師が再び弟子たちの間に現れた。 

70 今日、私は短い時間ではありますが、落ち込んでいる人たちに信仰を与えるためにやってきました。 

71 もし私があなたのところに来たのなら、私のところに立ち上がるすべての人のところにも来るだろう。私の愛、私の光はすべての人のためにある。 

72 主が弟子たちの間に現れると、あなた方は魂に限りない喜びを感じ、私の出現が短くても、あなた方は満足した様子を見せるのです。 
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73 あなたが私の声を聞くとき、またあなたが祈りの中で私を求めるときに経験する平和と喜びを、あなたにも感じてもらいたい。 

74 世界が混乱し、国々に混沌の影が落ち、戦争が人類を揺るがす中、「神に不可能がないのなら、なぜ戦争を止め、平和に満ちた新しい世界を創らないのか」という声が聞こえ

てきます。しかし、人の中に戦争があるように、人の中にも平和があると、私は言っている。人は皆、厳しく賢明な良心を持っており、これによって自分に有益な道を選ぶことができる。 

75 すでに世界では、新たな戦いが始まっているのです。国を挙げて、敵を倒すことを目的に戦っているのです。また、民族を服従させ、奴隷を維持するために優越性を追求する

者もいれば、自分の民族がすべての中で最高であることを証明するために努力する者もいる。しかし、その盲目のうちに、すべての者を待ち受けている深淵を認識することができない。 

76 この暗闇と混乱の中で、あなたの思考を一筋の光のように透過させなさい。そして、試練の時にこそ、仲間の考えを明確にすることができるのです。そうすることで、私が命

じた使命を果たすことができるのです。 

77 自分の情熱をコントロールするために強くなり、そして、どちらかの味方にならないようにする。あなたの心は、万人に対する慈愛と兄弟愛で燃え上がり、この人類を苦しめ
る苦しみと苦難を内心で分かち合わなければならないのです。そうすれば、あなたの心臓は私と一心同体で鼓動することでしょう。 

良いことをすれば、必ず報われる。それとも、人々の間に平和が訪れることが、あなたがたの祈りの報酬になるとは考えないのですか。 

78 見よ、私があなたがたに求めるのは、犠牲ではない。私はあなたがたを、解き放たれた大群衆の中で宣教するために送り出すのではないし、あなたがたを異教徒の手に渡すの

でもない。今、あなた方は自分の心を清め、それで仲間の道を照らすことができればよいのです。 

79 最も魅力的な形に包まれて現れる力を持つ誘惑が、あなたの善意から目をそらし、義務を果たすのを妨げないように、戦い、祈り、見守るのです。それと一緒に戦うことを学

び、それを打ち負かす。眠らないでください、彼女は最後まで戦いますから。 

80 この敵は目に見えないので、あなたの闘いは想像以上に大きなものです。あなたがたはしばしば、多くの場所で彼を探しながら、自分の中に、自分の感情の中に、自分の情熱

の中に、彼を隠しているのです。この戦いのための武器は、祈りに勝るものはありません。 

81 お父様からのご助言です。それは、私の愛を与え、あなたに救いを与える完成への道を示すことです。 

82 追憶の日々には、どんなに辛い心も私の存在を感じるのです。この新しい時代の到来を告げる神の鐘の音は、無限に響き渡っているのです。しかし、この人類の心は、なんと

いう聴覚障害者なのだろう。 

83 そのとき、人々が目覚めて、わが言葉を求めてやってきても、私はもうそこにはいないのだから、すでに手遅れなのだ。そうすれば、彼らはわが顕現の証しを受けるだけでよ

いのです。多くの者は、わたしが自分を知らせた場所でわたしを訪ねず、わたしの声を聞かなかったので、自分自身に不平を言うだろう。 

84 今、人類は大きな試練に見舞われています。世界のあらゆる場所で、嘆きがある。その理由は、魂が他の時代に蒔いた実を刈り取るために地上に来たからである。もし、私が

このことを明らかにせず、あなたがたの働きの実りを刈り取らせなかったとしたら、私はもはや完全ではありません。しかし、私はこのメッセージの光を通して、人々に装備を与えること

もしています。 

すべての耳に、わが帰還の知らせと、私が人類に残した教えが届くだろう。私の弟子たちは、病人に癒しのバームをもたらすために旅立ち、彼らは十字架の重荷を負った人たちの十

字架の担い手となるのです。私が去った後も忘れないように、よくこれらの指示を繰り返しています。 

85 強くなれるように見ていてください、祈っていてください。しかし、主との完全な交わりを得るために、霊をもって祈りなさい。祈りの瞬間に霊感で受け取ったものが現実の

ものとなったのを見たとき、それはあなたがマスターと霊的な交わりをした瞬間であることの証明になるでしょう。 

86 あなたの私を求める方法、祈る方法を完全なものにしなさい。覚えておくように：あなた方の会議室でわが言葉が聞こえなくなったとき、教会の男たちはあなた方を奪還しよ

うと動き出すだろう。そして、この光に目をつぶり、受け取った課題を脇に置き、代わりに儀式を行うことで満足することができるでしょうか。 

87 私が時々、あなた方が中傷され、迫害されていることを話しても、恐れてはならない。ただ、私の神の掟を全うし、地球の法則に従うならば、何も恐れることはないと言って

いるのだ。 

88 私があなた方を "弟子 

"と呼んだとき、あなた方はこの称号をどのように威厳を持って持つべきかを知っていたことを、この間にイエスの言葉を無駄に聞かなかったことを、今もう証明してください。あなたの

行動の真実と純粋さを見れば、最も頑固な者もひれ伏すでしょう。そして、宗教的教義と思想の対立の時が世界に訪れ、人々がわが霊的教えの宣布に最も強く反対するとき、私があなた方

に与える奇跡は最大となり、それらの証明は世界を震撼させることでしょう。 

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 181 
1 あなたたち大勢の聴衆よ、光のもとに来て、しばらくの間、肉体の目を閉じ、あなたたちのもとにやってくるわがプレゼンスの輝きを霊とともに見よ。それは愛と叡智の神聖

な光であり、衣服としてあなたに与えたいものです。無知、狂信、悪意という闇を払拭する光です。 

2 あなた方が肉体の休息と魂のケアに捧げたこの日に、私の指示を与えます。一週間の労苦を休んで、労働の成果を刈り取り、旅を続けるための力を蓄えるのが7日目である。 

3 この日は、あなたの進化の第7段階、つまり最後の封印が開かれ、人生の長い旅路の後にあなたが休息する日の象徴として受け止めてください。 

4 多くの人は、私の光は私の言葉が現れている場所だけに降り注いでいると思っていますが、実は、私の霊的存在はすべての人とともにあるのです。だから、私が送る光を「ユ

ニバーサル・レイ」と呼んでいるのです。なぜなら、声を持つ者を通して輝く瞬間、すべての生き物はそれをさまざまに感じるからです。そうです、私は全知全能ですから、さまざまな形

で自分を現しますが、そのすべてが霊的なものなのです。「第二の時代、あなたが私を人間として見たのは、私があなたの心に届こうとしたからです。しかし、今、あなたは、私が霊的に

来るのを「見る」のです。 

5 あなた方は私を「救世主」と呼んだ。そしてこれからも「救世主」と呼び続けるだろう。 

6 あなたや全人類を苦しめる試練を呪ってはならない。それらを神の罰、怒り、復讐だと言ってはいけない。このような苦悩があるからこそ、人類は救いの港に近づくことがで

きるのだと、私は言っているのです。 

7 正義、償い、教訓と呼べば、それが真実で正しいことになる。怒りと復讐は、心の平和、調和、完全性からまだ遠い存在にふさわしい人間の情念です。私のすべての仕事を決

定しているあなたへの愛に、「罰」という下品な名前や「復讐」というふさわしくない名前を与えることだけが、あなたにとって良いことではありません。 

8 あなた方が自ら茨の道や暗い淵に入り、私の愛の呼びかけにも良心の声にも耳を傾けなかったからこそ、痛みがあなた方を助け、目覚めさせ、止め、正気を取り戻させ、真の

道に戻らせるために必要だったのだと考えてください。 

9 暗闇には痛みがあり、光には平安があることを認め、自分の目指す精神状態を自主的に選択できるようにする必要があったのです。 

10 あなたがたが苦痛に負けるのを許し、あらゆる試練に含まれる教訓をそこから学ぶ代わりに、泣き、呪い、あるいはただ苦痛の終わりとして死を待つことに満足しているのを

見たとき、私はあなたの心に愛情を持って接し、慰めと希望を与えて強くし、その弱さと信仰の欠如を克服し、試練に打ち勝てるようにするために、あなたに近づくのである。その勝利の

中にこそ、平和と光と精神的な幸福があり、それが真の幸福だからです。 

11 そのために私は来たのだ、人々よ、あなたがたを覆っていた果てしない夜を取り除き、輝きに満ちた新しい日を与えるために。私の言葉は、あなたの心の氷を溶かし、霊的な

ものを感じ、すべての善のために鼓動し始めるという奇跡を起こしてくれるでしょう。私の言葉は、あなたの魂が投獄されているのを見た牢獄の鉄格子を開くだろう。しかし、あなた方の

仕事はもう一つの奇跡を起こすこと、つまり、あなた方の仕事の功績によって平和と昇天を達成することです。 

12 そのとき、あなたが足を痛め、血と涙の跡を残し、苦しみの杯を飲み干した道は、どんなに遠くなることでしょう。 

13 私の神聖な願いは、あなたを救い、あなたを光と美と愛の世界へ導くことです。そこでは、魂の高揚、感情の高揚、完全性の理想のために、あなたは喜びの振動をすることに

なるでしょう。しかし、この神聖な願いに私の父なる愛を認めないのですか？このことが分からない人は、間違いなく盲人である。 

14 ある者は、知性で私を把握し、この方法で私を理解できると思っていると主張する。また、さらに未熟で物質主義的な人々は、私を信じるために、人間の姿の私を見たいと願

っています。しかし、この感覚は、信仰と精神化によってしか現れない。 

15 真に高みを目指す弟子たちは、私の精神にどれほどの喜びを与えてくれることでしょう。彼らは、世の中から見れば取るに足らない愚かな存在ですが、自分の心の中に私の存

在を感じ、私のインスピレーションを解釈し理解し、私の意志が彼らに与えるものと同意する方法を知っているからです。 

16 そうすれば、あなた方すべてが私を感じ、私の恩恵を享受することができるだろう。見よ、わが教えによって道を切り開いた私は、わが道を歩むためにこの時代に召された若

い者たちの中の、わずかな心の者たちであるあなたがたに目を向ける。 

17 私があなた方に与えるこの光の言葉は、第三の時代においてあなた方に栄養を与える霊的なパンです。私の子供たちは皆、信仰の確信の中で、このことを切望しています。 

食べ物 ── 外見上の形もあれば、意味上の形もある。私は愛を持ってすべての人を受け入れ、すべての人に私の恵みを与えます。 

18 私は、主の晩餐のとき、使徒たちに「パンを取れ、それは私の体である」と言った。私の血であるぶどう酒を飲みなさい。私の旅立ちの後、この教えを思い出すのです。" 

19 今、私はあなたに言う。永遠の命である私の言葉を受け止め、その意味を守りなさい。1950年以降、その声が聞こえなくなったとき、それを思い出し、自らを滋養するの

だ。私の弟子たちが、私の教えによって自分の生活を整え、謙虚にそれを広める方法を知っていたように、あなたたちも、飢えているすべての人にこの魂のパンを届けることができるよう

に、そうでなければならないのです。私の言葉は過ぎ去ることなく、全人類に聞かれると書いてあるからだ。 

20 私の言葉を聞きなさい。そうすれば、その本質に神の恵みのパンを見いだすことができるでしょう。あなたがたに言っておくが、父の愛を欲しなさい、地上での生活に必要な

ものは、その上に与えられるからである。 

21 この種については、私がいつでもあなたに託したのだから、あなたは私に答えなければならないのです。誰が自分自身について、自分の任務を果たし、あらゆる汚点がないと

言えるだろうか。 

22 慈愛を実践することは、あなたの運命の最高の仕事です。作品に、言葉に、そして思考にさえも広めてください。愛を持って発信された思考は、あなたの仲間に安らぎをもた

らします。 

23 許すことを学んでほしい。私の愛の十字架を背負って、私についてくるようにと誘うのです。私は、内心で私にこう言う者を聞き入れ、受け入れる。"主よ、私はあなたの歩

みに従います "と。 

24 しかし、同時に私はあなたに尋ねます。この三度目の時に私を裏切るのは誰でしょう。自分自身を探し、時が来れば私に答えなさい。 
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25 わが掟を守らない者、私を否定する者、私の作品を少しでも冒涜し汚す者、私を暴徒に見捨てる者、自分の作品を通して 

"彼を十字架につけろ！"と叫ぶ者であろう」。なぜなら、彼の行動様式は、人々に「彼らは師の弟子なのか」と問うようになるからです。 
この人たちは、彼の言葉を聞いた人たちなのだろうか？ 

26 民を愛し、善行を知らざれば、それだけで第三の時代の使徒となり得るのだ。 

27 今日、私は世に先立ち、人とともに存在し、彼らに向かって言う。何のために私を責めるのですか？私は真実を語り、善いことを助言し、帰るという約束を果たしました。セ

カンドで話したことを否定しないのは、私が真実の見本だからです。私は重い十字架を背負い続け、私の体を傷つけるのは人間である。 

28 その時、神の子が人々に近づいたが、人々は神の子を理解できなかったことを思い出そう。しかし、今日、あなたはやっと私を理解することができます。 

29 私は今も十字架につけられており、あなた方一人ひとりの姿に切り刻まれているからです。教えてください：私はあなた自身の痛みを感じることができないのですか？それな
のに、なぜ私を感じないのですか？ 
30 また生け贄にされる。この時、どの者が私を十字架につけるのだろうか。どのような者がわれに叫ぶのか、「行け、行け」と。 
31 私の視線は突き抜けていて、同時に愛に満ちています。そこから涙が出ても、地面に落ちることなく、あなた方の魂を貫くのです。私はいつもあなたと一緒にいます。世界は

まだ私を必要としている。 

32 私の思考の聖域に入ることで、あなた方の間に兄弟愛が感じられるときが来るでしょう。 

33 私がどこから来て、どこへ行くのか、あなたは今、行くことができません。しかし、あなたが私の前に入り、この御言葉を通して私を認識する日が来るでしょう。そのとき、

あなたは、ご自分の犠牲によって永遠の命を与えてくださった、死を克服した方を見ることになります。私は復活と命であり、すべての悩める魂を探し出して平安を与える慰めであるから

だ。 

34 今、私があなた方に照らしているこの光は、次の世代に平和と道徳をもたらすものです。 

35 本当に、もう一度言いますが、私は苦しむ者すべての中で苦しんでいます。人の愛に対する飢えと渇きは、わが霊の飢えと渇きでもあるのだ。その中で私は苦しみ、その中で

私は刺し貫かれる。偽善者、パリサイ人、異教徒があなたがたに近づき、私を認めたか、私を愛しているかと尋ねるからである。このような質問をされると、あなたは怖くなり、もしあな

たが弱ければ、あの使徒のように「私はあのガリラヤ人を知らなかった」と言うでしょう。 

36 あなたの報酬はこの世にないことを忘れないでください。もし、私のためにあなたが傷つくことがあっても、絶望しないでください。許し、愛し、私の弟子となりなさい。 

37 わたし自身があなたがたの中で十字架に掛かっているのだから、外に向かって十字架のしるしをつけてはならない。 

38 私の神聖な受難を異教的で世俗的な祝賀で祝うすべての人々の良心に私自身を感じさせ、彼らに悔恨を感じさせ、彼らの心をどきどきさせて泣かせよう。私は彼らの懺悔を受

け入れよう。彼らの目を真実に開かせるのに、遅すぎるということはないのだから。 

39 自分を罪から清め、互いに愛し合いなさい。そうすれば、イエスの体を十字架から降ろし、あなたの心をイエスの埋葬布とすることができるのです。 

40 私の約束の成就を知れ：「神殿」は破壊されたが、私は3日でそれを再建した。主が住まわれる霊的な聖域が今、築かれたのです。 

41 敬虔な女性に出くわし、泣いているのを見て、"なぜ泣いているのですか 

"と尋ねました。すると彼女は、当時と同じように「主人がいなくなったので泣いているのです」と答えました。私は彼の体を捜しに行ったが、彼はそこにいない」。そして、私は彼女に

言った。"顔を上げて、主人があなたとともにいることを知りなさい "と。 

42 "行って、兄弟姉妹に集まれと伝えなさい。" "主人が驚かせてくれるだろう。" "信仰のために、私を感じることができる者に 永遠の命を示そう。" 

43 愛する弟子たちよ、あなたたちは今、信仰のまなざしで私を見ている。私はこの言葉の本質、人間の霊感の中で形をとっているのだ。しかし、私の傷に指を入れたトーマスが

信じられるようになったことも発見しています。今日、あなたは私の体に触れることができません。私はアンタッチャブルだからです。もはや、私に触れることができる時代ではないので

す。 

44 私は霊をもってあなた方のもとに来た。あなた方が私の教えを心と霊をもって受け入れるときが来るだろう。物質と誘惑と死の征服者である私は、暗闇の洞窟に入り込み、現

世に住んでいた人々の魂に光をもたらし、あの世に逝ったのである。自責の念と自責の鎖に縛られていた彼らを、私は私の栄光の光を見せ、自由にした。私は光の中に住んでいるが、魂が

自らを浄化する深淵にも降りていく。私はすべての人のための復活だからだ。 

45 これらの現れの忠実な証人となりなさい。その種を肥沃な土地に植えることができるように、彼らを感じ、献身的に記憶してください。 

46 あなたがたに言うが、この世代は私の教えが知られることなく過ぎ去ることはないだろう。 

47 あなたは誤解され、叱られるかもしれないが、私はあなたに言う。嘲笑を恐れるな、肉体の死さえも恐れるな。誰もあなたを殺すことはできない、私があなたとともにいるか

らだ。 

この対決の後、世界は父との交わりという霊的な喜びを知ることになるのです。心変わりして私の指示に従うからこそ、国々に平和が訪れるのです。忠実な弟子たちよ、私があなた

たちに世界を知るための十分な時間と機会を与えていることを忘れないでください。どんなことが期待できるのでしょうか？ 

48 物質的に弱くても、精神的に強ければいいのです。あなたは人間生活の意味を理解し、そして今、精神生活の意味を理解しようとしているのです。あなたがたの中で、私が与

えた贈り物を自分の中で感じなかった者がいるだろうか。私を信じなさい。そうすれば、あなた方は目に見えないものを突き通すことができ、あなた方自身を強くすることができる。 

49 死んでいたあなた方を新しい命によみがえらせたのです。私はあなたに私の栄光を開き、私の言葉の光であなたの魂を飾った。この恵みを守り、真の生命が訪れることを感じ

てください。 
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50 今、あなたがたを怒らせたかもしれない人々を赦し、愛しなさい。その怒りはあなたがたにではなく、わが子一人一人の中にいる私に向けられたものだと思いなさい。もし私
がすべてを許すのなら、なぜあなたは許せないのですか？肉の利己主義と虚栄心のせいだ!しかし、あなたの肉体はどこに行くのでしょうか？魂は、肉体の殻によって行われたすべての行
為に答えるために生き残りますが、創造主の無限の光が待っており、愛の抱擁で子供と融合するために、それが形成された元素と融合する場所。 

51 その時、その報酬に見合う存在になりたいと思わない人はいないでしょう。 

52 弟子たちよ、私が天に昇るのを見た人たちが経験した喜びを、この時に感じてほしいのです。私が弟子たちの前に姿を現したのは、犠牲の死の前日に弟子たちにした約束を果

たすためであった。 

私はその時、魂の命や肉体の死の意味について教えました。そのため、私は「霊になって帰ってきて、すべてを確認する」と言わざるを得ませんでした。そして、私が弟子たちの間

にいたとき ── すでに霊的存在として ── 彼らの一人が私の新しい傷に指を入れたとき、私は彼らにこう言った。 

その者たちが師の胸に頭をもたせようとしたとき、イエスの姿が消えたのは、私が彼らに与えたわが真実の証拠が十分であったからである。私は「雲に乗って」人々のもとに戻ることを約

束し、この弟子たちも霊的な家から私の言葉の成就を目撃し、あなたがたの世界でもその約束が実現するのを見たのである。これが、今回私が明らかにした復活の姿です。 
53 私はあなたに私の平和を残します。私の教えを守り、暗い影に迷うことのないよう、あなたを導いてください。1950年以降、あなた方は私の神聖な霊感の聖域に入り、あ

なた方の兄弟である私の使徒たちが第二の時代に行ったように、この良き知らせを教えるために出発することができるのだ。儀式や伝統、虚栄心から解放された、私の純粋な教えが花開く

のを見ることができるでしょう。わたしは物質的な教会を望んでいるのではなく，わが子たちの心を，エホバの愛が宿る真の聖域に変えたいと願っているからです。 

54 今日、あなたは私の前に何を持ってくるのか？私の平和を与え、私の愛と優しさを感じさせたのに、なぜ泣くのですか？「私の質問に対して、あなたは黙っている。私はあな

たを恵みで満たしたが、あなたはその使い方を知らないと感じている。だから、あなた方の心には痛みがあるのです。しかし、あなたの使命を果たせないのはなぜでしょうか？ 

自分の住む世界が試金石となり、自らを浄化すればするほど、自由を感じることができます。そうすれば、過去の負債があなたの魂に重くのしかかることはなくなり、あなたの魂を

上へ上へと発展させることができるようになります。 

貧乏を恐れてはいけない。世間があなたの財を奪うとき、あなたの財産を要求するとき、それを手放せば、あなたは何も失うことはないのです。あなたの平和を奪おうとする者を恐

れなさい--

あなたの信仰を消そうとする者を。なぜなら、これらの品物はあなたの宝物であるだけでなく、あなたに託された人々のものでもあるからです。それは、私があなたに託した人々の救いと
ともに、あなたに救いを与えるための手段なのです。 

55 私には、愛と無私の母であるマリアの執り成しが訪れ、羊飼いエリヤは私の心に民衆を産みつける。神の優しさ、羊飼いとあなたの守護天使は、絶え間なくあなたのために懇

願しています。しかし、父であるわたしは、あなたの痛みを知り、感じ、わたしの慈しみはあなたとともにある。人間、丸くなれ、人類を救え。平和を望むなら、善意ある人となり、利己

主義を捨て、心にあるものを捧げなさい。 

今日、あなた方は精神的に互いに愛し合ってはいません。しかし、あなた方がすべての仲間の中に、私の体現、私の神性のイメージを見る時が来るでしょう。この愛が痛みを払拭し

てくれるのです。 

56 あなた方は皆、私のものであることを理解しなさい。あなたの救いの代価は、私の血、愛の犠牲の死で示された手本であり、私があなたの魂のために来て、「約束の地」の門

に連れて行くことをあなたが理解することが必要なのです。 

私の言葉は約束の時間までにあなた方から離れることはない。その後、あなた方が自らを整えたとき、良い知らせはあなた方を通して、また私の使者を通して様々な国々に知られる

ことになるのだ。私の言葉は探求され、やがて研究され、理解されるでしょう。2000年頃になると、人類の霊的能力が顕在化し、私の言葉を証しするようになります。 
57 準備すれば、すぐに自分の霊的な才能に気づくことができます。皆さんには、創造された瞬間から相続財産があります。ですから、皆さんは私の「働き手」として活躍してく

ださい。 

58 畑は準備され、種と手入れを待っている。遅れをとるな、使命を果たせ。時は好転し、あなたの祈りと律法の活動は、あなたの魂を平和で満たしてくれるでしょう。 

59 あなたが精神に集中して、神の子が十字架につけられたのを見た時を思い出してから、ほんのわずかの時間が過ぎただけです。 

60 私は、あれから短い時間が経ち、人類にとって有益であったことを伝えに来たのです。私の愛を証しするために来たのだ。私はあなた方の近くにいて、すべての霊に、すべて

の心に、すべての肉体に、私自身を知らせようと思う。 

61 私の教えを物差しにして、実践してください。しかし、これがあなたにとって犠牲を意味するとは思わないでください。もしそうなら、あなたの魂が準備不足で、幸せを実感

できていないことを意味します。 

62 イエスについて行きたいなら、苦しまなければならない。しかし、その苦しみの底には、隣人のために苦しむという幸福があるはずだ。時代が変わり、人類が進化した今、あ
なた方の犠牲は血ではなく、愛である。 

63 あなたの魂は、私があなたの完成の機会として与え、あなたが使わなかった命が作った鎖を、苦労して引きずっているのです。それぞれの存在が連鎖を形成しているのです。

しかし、もしあなたが私の教えに従って生活を送るなら、律法を守るなら、あなたはもうこの世で苦しむことはないでしょう。 

64 もし、あなたが私の言葉を勉強しないで時を過ごすなら、時である私はあなたを驚かせるでしょう。私の仕事において自分の居場所を確保するために勉強しなさい。 

65 私の神性について、理解されないことや異なる意見を持つことを終わらせたい。あなた方は皆、一つの神から生まれたのだと理解しなさい。 

66 私の胸に続く唯一の道を示し続けます。広くて、荒くて、血の跡が残っている。でも、人生の旅の終わりには、いい香りの花やおいしい果実に出会うことができるのです。 

67 幸せや平穏があった時代を懐かしむ人もいるでしょう。ため息をついてはいけないと言うのです。私はあなたに新たな幸福と平和をもたらし、これらの恵みは永遠に続く。 
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68 私があなた方に「求めよ、さらば与えられん」と言うとき、あなた方は地上のものを私に求めているのです。しかし、本当に──あなた方は私にどれほど小さなことしか求め

ないのですか」。あなたの魂のためになることはすべて、何よりも私に求めなさい。地上に宝を集めるな！ここには泥棒がいるからだ。父の国に宝物を集めなさい。そこでは、あなたの富

は安全であり、あなたの魂の幸福と平安のために役立つからです。 

69 地の宝とは、富、権力、偽りの偉大さの称号のことである。霊の宝物とは、良い行いのことです。 

70 私は、人が到達した知識や科学を否定するつもりはありません。それどころか、私は彼らの知識の能力を啓発し、彼らの作品が高貴で高い目的を持つようにします。そうすれ

ば、彼らは必ずや真の偉大さを手に入れることができるからだ。 

71 第二の時代、私は信仰によって人間に何ができるかを世界に示しました。死んでいた者をよみがえらせ、盲人に視力を与え、らい病人を清め、足の不自由な者を歩けるように

した。 

72 私は、墓場の瀬戸際にいた人を癒し、死から救った人間の科学を祝福します。 
73 今、私はもう一度、あらゆる学問に勝るわが知恵を示すために来て、あなたがたに告げます。世界は第三の時代の慰め主を知ることになる。しかし、私が再び人とともにいる
ことは知っていても、私の旅立ちはすでに近いのですが、彼らはまだ私を待っています。 

74 第二紀のわが言葉において、私は新たにあなたがたのもとに来ること、私の霊の軍勢が私とともに降臨することをあなたがたに知らせた。しかし、人類はわが言葉の意味を正

しく理解し、解釈していない。 

それゆえ、すべての宗教団体は、その中でわたしを待ち望み、それゆえ、彼らは死ぬべき眼でわたしを見ることを期待している。 
75 信念さえあれば、必ず道は照らされる。 

76 私はこの時代、私の神殿を建てるために来たのだ。私は、あなたが破壊したあなたの心の神殿を、「3日」で再建する。 

77 あなた方は鎧を身につけ、こうしてわたしに自分の姿を見せるのです。あなたが私の言葉を受け取るために心を開いたときはいつでも、あなたは平和を感じてきた。あなたが

たのうち、愛をもって私を求めた者のうち、私と対話しなかった者がいるか。しかし、もしあなたがこの慈悲を得たのなら、なぜそれをあなたの仲間に教えないのですか。愛の営みに生命
を見出すなら、無私の愛を貫きなさい。職務を全うすることで健康が満たされるのであれば、たゆまぬ努力をすることです。 

78 私にふさわしいあなたを見つけたい。私は、あなた方の家庭に平和が訪れ、あなた方一人ひとりが善を育て、促進することで、私と共に生き、兄弟姉妹と一つになることを望

んでいるのです。 

(譬え) 

79 昔々、あるところに謙虚な師匠がいて、弟子たちを指導していました。その中には、信念に満ちた心、使命を果たすための出発を急ぐ心があった。賢者であり、純粋な愛と魂

の解放を教えるあなた、私たちに教えてください。 

しかし、師は「弟子たちよ、あなたたちはすでに私の教えを伝えようと思っているのか」と答えた。もう、お腹いっぱいになったかな？危険を恐れないのか、不信に怯えないのか。 

が外れない？もう十分強いのか？" 

しかし、ある弟子は、「あなたは解毒剤を与えてくれました。私たちは強い気持ちになって、あなたの教えを実践したいと思います」と言い張った。 
その師は、優しさと親切に満ちていて、弟子たちを祝福し、権威を与え、行かせてくれる。そして、弟子は出発し、心に働きかけ、その偉大な教えを与えるのです。 

多くの人が彼を求め、彼の言葉を聞いて、彼の教えに改心し、彼に従っていくのです。しかし、その新しい弟子たちを整えた後、「働き手」はついてくる群衆にこう言うのです。"最

後のレッスン "を受けるよう指示した彼の前に姿を現すのだ。その師は今まさに旅立とうとしており、その知恵をあなた方に残そうと願っているからです。私についてくるか？" 

80. 彼らは大勢でその主人のところに行き、それが主人の中の主人、すべての被造物の創造主である無限の神であることを驚きを持って見た。そして、ひざまずき、深い反省をし

、魂がひとつになり、弟子たちの心に平安が流れました。 

(譬え終わり） 

81. 今日、わたしの弟子たちよ、あなたがたに言おう。あなたがたは、わたしの栄光のすべてを見るときが来るのだ。その時、大地とそこに住む人々は浄化され、魂の美徳と美し
さが回復されるでしょう。痛みは消え、すべてが至福の時となり、あなたにとって終わりのない無限の「一日」となるでしょう。これらの不思議なものを見たくないのですか？あなたの子

供たちが私の霊と交わり、罪のない平和な世界を作ることを望まないのですか？ 

82. 私の教えを実践するために、あなたがたに霊の賜物を与えたのです。良いことに忍耐強くなること。あなたの決意が大きければ、乗り越えられないと思われていることに打ち

勝ち、この時代に私の来訪を信じなかった世界が、私を愛し、救われることになるのです。 

83. 人びとよ、わが顕現が日に日に霊的になるのを見れば、喜ぶだろう。恐れではなく、愛から私のもとに来なさい。 

84. 試練がやってくるので、自信を持って乗り越えてください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 182 
1 自分のためよりも人類のために祈りなさい。それはまるで、暗闇と苦難の海の中にいる漂流者が、混乱の中で、自分を救うために啓発すべき「ビーコン」を発見できないのと

同じである。 

2 私を信じ、私の戒めに従う者は皆、「霊の谷」にいようが、この世にいようが、どこにいても救いの箱舟の中にいるのだ。霊的に真に愛する者は、私と共にいる。それは、良

心の光と、魂に宿る善の直観的な知識である。それらは、私があなたに与えた資質です。 

3 祈りは、試練の時の心の慰めであり、杖である。強くなるためには、私の法のもとに団結することだ。そうすれば、たとえ違う道を歩んでいても、──私の教えにスピリチュ

アルに従えば──やがて愛し合い、理解しあえるようになるはずです」。 

4 私の言葉を聞いた人すべてがそれを信じているわけではないし、私を愛していると言う人すべてが本当に私を愛しているとは限らない。あなた方がわが弟子と呼ばれるために

は、わが律法に従わなければならず、わが道程に従わなければならない。 

5 私の愛は、すべての人に同じです。私が誰に対しても、光と暖かさとパンを否定していないのを見なかったか？たとえ魂の試練が辛くても、私の守りは決してあなたを離さな

い。 

6 私を信じ、私を身近に感じるために、肉体の姿を見たいのですか？そして、あなた方の住むこの地球の本質と生命に没頭しなさい。そうすれば、この地球に属するすべての存

在に、私が姿を現すのを見ることになるでしょう。 

7 私はあなた方に日々の糧を与えてきた。しかし、ある者は満腹で、ある者は空腹なのを見ます。それは、あなたが自分の労働や家の実りを他の人と分かち合わないからです。 

8 私は、あなた方が皆、私のもとに来るようにと、あなた方を開発の初期に配置したのです。あなたがこれらの顕現の中で受け取る私の愛は、すべての私の子供たちのためのも

のです。私のもとに来なさい、覚悟を決めた魂で私を求めなさい、そうすれば私はあなたとともにいる。皆さんは、私のプレゼンスを感じ、私と共に自らを養うことができます。 

9 偉大な霊的な働きは、謙虚さを実践し、魂の清らかさと唇から出る光の言葉に注意を払うことで達成されます。しかし、あなたの作品について語るのではなく、神の作品につ
いて語りなさい。私があなたを裁いて、あなたの努力に報いるように。 

10 世界の平和のために祈ることを忘れてはならない。大きな悪が世界を脅かしているのだから。しかし、私の高邁な計画を邪魔するようなことはしないでください。私は知恵を

もって、悪い木を根こそぎ取り除き、厳しい制度に苦しめてください。 

11 祈って、せめて一人でも多くの人を助けてあげてください。その時は近い。私は、あなた方が用心深く生き、これらの予言の成就を見るために生きるよう、警告する。 

12 ひとたびわが言葉を理解すれば、あなた方はみな一つの群れのようになり、あなた方の神である私は、羊飼いとして、あなた方がもはや渇くことのない永遠の命の泉へとあな

た方を導くだろう。 

13 マスターはあなた方の中にいるのだから、しかるべき時まであなた方に準備をさせておきたい。 

14 私は、世界が明らかに休息しているこの瞬間に、あなた方に教えているのです。 

15 人間は唯物論に身を任せ、ほんの一瞬だけ神の子が残した模範を思い浮かべますが、すぐに自分の世界での生命のための闘争と純粋に物質的な生命に関わることに引き戻され

ます。彼は精神化の準備ができていないのです。 

16 人間は、イエスの受難を記念するために、毎年一定の日を設けている。 

を思い出し、初めて心を動かすことができるのです。 

17 しかし、私の言葉を聞いたあなた方は、神の師が与えるそれらの教えを覚えたり、従ったりするために特定の時間や日がないことを理解しています。あなたは、神の愛と慈悲

の模範に触発されて、どんなときでも隣人のために働くことができることをようやく理解したのです。 

18 今、学んでいるこの教訓を、仲間に伝えてほしいのです。必要なのは、あなたの心が種を蒔く準備ができていること。そうすれば、最初の収穫が喜びとなり、その日の仕事を

続けようという気持ちになるでしょう。 

19 私の言葉がすべての子供たちに届くとき、それは驚愕する科学者たちに一筋の光のように彼らの心を照らすことでしょう。そして、神と人間の間に存在する同盟、人間の科学

と『創造の神秘』の関係を発見するやいなや、次の世代のためになる一歩を踏み出し、すべてが完全に調和して進歩することになるのです。そして、人も出来事も、止まることなく完璧な

方向へと進化していくのです。 

20 今世紀、人類の科学は大発展を遂げ、それを光の世紀と呼んだが、この時代は魂にとっても光の時代であることが証明されたことを理解しないままである。彼らは、聖霊が現

在、預言の成就のために御自身を知らしめ、すべての人を啓発していることを知らないのです。 

21 人間の偉大な作品には、高位の霊的存在の影響と働きがあります。彼らは絶え間なく心の器官に働きかけ、放射して、受肉した兄弟に未知のものを紹介したり、明らかにした

りしています。 

22 だから、私は学者や科学者に常に言っておく。「自分の理解したことや、やったことを自慢してはならない。 

私が道具としてしか話していないような霊に、よく仕えるものだ。あなたは、自分の発見の成果に驚くことがよくありませんでしたか？あなた方は、すでに成し遂げたことを引き受けるこ

とができない、できない、と内心でしばしば告白したことがないだろうか。ここにその答えがあるからです。なぜ、自慢するのですか？あなたの仕事は、高次の存在によって導かれている

ことを理解すること。彼らのインスピレーションを変えようとしてはいけない。彼らは常に善に向けられているのだから。 

23 私の教えは無限に深く、その中にすべての宗教の糧となる本質がある。私の教えでは、あなた方を信条に関係なく、すべての人の兄弟姉妹とする。決して牢屋に閉じこもって

祈ってはならない。それは、まるで人間から自分を切り離すようなものであり、落ちるのを恐れて誘惑から逃げるようなものだからだ。イエス様は、あらゆる戦いに立ち向かうことを教え

てくださいました。イエスは、自分が真理であること、そして、光と同じように、自分を隠すことができないことを知っていました。そのときにも、私の跡をたどる道を教えた。 

24 私は非難され、中傷されましたが、私の中に不完全なものは決して見つかりませんでした。 
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自然はあなたに託された仕事として完璧なのだから、誰がこの私の創造した仕事に 欠陥や不完全さを発見できるだろうか？彼女のようにできる人がいるだろうか？ 

25 あなた方がわが言葉を理解できないときは、誤りに陥る前に、祈りによって自らを高めなさい。理屈や真理を含まない考えを、どうして私があなたに与えていると思うことが

できるでしょうか。あなたの思いが神の輝きに届くように、あなた自身を高めてください。 

26 あなたがたは、自分の考えを付け加えずに、私の教えを宣べ伝えなければならない。嘘は遅かれ早かれ真実に征服される。 

27 もしあなたが自分自身に正直であるなら、あなたは真実を認識するでしょう。もしあなたが彼らを愛し、あなたの視線に誠実さがあり、あなたの言葉と行いが慈愛に満ちてい

るなら、あなたは自分自身と仲間の中に真実を発見することができるからです。信仰を単純なものと考えず、奇跡は力ずくで実現するものだと、その根拠のない確信を持って。そのような

恩恵にあずかるに値する自分を証明することを忘れないでください。 

28 私の言葉を確信的に信頼し、あなたの祈りの力が、あなたが信仰を得、偉大な業を成し遂げるための準備となるのです。 

29 私は、何世紀にもわたって多くの予言が残されてきた謎の光と説明をあなたに与えます。 

30 光を求めよ、さらば与えられん。あなたの精神と私の精神が交わるようにしたい。 

31 この恵みは、私の言葉の一つひとつから発せられるものであり、私がもはや人間の知性という能力を通じて自分自身を知らしめることがないとき、あなた方を慰めるものとな

る。この恵みによって、あなたがたは同胞の中で主人となり、わが掟を守る方法を知るようになるのです。 

32 あなたを混乱させるものは何もなく、イデオロギーも教義もあなたを迷わせない。なぜなら、あなたが私から学んだことはすべて、あなたの魂に火をもって刻まれるからだ。 

33 どの宗派でも、人間には二つの道が提示される。一つは魂の安息の日であり、もう一つは永遠の刑罰の道である。人間は現実を認識しようとすればするほど、心が絡まるよう

な謎に出会うだけだ。 

34 しかし、学問を知らない素朴な弟子たちは、一方で私の霊感と知恵の言葉を受け、それによって神秘のベールを破り、現世の後、戦いと浄化の後、あなた方が待ち望む平和と

静寂が待っていることを知ったのである。 

35 この現実をすでに知っているあなた方は、それを知らない人たちにどのように明らかにすればよいかを知っているはずです。 

36 あなたは私の意志を宣言する預言者となる。 

そうすれば、あなたの周りの人々は、あなたが本当に話したことを知ることができます。あなたの唇が告げたことが実現したことを知ることができるからです。 

37 平和は国々にあらず。一見すると、人々の心には平穏な信頼が支配しているが、東洋（メキシコ、つまりヨーロッパ）には戦争の脅威がある。それどころか、戦争が勃発し、

世界はお先真っ暗な状況に陥るだろう。これは「もうすぐ」実現します。 

38 私の自然の力が解き放たれ、広大な土地を荒廃させるだろう。科学者たちは新しい惑星を発見し、「星のシャワー」があなたの世界を照らすでしょう。しかし、それは人類に

何の破滅ももたらさず、ただ新しい時代の到来を人々に告げるだけである。 

39 私はこれらの予言をあなた方に知らせ、それが実現したときにあなた方を驚かせないようにするのだ。 

40 また、私の自然の力とも調和しなければならない。彼らもまた、私の下僕であり、私の正義の道具なのだから。このような大災害は、すべての原因を自然そのものに求める科

学者たちを夢中にさせることでしょう。科学者は、自分の存在を細胞の中に求め、それによって本質的なもの、つまり、存在するものすべてがそこから湧き出る最初で唯一の源である精神

の領域を見逃しているのだ。 

41 あなたがまだこの世にいる間に、私は多くのことをあなたに明らかにする。しかし、現世の肉体の目を閉じ、霊の目を開いて無限を見ようとすると、霊の人生にはもっと明晰

さと光があることに気づくでしょう。意志、知性、理性は、霊の生得的能力ですから、あなたから離れることはありません。 

42 宗教的なコミュニティでは、人々は悪の力を認識し、それを人間の姿に擬人化し、強力な領域とみなし、さまざまな名前をつけています。誘惑は、善も悪も人間の中にある情

熱、弱さに根ざしていることを理解せずに、それが近いと思うと人は恐怖を感じるのである。「この時代、悪が世の中に蔓延し、あらゆるものにその力を現しているんだ。そして、霊的な

ものには、悪と復讐に傾倒する不完全で乱れた魂の軍団があり、その力が人間の邪悪さと結びついて悪の王国を形成しているのです。 

43 その力が第二の時代にイエスに対して立ち上がり、その王国を示したのである。あらゆることに敏感な私の肉は誘惑されたが、私の霊的な力はその誘惑に打ち勝った。なぜな

ら、私は世と肉と誘惑と死に打ち勝つ者とならなければならなかったからです。なぜなら、私は強さの見本を示すために人の下に降りてきた師匠だからです。 

44 イエスは十字架上で息を引き取った後、死者の中に復活し、混乱した魂が住む闇の深淵に降りて光に導き、霊となって使徒たちのもとに戻り、霊のより高い生命を示されたの

です。 

45 この世には、あなた方が戦争と敵対行為で作り上げた人生の他に地獄はなく、来世には、良心がその罪を示したときの魂の悔い改めの他に火はないのである。 

46 私の教えは神学者、哲学者、科学者に語りかけ、私の作品が無尽蔵の啓示の源であることを発見させるだろう。 

47 人間はその再生によって地獄を消し去り、その魂があの世に行くとき、光と調和と恵みだけを見出すことができるのです。魂の生命世界には、人間の迷信だけが作り出したも

のはありえないからだ。 

48 心の準備をし、心を休めなさい。私が送る光を、あなた方は今受け取っているのだから。あなたの心を受け入れて、唇で私を愛していると言うだけでなく、あなたの心を受け

入れてください。本当に私を愛しなさい。私と調和して生きてほしいから。あなたの魂に宿っている、あなたが汚してしまったその特性を、再び輝かせるように見てください。あなた方が

私の永遠の贈り物の所有者であり、私の証人となることを実感してほしいのです。 

49 私は、あなたの認知を待って、限りなく忍耐してきたのですが、それでもあなたは、眠りを妨げるな、現実に生きたくない、と私に言います。しかし、わたしは再び来て、わ

たしの選んだ民を起こし、闇と戦うための武器を与えると書いてある。人類に光をもたらす運命にありながら、どうして光を軽視するのですか？「もうすぐ君たちは平和と真実と愛の兵士

に変身する。私が送る試練は、あなた方の心を滑らかにし、正しい道へと導く。これから荷を背負って、「今日の仕事」を始めるのです。また、霊の中にいて、別の次元の生命に宿ったと

き、成就のために旅立つ人もいます。 
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50 あなたがたの中に、師を裏切り、贈り物を偽りの富と交換する弟子を見たくはない。そうすれば、私の傷は再び開き、慈愛と血の水が流れて、愛する弟子の汚点を洗い流すだ

ろうからだ。 

51 私の呼びかけで駆けつけてくれた人たちに幸あれ。あなたは愛の偉大な証明を受け、近づいてくる闘争の時のために強められるでしょう。あなたの苦しみは軽くなり、心に平

安が訪れるでしょう。 

52 あなたが私に使命を求めるとき、私があなたに与える本を調べれば、すべての言葉の中に使命、すなわち、征服すべき世界についてあなたの精神に語りかける不変の法則を見

つけることができます。今こそ働く時だと思えば、私があなたに託した畑がいかに広大で、種がいかに豊富であるかを、驚きと喜びをもって知ることになるのです。 
53 私が教えたことは、この時代に私の言葉を聞かない人たちにも、そのまま伝えてほしいのです。あなた方の人生の美徳の中に、人を導き、助言し、慰めるために必要なものが

ある。私は、過去に私が受け取らなかった理解、収穫をこの時代に人間の心から受け取り、私がいる高い山に登るのを助け、すべての私の子供たちを待っていることを期待しています。 

54 人類：私が第二紀に愛の贈り物として持ってきた種を、あなたはどうしましたか？あなた方は自らをキリスト者と呼ぶが、本当はそうではない。私は人の間に愛も慈悲も正義

も見いだせない。意識しないうちに、別の神を愛し、別の世界を作ってしまっているのです。そこには、自分の影響力、野心、財産、理想、富があり、その先には何もないのです。あなた
の信念はどこにある？私の教えを実際に守っているのはどこですか？あなたの頭の中にしかない、あなたの理論の一つなのです。私が話していることを大げさだと思う人がどれだけいるか

、明日この言葉を知る人がどれだけ憤りを感じなければならないか。 

しかし、本当にあなたがたに言うが、エリヤはこの第三の時に、あなたがたは私を愛していると信じているが、偽りの神を崇拝していることを証明する。最初の時に、イスラエルの

人々がバアルを拝んでいるのを驚き、神が預言者に与えた権威をもって、闇に落ち、誤った道を歩んでいる人々を試したように、この時にも、エリヤは神の光を人々の上に放ち、あなた方

の偶像を地に落とさせるのです。あなたのアイドルは何ですか？世界、肉、科学、宗教狂信、悪徳、金。 

55 それぞれの魂に光が昇るとき、あなた方は、世界や科学は、あなた方が目指すゴールでも、最高の完成でもなく、完全な霊である彼に向かって一歩一歩進むために、神があな

た方の道に置かれた手段に過ぎないことを理解するようになるでしょう。 

56 エリヤは先駆者であり、預言者であり、使者である。私は、科学で世界を動かすことができ、何でもできると考える人間に対して、エリヤを通して新たに証明する光なのだ。

しかし、試練の時が来て、荒廃が至る所に広がるとき、イライジャは学者や科学者に言うだろう：あなたの科学を召集し、解き放たれた元素の進出を止めよ。あなたの力を使って、嵐の猛

威を鎮めてください。そうしていただければ、あなたの力と知恵を認めます。しかし、私はあなた方の科学を超えた力と知識であなた方を鼓舞する。その力とは、祈りの力である。 

57 今こそ、エリヤの人差し指があなた方を指し示し、その声が、新しい弟子たちを通して、祈りの真実と霊化の力を世界に証明するよう呼びかけているのです。 

58 霊的な意味で、古代人、イスラエルの民が受けた試練を生き抜くことになる。なぜなら、これらの教えの意味、主が子らに呼びかけた理由そのものが、まだ十分に解釈されて

いないからである。 

59 確かに、人々は自分の過ちを確信し、神の正義に怯えながら悔い改めた。しかし、彼らは真理の核心、光のあるところに到達しなかった。 

60 この光の時代には、過去のすべての神の啓示が正しく理解され解釈されると、私はあなたに伝えました。人間の魂は、その巡礼の広大な砂漠を横断し、その経験の無数の道を

旅するにつれて、精神と接触し、その良心と接触するための成熟に達しているからである。 

調和を図り、自分たちの存在の意味を理解することです。 

61 人間は眠りから覚めて起き上がり、そのために運命づけられた偉大な仕事を行おうとしている--聖霊に触発され、良心に命じられ、感情に反映された仕事。 

62 多くの霊能者が団結して強い共同体を形成すれば、その歩みは地上に光の軌跡を残すことでしょう。それは、小さな弟が立ち上がるのを助けるために惜しみなく手を差し伸べ

る大きな弟のように、人類のためになることでしょう。 

63 私は、あなたの心が優しくなり、あなたの性格の荒さが和らぐように、愛に満ちた言葉であなたに語りかけました。明日には、あなた方が私の仕事を仲間に知らせなければな

らないのですから。しかし、そのような心の琴線に触れたいのであれば、誠心誠意、愛と慈悲の心をもって、すべての行いをしなければならないのです。 

64 言葉を使わない祈りで、スピリットからスピリットへ、私とコミュニケーションをとることを学 

ぶのだ。これこそ、あなたを「わが神聖なるプレゼンス」に最も近づけるものである。明日には、これらの教えをすべて教えなければならないので、私の新しい弟子たちは、私の教義が教

えたことを今からでも実践することが必要であることを忘れないでください。もしあなたが、あなたの業をもって教え、あなたのよい模範をもって説教するならば、人類は同じように感動

し、耳が聞こえず、命のない偶像を拝むのをやめ、ついには、霊的なものにのみ宿る真の、生きた、永遠の神を求めるようになるのです。 

65 祈りは、この嵐の海で漂流するすべての人の救命ボートである。どんな試練にも負けず、自信をもって平和の訪れを待つことができる。 

66 私があなた方に与えた多くの教えは、最も苦い時代にあなた方を脅かす危険を警告することをその基礎としています。あなた方は、わが光と平和の軍団の一部となり、それは

常に霊的存在のわが軍団と一体となっているからです。 

あなた方ひとりひとりのために、目に見えない存在である守護神が存在するのです。両者の課題は、最高の目標である普遍的な平和に到達するために団結することである。すでに今

日、私はあなた方に、この私のしもべたち全員の精神的な調和から、この共同体を無敵にする力が生まれると告げているのだ。 

67 霊的に貧しい人は霊感を受け、言葉や理解の鈍い人は真理と生命に満ちた言葉の流れを自由に使えるようになるのです。 

68 途中でつまずくことがあるのは、すでに指摘したとおりです。しかし、準備する者は、それらを避けることができるとも言う。私が話している間、今眠っている人たちだけが

、つまずき、転び、ついには自分の道に現れた岩を乗り越えられないと思い、引き返す人たちである。 

69 祈り、瞑想、明るさ、高揚感などは、予期せぬことが起こらないように、日常生活に不可欠なものとして入り込むべき価値観です。 

70 昔から何度も何度も「見よ、そして祈れ」と言ってきたことが理解できる。 

71 今、私はあなた方に栄養となるパンを提供します。澱みがなく、永遠の命が宿っている。 
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72 私の教えの中であなたをさらけ出すのではなく、あなたの心を癒し、魂を楽にしたいのです。私は、あなたが私の平和の場所に立ち上がるよう招き、そこであなたの罪をすべ

て私に告白するよう勧めます。私はあなたの痛みを考慮し、厳しさで判断することはないでしょう。もし、この痛みがあなたの自責の念によるものであれば、心配することはありません。

私が来たのは、あなたがたの中で、同胞の間に寛容も理解も見いだせない者を、正確に捜すためである。早く私と一緒になれるように、あなたを救いたいのです。 

73 私はあなたの知性と唇を訓練しているのだ。愛を感じれば語ることができ、信仰があれば、私の名によって偉大な業を行うことができるのです。 

74 白い紙を渡して、あなたの人生を書き記すと、良心がはっきりと語りかけてきます。これによって、あなたがたは、いつ父を敬い、いつ父に背いたかを知ることができる。 

75 この日、あなたは私に尋ねた。「それでも、私の愛が与えないようなものを、あなたは必要としているのか」。しかし、もしあなたがたが自分の罪の償いのために苦い杯を飲

むなら、わたしを責めないでください。なぜわたしは乳と蜜の杯を飲ませなかったのか、あなたがたは選ばれた民に属するのですから、とわたしに尋ねないでください。平和を手に入れる

のは、あなた次第です。私は、あなた方が道を選び、あなた方の功績によって私のもとに昇ることができるよう、意志の自由を与えたのである。なぜ、良い弟子たちを手本にしないのです
か？なぜ、家父長たちのような生き方をしないのか？なぜなら、あなたがたはまだ、自分のわざによってわたしをあがめようとしないからです。 

76 与える、あなたはいつも何かを持っている。金持ちの守銭奴のように振る舞ってはいけない。病人や困窮者を愚かだと思って追い払ってはならない。飢えている人を蔑ろにし

てはいけない。相手の心に共感する方法を知っていれば、相手の痛みを発見し、相手を思いやることができる。 

すべての苦しみを癒すバームを愛で与えているのです。慈悲を実践するとき、あなたは私に似ているので、批判されることを恐れているのでしょうか？私のことを何も知らない、こ

の不当で利己的な人間から何を恐れるというのだ。私の不変の法則に従い、私の霊のエッセンスを飲み、真理の精神に満ち溢れた気持ちになりましょう。 

77 真理は、私の愛の王国、光の王国、そして 

正義 ── 私があなたに啓示した律法をあなたに教える真理です。真実とは、あなたが最終的に偉大で、幸福で、完全で、不滅の存在となるように、わが愛によって示された道である。 

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 183 
1 弟子たちよ、私の言葉を守りなさい。すでにこの国には様々な信条の人々が近づいており、あなた方が私の教えを受けたという証拠を要求してくるからです。 

2 私は今、あなた方から苦しみや病気を取り除いている。そうすれば、あなた方は自分自身を慰め、私があなた方にしているのと同じように、同胞に対して慈悲を実践すること

を学ぶことができるだろう。 

3 私の教えは、用意周到に受け取る者を喜びで満たす。それは、渇いた唇には澄んだ水、空腹にはパン、疲れた魂には休息と平安、すべての人には励ましと光となるでしょう。 

4 私は、支配者から最も取るに足らない者まで、この人々を啓蒙しているのだ。 

5 ある者は悔い改め、ある者は恐れて私のもとに来る。痛みが彼らの心の奥底を支配し、彼らの良心は語り、すべての魂に裁きが来たことを告げるだろう。しかし、すべての人

のために、私は新しい救いの機会を用意している。魂はそのすべての能力の確認を受け、その信仰が目覚めるとき、同じことを通して、なぜ私がもう一度人間のところに来たのか、そして

私がどれほど彼らを愛しているのかを悟るでしょう。 

6 私は、二度目の時に述べたことを消すために、今回の私の言葉を携えて来たのではありません。むしろ、忘れているから思い出させ、理解していないから説明したいのです。

私は、その時言わなかったことを、あなたの魂が発達している現在のためにとっておいたことを、あなたに明かしただけです。 

7 愛を持って、血と涙で私の言葉を書き記した者たちは、その記憶とインスピレーションに従い、私の意志を忠実に伝えました。しかし、その後、他の人々がやってきて、私の
言葉は歪められ、その本当の意味は、私の教えには属さないイデオロギーやカルトの形態の下で失われたのです。しかし、この時、光はあらゆるベールを引き裂き、私の真実の純粋さを明

らかにする。 

8 私はあなた方に、私の仕事のためにあなた方自身を見誤らないように、不当な議論をしないようにと教えているのです。しかし、同様に、私はこれらの啓示をもってあなた方

に警告する。イスラエルの民の胸中にも、偽りの教師と預言者が現れるだろう。 

9 今日、私の食卓でパンを食べる多くの者は、明日、自分の物質的な幸福と支配と賞賛だけを求めるだろうから、惑わされないように注意しなければならない。 

10 この大義を見守る忠実な弟子たちよ、あなた方の闘いは偉大である。私は、この責任を負うべき14万4千人の装備を残しています。その中には、わたしに背を向ける者、わ

たしの名を用いて、あなたがたの前に主人が立っていると言う者、渇きをいやすことのない者、また、やがてわたしに耳を傾けることのない者が含まれる。真理を渇望する者は、彼らに向

かい、惑わされるであろう。 

11 謙虚さを実践し、仲間に媚びず、また仲間に媚びさせず。あなたに良いことをしようと思っても、あなたの虚栄心を刺激し、あなたを堕落させる者から遠ざかりなさい。 

12 誘惑に耳を傾けてはいけない。私があなたがたに与えた権威は、霊的な働き、すなわち愛と憐れみの働きのために使うためである。 

13 決して私の教えで自分を豊かにしてはならない。 

14 人々よ、私はあなたを守る、仲間の視線からあなたを隠す、そうすれば、1950年まで平和に私の言葉を聞くことができる。もしあなたが、この時代に私が来ることを信じ

て「引き裂かれた」のなら、私はあなたを弁護します。もし、あなたが牢屋に入れられたら、私が門を開けてあげますから、あなたは救われるでしょう。私の掟を守り、儲け主義や秘密主

義に陥ってはならない。病人を治すように言われたら、あわれみを実践し、自分の働きが霊的なものであることを確認することです。 

15 二度目は、私が出発した後、お母様が残って弟子たちを強化し、伴走して下さいました。これらは、痛みと試練の後、マリアの愛に満ちた御心に守られていることを知りまし

た。彼女の言葉は彼らを養い、彼女が神主に代わって指導し続けたあなたに励まされ、彼らは道を歩み続けているのです。そして、彼女が亡くなると、彼らの闘いが始まり、それぞれが指

し示された道を歩むことになる。 

この「第三の時」において、あなたはマリアの愛を身近に感じ、あらゆる試練の中で魂を励まし、強めることができるのです。 

16 あなた方は次第に心を開き、私を感じ、私を愛そうとする。わが指示を聞き、その従い方を知る。私だけを愛するのではなく、仲間を愛せよ。互いを不当に裁いてはならない

。あらゆる正義、不義をわが正義に委ねよ。その理由は私だけが知っており、裁くのも私だけのことである。わが掟を果たせぬ者、この道に入ることを勧める。そして、彼らはやがてわた

しのもとに来るでしょう。それは、わたしが最初の人の良心に書き記し、その後、モーセを通してはっきりと正確に知らせたものと同じである。 

17 もし、それがわが法則に基づかないものであれば、仲間の言葉に導かれて、自分が光の道を歩んでいると思い込んで、闇の世界に入ってはならない。尊大な表現は、私を喜ば

せるものではありません。私はいつも、あなたにはシンプルに話してきました。しかし、もしあなたがその言葉の中に真実を発見したならば、その言葉から真実であるものを取り出してく
ださい。 

そして、その愛と慈悲と平和は私に属している。 

私は、決して嘘をつかない裁判官をあなたがたに授けた。その声を聞くためには、内側に入り、祈り、瞑想する必要がある。そうすれば、真の知恵と高揚感をもって語りかけてくれ

るだろう。 

18 世界はあなたがたを失望させた。今日、あなたがたは、このような取るに足らない生き物を通して、簡素な集会室で私の言葉が知られるのを聞いて、霊的崇拝に捧げるために

宮殿を建てる必要はないこと、私の教えを制限したり、物質のイメージで表現してはならないことに気づく。 

19 第三の時代、この使命を世界にもたらすために、あなた方は力に満ちた光の精霊として再び転生するよう命じられました。この恵みの賜物のために、あなた方の仲間はあなた

方を誤解してしまったのです。彼らは、私が誰にも好意を持たず、すべての人を尊重し、保護することを理解せずに、あなた方の私への信仰と信頼を不審に思っているのだ。 
しかし、悔恨に満ちてわたしのもとに来たあなたたちは、--

わたしがどれほどあなたたちに近づいているか、あなたたちの悔い改めによって、わたしの愛と慈悲の贈り物を病人と霊的に貧しい人々にもたらすにふさわしい存在となった。あなたの信

仰が語り、弱っている人たちのエネルギーを満たし、その魂は新しい命へと昇華していくことでしょう。この時、多くの「放蕩息子」が私の胸にやってきて、彼らが帰ってきたために私は

祝宴を開き、イスラエル家族の心は舞い上がり、心を惹きつけ続けることでしょう。 

20 もし、私の弟子の一人が、私への献身によって知恵を増しているのを見たら、妬まないで、もっと助けてあげなさい。 
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21 恨みは心を汚し、魂を病ませる。あなた方が上方に進化し、私と完全な交わりを持ち、調和して生きることが私の意志なのです。 

22 自分の理性を生かし、どのように理解するか。 

すべての生き物の運命には、多くの正義が横たわっているのです。 

23 あなたは無駄に生きているわけではない。どんなに小さな、奇妙な試練でも、私が決めた目的がある。 

24 私の法律を考え、勉強してください。あなたの 

そうすれば、わたしのことばを聞いたとき、わたしの癒しの力に満たされ、あなたがたの病んだ体を癒すために、癒しのバームを受けることができるでしょう。 

25 あなた方が準備すれば、世界は新しい道を切り開くことができるのです。戦争の脅威がなくなり、平和になる。しかし、もしあなたが悪い行いをすれば、この悪はあなた自身

の中に反響を見出すでしょう。もう一度言いますが、「あなたが測った物差しで、あなたも測られる」のです。 

26 来て、わたしのことばの食物で自分を養いなさい。食べたら、飢えている人を忘れず、食物を持って来なさい。私の言葉からエッセンスを学び、それを生かし、自らを強め、

兄弟姉妹と分かち合うのです。 

27 地上の世界から、私が約束した安らぎの場所を感じ取るのだ。その「約束の地」の光を見ることができるようにと、あなたはしきりに私に頼むのです。しかし、あなたがたは

そこから遠く離れておらず、そこへ続く道を歩いているのであり、その門をたたくのにそれほど時間はかからないと、私は言っているのです。 

28 道は私の法である。この道を進めば、必ず "約束の都 

"にたどり着き、そこで私が提供したものをすべて手に入れることができます。この旅で勇敢に、高潔に、信仰によって啓発され、人生の旅が幸せで耐え難いものになるように。 

29 あなたは、運命の痛手を知っています。人の身勝手さや不親切さを感じて冷たさに震え、魂をむき出しにして私に見せることもあります。しかし、あなたは絶望することなく

、私があなたを見守っていること、あなたの母であるマリアが、あなたが経験する夜の星であることを知っているからこそ、信頼し、それゆえ、あなたは励まされた気持ちになるのです。 

30 この聖体拝領の瞬間、あなたは平和を必要とする苦悩する子供たちの心を静かに私に委ねなさい。私はあなたをわが恩恵の受託者とし、あなたの愛する者たち、あなたのすべ
ての同胞にそれをもたらし、あなたがわが使者でありあなたの隣人のとりなし手であるから、与えることを学ぶようにしよう。 

31 もし、あなたが仲間に受け入れられて、彼らがあなたの贈り物を受け入れてくれたら、彼らを祝福してあげてください。もし、私が送ったものの使い方を知らないのであれば

、同様に彼らを祝福し、私が彼らを燃える心、信じる心に変えるまで、無限の忍耐で彼らの魂を滑らかにし、目覚めさせることを私に委ねなさい。これが私の意志です。 

32 私の現存を信じる者たちを歓迎し、疑う者たちも歓迎しなさい、彼らは自らの魂に突き動かされて来たのだから、信仰は彼らの中にもあるはずだ。 

33 災いなるかな、この時に灯火を点そうと奮闘しない者は滅びるであろう。見よ、今は光の時とはいえ、まだ影が至る所に支配している。 

あなたがたは、わが再臨のとき、わが身を知らせるためにこの国を選んだことを、わがみことばによって知っているが、その理由を知らないのだ。弟子に秘密は持ちたくないという

師匠が、あなたには秘密にしてきたのです。私は、あなたが知るべきことをすべて明らかにし、あなたを質問する人々に確実に答えることができるようにする。 

この地の片隅の住人は、常に私を求め、私を愛し、その礼拝の仕方は必ずしも完全ではなかったが、私は彼らの意思と愛を、無垢と犠牲と苦痛の花のように受け取ってきたことを見

た。私の神棚には、この香りに満ちた花がいつも存在しています。 

あなた方は、この第三の時代において、この大きな使命を果たすために用意されたのです。今日、あなたがたは、わたしがイスラエルの民をあなたがたの中に明らかにしたので、わ

たしがその民を生まれ変わらせたことを知るのです。 

あなたがたは、あなたがたの存在の中に生きている種と、あなたがたを導く内なる光とが、第一時代にヤコブの家に私が下したものと同じものであることを知っているのです。 

34. あなた方は霊的にイスラエル人であり、アブラハム、イサク、ヤコブの種を霊的に持っています。あなた方は、人類に木陰と実を与える祝福された木の枝なのです。 

35. これこそ、わたしがあなたがたを長子と呼ぶ理由であり、あなたがたの間でわたしの第三の啓示を世に知らせるために、この時代にあなたがたを探し求めた理由である。イス

ラエルの民が人類の中で霊的に復活し、真の "肉体の復活 "を知ることができるようにすることが、私の意志です」。 

36. そう、弟子たちよ、魂は死なない。肉体に終わりが来たとき、あの世、宇宙へ飛んでいくだけなのだ。肉」も滅びるのではなく、腐敗して混ざり合う。 

自然界に存在する様々な要素から、私はそれを新たに立ち上げ、魂を吹き込む。 

37. こうして肉は蘇り、こうして受肉した魂は人間となって地上に現れ、こうして私はイスラエルを地上に新たに生じさせるのだ。しかし、私はこの世に土地を提供することも、

部族に分けることもしない。それどころか、私はそのメンバー全員を一つの家族にして、その中にある継承された分裂をなくそうとするのです。私はルベンの子、ユダの子、アセルとゼブ

ルンの子、ナフタリとベニヤミンの子から、結婚と家庭を作るであろう。このようにして、私はすべての分離を消滅させる。これは、神からの種ではないので。 

38. これらの働きは、私以外に誰ができるだろうか。カナンが永遠の故郷ではなく、その象徴に過ぎないことを、主から選ばれた民に納得させる仕事を、誰が任せられるだろうか

。あなたの魂を他の種族や土地に隠したのは私なのだから。「しかし、もし私があなた方を再び送り出したとすれば、それはあなた方が初めから託されていた偉大で困難な任務を地上で完
成させるためである。これはあなたの十字架です。 

39. また、汚れを洗い流し、過ちを償い、負債を支払うために戻ってきたのです。あなたがたは、まことの神を知り、律法を持っていた民であるが、もはや過去のように、病苦や

偶像崇拝に陥ることはない。しかし、痛みがあなたに光と平和を求めさせました。 

同じように、その昔、あなたの国では小麦が不足し、そのためパンが不足していたので、あなたは豊かなエジプトに移住したのです。その後、ファラオの奴隷として旅立ち、砂漠の

苦難を乗り越え、自由を渇望して「約束の地」を求めました。今、あなた方が仲間の嘲笑と怒りをかわしているのは、このような形で私を求めるからです。あなたの魂は、高揚と霊化を渇

望しているからです。 

40. あなたは「放蕩息子」です。父の家に帰るといつも、父の腕が彼を抱擁しようと広げられ、宴会のテーブルに座らされるのです。 

41. 長旅で疲れ、魂が汚れ、体が弱っている状態で到着したのですね。しかし、驚いたことに、あなたは遠くから「街の門」が開いていて、私の愛と私の教えと私の新しい来訪の

祝福を与えるためにあなたの到着を待っているのを見たのです。 
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42. 過去においてあなたがたの祖国であったカナンで、今、わが身を現すことは、わが意志ではない。もはや、モーセの時代でもなく、キリストの時代でもなく、聖霊の時代であ

る。 

あなたがたは、わが神聖なる言葉を聞き、そして、まことにあなたがたに言う：あなたがたの私への信仰に火をつけた第一時代のあのマナ、そして、第二時代に食卓であなたがたに

与え、あなたがたの救いの道を示したあのパンは、この時代にも私が提供する栄養であり、あなた方の魂が永遠の平和と光を得て、二度と飢えを覚えることがないようにするためのもので

ある。 

43. あなた方が守っている霊的な素朴さを利用して、私はあなた方の中から私の声を伝える者、私の新しい預言者、私の弟子を選ぶ。別の時代に私がこの民から家長、預言者、使

者、使徒を育てたように。今日、わたしは、わたしの教義によって、あなたがたにわたしの律法を説明する。この時代にどのように祈り、どのように私に仕え、どのように生きれば、人の

真の兄弟姉妹、神の子となることができるかを教えているのです。 

44. そして、私の新しい弟子たちが強くなったとき、私の王国の新しいエルサレムが人々のもとに降りてきて、その不滅の壁の上で邪悪、偶像崇拝、嘘、人間の心や精神から生ま

れたすべての闇が打ち砕かれるのです。 

45. あなたの父は、夢によって、ヤコブに、その子供たちにすべての国を祝福することを約束されたことを思い出してください。もしあなたがそのルーツであるなら、あなたの運

命は私の平和をもたらし、仲間の心に平和をもたらすことであることに気づいてください。 

46. 民：この時代には、まだモーセの律法を守っている人と、キリスト教の時代に従って生きている人がいます。すべての人が新しい時代の幕開けを疑ったり、待ち望んだりして

いるわけではありません。その理由は、すべての人が同じように進歩・発展しているわけではないからです。だから、あなたがたに言います。これらの教えを学んで、よい羊飼い、よい種

蒔きのようなよい働き手となりなさい。土地を耕す人たちを見よ。彼らは私の名で種をまく。もし、生育期が順調で種が実れば、創造主に祈りと感謝を捧げるのです。天候に恵まれず、種

がダメになっても、翌年を楽しみに待ち、前の種と取り替えて増やすまで、同じ熱意で種を蒔くのです。もし、あなたがこの時期を利用して、希望と信仰に満ちて、人の心に種をまくため
に出発するなら、私の恵みの露が、私の力によって、不毛な畑を肥沃にし、愛と善意でまいたあなたの種が芽を出すでしょう。私はあなたの種まきを守り、私の霊の輝く太陽が穂をきらめ

かせ、あなたの収穫が、あなたの主への賛美と栄光の歌とともにもたらされるようにする。 

47. この国を嵐から守るために見守っているのは、私であることを自覚しなさい。私は彼らを平和に保つ。なぜなら、私の高邁な計画によって、彼らが人間的および霊的な意味に

おいて、この時代に大きな使命を果たすように定められたからである。 

48. 地上に支配者や帝国が存在する限り、権力の主張、敵対、戦争が起こり、平和はないのです。 
49. 人の間に慈愛がなく、私の掟に従わない。真の兄弟姉妹も、親も子もいない、だから混沌が人類を脅かしている。 

50. 私はあなた方にこのことを告げるだけだ。私から邪悪なものは出てこないからだ。混乱は、良心に耳を傾けず、悪いささやきに導かれることを許してきた人間の内なる準備の

欠如から生じています。でも、あなたは──自分の固い心が揺さぶられるような試練が起こるのを待っているのですか？いや、私の子供たちよ、祈り、今もたゆまぬ努力をし、功徳を積ん

で自分を新しくしなさい」。これがあなたの仕事です。「世界の平和を見守り、祈りで私の祝福を引き寄せ、同胞の模範として私の律法に忠実であり続けなさい。 

51. 私に従おうとする者は、私の教えを共有することになり、弟子と呼ばれることになる。 

52. 私を取り囲む魂の総体が、イスラエルの民の一部を構成しているのです。彼らの従順さには、人類の美徳の復活がかかっています。今日、私はこの人々を私の口車に乗せて人

に々語りかけ、彼らが義務を果たした最初の実りを彼らから受け取ったのだ。 

53. あなたたちは、私の仕事のために戦士として訓練された最初の人たちだ。"偉大な都市 

"の最初の石を固い地面の上に置くために、熱意をもって働かなければならない人たちだ。あなた方は信仰を強め、私を信頼しなければならない。私は、1950年の最後の日まで、私の

声の担い手を通して、たゆみなくあなた方に語りかけ、その後、あなた方は人類の中に残り、その権威を証明することになる。 

54. 私は、精神生活の謎を突き止めようと願いながら、それに到達することなく労苦してきた科学者たちを、あなた方のもとに送ります。彼らは、あなたがこの国の出身であるこ

と、あなたが私の啓示を所有していること、あなたが私によって「油注がれた」ことを知るので、あなたを探し求めるでしょう。そして、ペテロが説いたように、あるいはヨハネが語った

ように、私の弟子たちにふさわしく、高慢にならず、柔和に振る舞うことを直観的に理解するのです。同様に、あなたがたも覚悟を決め、わが助けを求めて上を向くとき、私はあなたがた

を通して語り、彼らの心に届くだろう。私に仕えた場所や人物を知りたいという願望から、彼らはあなたを探し求めますが、あなたは彼らにわが教義の本質を知らせるだけでよいのです。

あなたの言葉の真理によって、多くの人が改心し、この民族の一員となることでしょう。 

55. この民族の歩みは長かった。その中に、私は常に強い熱意ある霊を送り込み、目標を指し示し、法を守る者とした。しかし、試練、訪問、闘争を経て三度形成されたこの民は

、時に強く、時に弱く、時に自由に、時に投獄され、時に理解されず、そして愛され認められ、常に私の特権を持ってきた。 

56. 私だけが、あなたに正義を与えたのです。あなたはカルバリーで最も崇高な愛の証を受けたが、もしあなたがそれに値するなら、私の正義の厳しさも受けたのだ。あなたは、

三度のうちで私を迎える運命にありました。今日も、第二の時のように、謙虚な者、恵まれない者、正義に飢えた者を探し出し、その魂を高めて、弟子や使徒の座に就かせたのだ。 

57. あなたがたは、人間が物質的に発展し、知識を誇って、私を知らない時代に生きている。彼は自分の精神的使命を忘れ、私が彼の肉体の生命と清涼、魂の高揚のために、彼の

知性の経験領域において、彼に奉仕させた自然を軽んじているのです。彼は、彼の中で最大の価値を持ち、私がいつもそのために来ているもの、すなわち、私に属する彼の魂を認めない。

しかし、地球の顔が変わるように、人間もまた私を認識するようになるのです。彼の理想は、現在でも物質的なものですが、精神的な目標に変化していきます。すべての人は試練にさらさ

れ、その中で魂は浄化され、曲がっていく。 

58. 1866年以来、人類は新しい時代に入り、私は徐々に選民を準備してきた。この民は使命を受け、私は彼らに霊的な賜物を確認した。私はそれぞれの生物に、彼が所属する

部族と、彼の特別な任務を明らかにした。私はわが霊の軍勢を束ね、ある者は肉において、ある者は霊において、書いてあるとおりにした。 

59. 私は、各コミュニティにリーダーがいるように任命しました。 

そして、「民が強くなるように、皆が団結することが私の意志である」と告げました。 
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60. 私は、私が訓練した生物に、人間の言葉で人類にわが身を明らかにする声の担い手の任務を与え、わが教えが広まるようにその数を増やした。私は、霊的な世界が人類とコミ

ュニケーションをとり、癒しとカウンセリングにおいてその慈悲を明らかにするために、「ボディ・オブ・ワーカーズ」を作りました。 

61. リーダーの支えとなり、リーダーと命令する者の仲立ちとなり、あらゆる集会の場で民衆の腹心となるべき者を「礎石」と呼んだのは、私の意志であった。 

62. 私は予見者を任命し、予見者を訓練して、民衆が目を覚ますように解釈させるようにしました。 

63. 書いてくれる人には「金の羽」の順番で渡しました。私は彼らの心を鍛え、彼らの守護霊を遣わし、他の時代にも著作を見守らせた。 

64. 私は、地域の秩序を守る「番人」を育て、「柱」と呼びました。 

65. これらの生き物はすべて私が啓蒙したものであり、私の霊感が彼らの上に注がれているのだ。さて、これらのオフィスを受け取った皆さんは、その内容を理解されましたか？ 

66. あと3年間は、あなた方の装備のために使うことを認めます。その後、これらの働きは一つになり、皆さんは「神の畑の労働者」と呼ばれ、私の言葉を聞かなかった人たちを

すべて任され、指導するようになります。そうすれば、あなた方はもはや弟子ではなく、師匠となるのです。 

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 184 
1 人類よ、あなたは暗闇に落ちました。しかし、あなた方が光に昇る時が来たのです。 

2 私はあなたを無気力から奮い立たせるために、エリヤを送ります。目が覚めていないのに、どうして私の存在を感じることができるのですか？ 

3 私が人間としてあなたの世界に来ることを期待してはならない、そのレッスンは終わったのだ。しかし、私は霊においてのみあなた方と一緒にいるが、今まで私が自分自身を

明らかにしたものよりも高い形の啓示であることをあなた方に証明することになる。それは、私があなた方を過去の人たちよりも霊的に有能だと考えている証拠です。 

4 私はあなた方の間に住むために肉体を必要としないし、私の声を聞いてもらうために人間の声になることも絶対に必要ではない。それでも、主人として、裁き手として、医者

として、私を遠慮なくそばに置くのだ。 

5 あなたの魂は多くの能力と感覚を持ち、それらを通して私のメッセージを受け取ることができるのです。しかし、あなた方は今日まで自分の存在に存在するそれらの能力を知

らないので、肉体の目で私を見、耳で私を聞くことしかできないと信じている。今、私は、あなたが眠っている部屋の静寂の中に私の存在を感じ、あなたの祈りの瞬間にインスピレーショ

ン の光であなた自身が満たされるのを感じるとき、この意見の説得力がないことをあなたに証明することになるで しょう。 

6 あなた方はまだ光のない魂ですが、私はあなた方から光の火花を発し、インスピレーション、高いアイデア、高貴な感情、良い仕事をさせます。 

7 あなたは、墓の中のラザロのように、霊的な生命を失っているのです。しかし、私が呼べば、あなた方は私に従って立ち上がり、私の真理の証人となるのだ。 

8 日々、地上の人々を震撼させるこれらの出来事は、正義の呼びかけであり、あなた方に悔い改めと祈りと反省と清めを求めているのです。しかし、この試練の時は、人の頑迷

と愚行が道を開き、人がその傲慢と不敬をあきらめるまで続くのである。 

地上で聞こえるのは正義の声ばかりではない。後に人類が浄化されたとき、人々を興奮させるのはまったく別の出来事なのだ。それらは神の霊感であり、霊的な顕現であり、自然の

啓示であろう。あるものは魂の完成のために、あるものはこの世の生活のために。 

9 人がより多くの恵みを得るための贈り物や徳は何であるか、あなたは知っていますか？チャリティーそれは彼らの心を高貴にし、魂が同胞に自らを捧げる機会を与え、信仰の

種を最も多く刈り取るものとなるからである。なぜなら、「畑」や「野原」は、不幸や苦痛、貧困や病気に満ちているからだ ── 

愛を渇望する畑は、ただ種と少しの雨を待って花を咲かせるだけなのだ。 

10 地上でわが言葉を説く者たちにとって、罪の進行、敵意と情念の氾濫を止めることが現在不可能に思えるとしても、人々が善と義に戻ることは、私にとって不可能ではなく、

困難ですらないのである。 

11 大国を支配している人たちを見ますか？あなたは彼らの法律や教義の力を知っていますか？科学者たちが軽率に、僭越ながら自然の秘密に踏み込んでいるのを見たことはあり

ませんか？本当にあなたがたに告げよう。かれらはその傲慢さ、技量、知識をもってしても、なお謙虚にわが前にひれ伏すであろう。その時、人は自らの意志で現実に目を開き、自分の仕

事の範囲、罪の重さ、異常の大きさに気づかなければならないからです。 

12 不完全なものばかりだと言うつもりはない──ない。しかし、彼らが同胞のためにもたらす善は、あまりにも少なく、正義の秤に重くのしかかる不公平と悪を私の法が裁く方

が良いのです。 

13 人類には、その仕事を終えて、神の審判に応じるための短い時間がまだ与えられているのです。 

14 一方、私の光は、あらゆる場所、あらゆる魂に進み、広がり、浸透していく。 

15 わが顕現の時が来れば、わが印を押された者はすべてすでに備え、見張り、祈り、わが来訪の時を待ち、一つの身体と一つの意志を形成して、わが明かすことを聞くようにと

のわが意志であった。しかし、私はあなた方の中に真の兄弟愛を見いだすことができなかった。 

16 私の教えを受けたこの民は、仲間を訓練し、主人にするのだ。 

17 しかし、本当に申し上げますが、私は地上に住むあなた方だけを啓発するために来たのではなく、あなた方の知らない別の生命の世界で道に迷っているすべての魂を呼び起こ

したのであります。 

18 私の命令を実行するために、霊的な存在たちの中に、なんという降伏を見たことだろう。肉体から解放された彼らの魂は、この時、任務を遂行するための準備を容易にしたの

だ。 

19 どれだけの人が、私に誤りのないことを期待したでしょうか。 

長い贖罪の期間を経て、罪を犯す。そして、私が七つの封印の書の第六期に相当する部分を彼らに示したとき、彼らの魂は高揚し、その高揚の中であなた方を駆り立て、あなた方の道を阻

むものを取り除き、弟子として栄誉ある地位を与えたのです。 

20 神の教えを理解するためには、自己を更新し、法則を研究することが必要である。 

これによって、あなた方は私の言葉を理解するようになり、人間の科学では到達できなかった偉大な啓示を受けることになるのです。 

人が首をかしげ、私があなたがたに求める尊敬と愛をもって父を愛する日が来るでしょう。 

私の発現は誰にでも理解できるものです。私の知恵をすべて理解することはできないので、私はあなたの脳の能力に合わせて話をしたのです。私があなた方に教えを伝えたこの単純

な言葉に、あなた方の知性から来るものを加えてはならないし、他の言語に翻訳する場合は、その神聖な意味が損なわれないように注意しなさい。 

21 この難しいミッションに取り組むとき、あなた方の脳が、私の光を鮮明に映し出す鏡のようになるように、準備を整えてください。 

22 私の近くで暮らそう。私は、すべての被造物の命であり、始まりであり、終わりである。もし私があなたに私のような仕事を任せたとしたら、それはあなたを愛しているから

であり、私を手本としてほしいからです。 

23 心を救う、奇跡を起こす、互いに愛し合う。 
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24 もし、あなたの中に十字架を背負うに必要な信仰と魂の強さを感じるなら、家々に行って私の言葉を伝え、広い土地を通り、海を航海してください。私はあなたの前に進み、

道を用意する。 

25 羊の皮をかぶった狼がたくさんやってきて、あなたがたを迷わせようとするから、用心しなさい。しかし、見ていると、彼らの心の意図がわかってくる。 

26 仲間が苦しんで来た時、そして 

彼らの涙を止めたいのなら、そうしてください。あなたの中にある善をすべて与えれば、後に来世で、あなたがこの世で示したものより大きな慈悲を受けることができます。 

27 愛する人々よ、あなたがたの祈りは、神殿であなたがたの詩篇がわたしのもとに昇った最初の時のように、わたしのもとに昇る。しかし、その時間は過ぎ、あなたの魂は進化

しています。エルサレムの大神殿はもはや存在しない。わが言葉が実現し、その設計の材料となった石は、他の石の上に一つも残らなかったからである。 

28 には契約の箱も、律法の板もない。 

祭壇はもうない。あなたの霊は、かつて信じて理解するために奉仕し、私を崇拝するために教えてくれた数字や記号を超えた真理を求めているのです。しかし、今日では、その意味が精神

によって理解されたため、これらはもはや何の正当性も持たないことを理解している。シンボルは、主が人間に神の教えを説明するために使った物質的なものに過ぎないのです。 

29 だから、弟子が基本的な教えを理解するようになったら、より高いインスピレーションとより霊的な礼拝への欲求を高めるために、古い礼拝の形式を忘れるべきである。 

30 覚えておいてほしいのは、私を体現する何らかのシンボルを目の前にしなければならない限り、あなたは神聖なスピリットと直接つながることはできないということです。し

かし、皆さんは、この精神と精神の対話のために召集されていることを自覚してください。 

31 現世であなたを取り囲み、包んでいるものはすべて、永遠の生命の反映である」という深い教えを、物質的な形や物を通して理解できるように説明したものです。 

32 その素晴らしい教訓の核心にまだ到達していません。人間は、この世で送る人生を永遠であるかのように考えてきたために、何度も何度も過ちを犯してきました。彼は、その

外形に関心を持つことに満足し、神の啓示--すべての被造物に含まれる本質と真理である--をすべて拒絶してきた。 

33 この「本」が魂の中に光を残し、最後のページまで理解されたとき、人間は地球を離れ、その魂は新しい家へと移動し、そこで人間の生活が教えてくれたことをすべて知り、

活用することになるのです。そうすれば、物質的な生活を通して明らかにされた多くの教えを理解することができるようになるのです。 

34 あなたの師が愛情を込めてあなたに捧げたこの言葉を研究し、その光によってあなたの仕事を判断しなさい。そして、自分が行き詰まっていることに気づいたら、それを引き

起こした原因が何であったかを突き止め、今後それを回避し、常に発展の道を歩むことができるようにします。 

35 私が地上のわが民に命じた使命は大きく、非常に繊細である。だから、わたしはいつの時代にもこの国を探し求めて、わたしのことばで鼓舞し、律法の内容をさらに明らかに

しようとしたのだ。 

36 愛と善と正義の法則は、私が時代を超えて遺した精神的遺産である。私は、レッスンごとに、律法は愛という一つの戒めに集約されるということを人類に理解させてきました

。生命の創造主である父を愛し、父の一部である同胞を愛し、主が創造し、命じられたすべてのものを愛しなさい。 

37 愛は、知恵、偉大さ、力、高揚、そして生命の起源、始まり、種である。これは、創造主が魂のために示した真の道であり、一歩一歩、家から家へと、ますます私への接近を

感じることができるようにするためです。 

38 もし人間が太古の昔から、偶像崇拝の儀式や宗教的狂信に陥ることなく、精神的な愛から教団を作っていたならば、今日、人間の恐怖と悲惨によって涙の谷となっているこの

世界は、魂がこの世の後に魂の旅立ちのために入るべき霊の家にたどり着くために功績を積むために来る、平和の谷になったことでしょう。 

39 あなたがたに言うが、人間の歴史の中で、わが律法の知識を欠いた時代などないのだ。彼の精神である神の輝きは、彼の魂に光の輝きを、彼の心に直感を、彼の心に暗示を欠

いたことがないからです。それにもかかわらず、あなたの魂は目の前に暗い包帯を巻いてあの世に帰ってきた。この試練の谷でこの世の人生が含んでいる教訓を生かさない者は、償いを終

えるため、そして何よりも学ぶためにあの世に帰らなければならないと私はあなたに言うのである。 

40 地上での生活とは何か、魂とは何か、霊界とは何かということについての考え方が間違っているのです。 

大多数の信者は、一定の義理を守って生きれば、あるいは犯した罪を人生の最後の瞬間に悔い改めれば、その魂には天国が約束されていると考えている。 

しかし、この誤った考えは、人間にとって非常に喜ばしいことですが、そのために、生涯にわたって掟を守ることを怠り、その結果、魂がこの世を去って霊界に入ったとき、自分が
想像したような驚異を見ることも、自分に権利があると思っていた至福を感じることもできない場所に来ていることに気づくことになります。 

41 天国に行けると確信していたのに、その代わりに混乱しか見いだせなかった人たちがどうなるか知っているのだろうか。肉体の殻の支えもなく、霊的な光の球がある高みにも

上がれず、もはや地上には住めないので、彼らは自分たちのために──意識することなく──人間でもなく、深い霊的世界でもない世界を作り出したのだ。 

そして、魂は自問し始める。「ここは天国なのか？ 
長い間、地上をさまよってきた魂に、神が定めた住処はここなのだろうか。 

42 いや、光と愛と純粋さだけが存在できる "主の胎 "であるはずがない」と他の人は言う。 

43 反省と苦痛を経て、魂は徐々に理解するようになるのです。神の正義を理解し、その精神の光に照らされ、過去の行いを裁き、それが貧しく不完全であったこと、信じていた

ものにふさわしくなかったことを発見するのです。 

その後、この内省のおかげで、謙虚さが現れ、自分の後ろにあったその方法に戻り、汚れを消し、過ちを償い、父の前で本当に功績のあることをしたいという願望が生じる。 

44 この謎について人類を啓発する必要がある。そうすれば、物質における生は、人間が魂のために功徳を積む機会であり、より高い精神化の領域で生きるに値するまで魂を高め

る功徳であり、そこで取り残されないために、また段階から段階へと上昇し続けるために、新たに功徳を積まなければならないと理解できる。 

45 父なる神の永遠の掟が教えてくれたように、あなたは愛によってこれらの功徳を身につけるのです。そうすれば、あなたの魂は完璧さへの階段を一歩一歩進み、それによって

天の国、つまり魂の完璧さである真の天国へと続く狭い道を知るようになるのです」。 

46 平和と愛の道を求めて私のもとに来たあなた方を歓迎します。その人たちを私は歓迎し、精神的な課題が待っていることを理解させます。 
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47 弟子たちよ、私と共に苦労し、師匠の近くで働き、そうして山の頂上へと導く道を歩むのだ。あなたがたは、謙遜して、父にあれこれと贈り物を求めることなく、父がその子

たち一人ひとりに備えてくださったものを喜んで受け取るために、私のもとに来るのです。 

48 あなた方の魂には光があり、さらに、あなた方の経験を実りあるものにする試練の道をすでにはるかに進んでいるので、賞賛や奉仕を受けるために偉大でありたいという虚栄

心に支配されることはもはやありません。 

49 私以外に誰が、魂を支配し、その運命を導くことができるだろうか。誰もいない。したがって、支配したいがために主の身代わりとなろうとする者は、自分の傾向、好み、権

力への要求、虚栄心に従って自分のために王国を作り上げたのである--物質、卑しい情念、無価値な感情の王国である。 

50 精神は完全な正義であるため、服従させることはできない。魂では、純粋さだけが高貴な感情を支配し、善だけが感情を動かすのです。 

51 だから、弟子たちよ、自分たちが豊かな才能に恵まれ、すべての人が持っていない善を持っていることを理解しても、誰よりも優れていると感じてはならない。このように仲

間の役に立つために、自分の全人生を捧げるべきなのです。 

52 あなたが作った虚栄心の帝国を破壊しなさい。人間の情熱を制御し、あなたの魂は、愛と光に満ちたその最も奥深いコアで自分自身を明らかにし、それはあなたに知恵を与え

る。 

あなたの人生のすべての行動において、イエスを手本とするよう心がけてください。彼は、罪を償うためでも、父の裁きを受けるためでもなく、地上に遣わされたのです。今日、再
びあなた方に語りかけるキリストは、愛と正義と真理の王国を人の心の中に打ち立てるために降りてこられたのです。彼は人に物質主義的な教義や不当な法律をもたらさなかった。彼は、

人々の欲をかき立てるために来たのでも、情欲を満たすために来たのでもない。彼は、魂の道徳である愛の教えをもたらしたのです。だから、「私の王国はこの世のものではない」と言わ

れたのです。 

53 あなたは心の奥底で、偉大な霊的存在が神に反抗し、働こうとすることがどうしてあり得るのかと私に問う。こう言っています。私に刃向かう者は、まだ真に偉大な者ではな

い。彼らは、自分の能力の一部分だけを発達させることができ、他の部分の発達を怠ってきた不完全な霊的存在なのです。知能は発達しているが、魂の高貴な感情は発達していない。 

54 だから、あの時、「人はパンのみにて生くるにあらず」と指摘したのです。地上が与える教えとは別に、彼は完全な完成のために霊の光を必要とし、それは私の教えにおいて

のみ受けることができるからです。 

55 人間のくせに。何世紀もの間、あなた方は情熱という重荷を背負いながら、地上をさまよってきました。しかし、終わりは来たのです。すでにあなた方は、魂がその召使とな

る肉体の中に君臨し、無限をその住処とする、精神的解放の時代にいるのです。 

56 やがて、あなたは自分がどこから来て、どこへ行くのかを知ることになるでしょう。そうすれば、あなたの人生において世界をどのように位置づけ、あなたの存在において魂

をどのように位置づけるべきかがわかるようになるでしょう。 

57 これから述べる言葉は、あなた方が意欲を持ち、力を発揮し、将来に希望の光を期待するための予言的なものである。 

58 世の中を苦しみながら涙を流している人たち、私が彼らを見捨てたと思わないでください。私は彼らの忍耐力を試し、彼らが浄化に至るのを待っているのである。 

59 スピリチュアライゼーションが人々にもたらされ、彼らの疑念を払い、安全な道に戻し、真実の光を見るようにさせるでしょう。その時、人々は言うだろう。"主が「すべて

の目が私を見るだろう」と言われた言葉が実現した "と。 

60 人間の魂は今、あなたの心が知らない借金を返し、長い間あなたの中にあった汚れを消すために、この時の痛みは非常に大きいことを知らなければなりません。自分がどんな

人間で、どんな作品を作ってきたのか、その長い道のりを知らないのです。しかし、今、この啓示を知っているあなた方は、忍耐と降伏をもって自らを武装しなければならない。それがあ

なたを高揚させ、あなたの浄化を達成するのに役立つからです。 

61 今しばらくは、自分の過去を知る必要はありません。自分が過去に犯した過ちを、これから償わなければならないという直感や予感があれば、それで十分です。その光は、魂

と肉体が上へ上へと進化する平和と光の人生を手に入れるという希望を、あなた方の心に生み出すからです。肉体と精神が調和する時代がやってくるからです。 

62 私の光はすべての道を照らし、宗派や宗教は目の前に一つの道、一つの法則、すなわち神霊の愛の法則を見ることになる。これは、すべての魂を統合する世界的な教えとなる

でしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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1 あなたは私の教えを人間の知性によって聞いているが、この教えを与えるのは私の霊であると信じているから、私はあなたを祝福するのである。 

2 声の出し手の不完全さを無視し、神の意味を理解することにのみ関心があるのです。このように私の言葉を研究する人は、真理を発見する人である。彼らは、明日、私の教え
を人に説明するために出発する弟子たちです。過去の聖典の解釈を誤った者に理解させるのだ。私の啓示の真理を発見するためには、言葉の物質的な意味に固執するのではなく、真理と生

命である本質である霊的な意味を求めることが必要だからです。 

3 それゆえ、私はこの民衆に、人間の知性を媒介としてわが言葉を与え、言葉の外形に関心を持たず、その意味を発見するためにその核心を突き通すよう指示するという、同時

に深い教えである試験を課したのである。この指示によって、この人々は、私のこれまでのメッセージの解釈を求める人々に、あらゆる教えや文章、あるいはあらゆるものの意味内容を精

神的に発見する方法を説明することができるようになるでしょう。 

譬えは一つである真理を発見する。 

4 また、この人々の中には、魂と肉体の準備が整えば整うほど、声の主を通しての私の指示がより豊かで明確になることを徐々に理解するようになった人々も見受けられます。

ああ、もしこれらすべての大勢が、私の恩寵に値することを証明する道を真に志しさえすれば、私の顕現はどれほど偉大で完璧なものになるだろうか。 

しかし、私は、多くの心が、わが現存を信じることができるようにするために、外的な礼拝を求めるのを見る。彼らは、自分の魂が自由に上昇するのを許す代わりに、それを物質的

な祭壇に留め、無用な儀式でそれを分散させ、習慣的な伝統でそれを疲れさせることに気づいていないのである。あなたがたに言うが、その時間はもう過ぎてしまったのだ。 

長い間、あなたは教会の壮麗さで五感をリフレッシュし、長い間、仲間の芸術作品に感嘆してきました。今、あなたは、あなたの魂がそのために運命づけられた驚くべき生命に到達

し、彼の中で祈る瞬間に光で自分を飽和させ、その歓喜の間に受けるすべての喜びとインスピレーションをその体に伝えるために、これらのすべてを後ろに残しておかなければなりません

。そうすれば、世界が神を表現しようとしてきた形が、いかに貧弱で不器用なものであったかに気づくでしょう。 

5 あなたの魂は幼年期から青年期へと移行したため、その人生に変化が起こらなければなりません。 

6 昔、あなたの霊が私に捧げた供物は、たとえそれが多くの無知と不完全さを含んでいたとしても、私はすべて受け入れました。今日、純粋で、誠実で、真実であるものだけが

、私に届くことができるのです。 

7 あなたが時々私に差し出す庭の花が、どれほど美しいかわかりますか？まことに、あなたがたに告げますが、今はその贈り物さえも受け取ることができません。その花はあな

たがたの作品ではなく、私の作品だからです。あなたがたの差し出すべきものは、あなたがたの心の花、すなわち、善行、清い祈り、徳である。 

8 もはや自分を欺くことなく、深く精神的なものでなければならないものを外見で置き換えようとしないことです。限界を打ち破ることを恐れず、真実を直視することを恐れず

。天国は勇敢な者と熱狂的な者にしか与えられない。 

9 心の中の狂信と偶像崇拝をすべて取り除き、霊から霊へと祈ることを学べば、真の主の祭壇--この世のものではないもの--

に到達することができるだろう」。この祭壇に、あなたがたの善行の生贄を捧げることができ、それはあなたがたの庭の花よりも、私の目に美しく映ることでしょう。あなたの魂の善い行

いは決して枯れることはないからです。 

10 この多人数で。あなた方の心を開いて、わが恵みの露を注ぎ込ませてください。私は、この人たちを、思いや心や魂の最も美しい花が咲く広大な庭のようにしたいのです。 

11 人々：私が御言葉を明瞭に告げて献身と供養について話すとき、あなたは私があなたのこれまでの信念から離れるように導いているので、苦痛を感じるのでしょうか？いいえ

、先生」とあなたは私に言います。 

12 その理由は、私の言葉には、どんな心にも曖昧さを生じさせず、どんな心も悲しませない、やさしさと光があるからです。 

13 仲間の目を光に向けさせようとするとき、同じように声をかけてほしいのです。私があなたに使った明晰さと愛でやってください。そうすれば、彼らの心に痛みを残さず、む

しろ平和と光を残すことができるでしょう。 

14 神の約束を果たすために、私はこの時代にあなた方に自分自身を知らせたのだ。この言葉の核に含まれる意味において、私は完全に、あなたとともにあったのです。この意味

を見出した人は、私を感じている。一方、わが顕現の外見を判断することに時間を費やしてきた人々は、わが真理を発見することができなかった。 

15 ある者はわが言葉を聞いて絶句し、ある者は微動だにせず、わが存在とわが声を聞いたことを意識しなかった。 
16 私の言葉がこれらの声の担い手を通して聞こえなくなれば、この時代の終わりを嘆き悲しむ多くの心があるだろう。 

17 この言葉が各地に広まる時が来るだろう。しかし、その時は、それを聞き、理解し、信じた人々の証言を通して、私の教えを聞く恵みを受けたことのない多くの人々が、これ

らが宝として持っている神聖な意味を発見することができ、確信と信仰をもって、"これはマスターの言葉だ！"と叫ぶのを目撃することでしょう。 

18 あなた方は、あなた方の同胞が、わがメッセージによって内心かき乱され、至福の涙を流すのを見るだろうし、わが選ばれし者に属さなかったと嘆くのを見るだろう。そのと

き、あなたは後悔するでしょう。「私は長い間あなたと一緒にいたけれど、あなたの心は、あなたの証言だけで、あなたの仲間の中に芽生える信仰と愛を見せてくれなかった」と。 
19 そのような大勢の人々の中に、霊的なものを直感する人、霊感を持つ人、霊と霊の対話を予期する人、先見者、霊の才能と能力を完全に発達させた人たちを見出すことができ

ます。 

20 私が世界のすべての民にわが言葉を与えるとでも思っているのか。この新しい啓示も、過去の啓示と同じように、私がたった一人の人々に自分 

を啓示し、その人々が出て行って良い知らせを広め、私のメッセージで受け取った種 を蒔くというものだ 

21 私の使徒たちの証言だけで、他の土地で私の種が最も強い力で芽を出したことを忘れないでください。 

22 もし、他の人々がその証言を信じたとしたら、それは、その証言をした人々が、自分の心の中にあるすべての愛と真実をもって、その証言をする方法を知っていたからです。
なぜなら、もしあなた方を通して世に私を信じてもらいたいのなら、あなた方は愛と謙遜と霊性と信仰において、あの使徒たちのようになるように準備しなければならないからです。そう
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すれば、世界はこの教えを真理とみなし、わが言葉は人間にとって神聖なものとなる。そうすれば、あなたがたの同胞が、私の言葉によって生み出された文章を熱心に読み、すべての民族

がそれを知ることができるように、さまざまな言語に翻訳しているのを見ることになるであろう。 
23 ここにいる人々が慣れ親しんできたこの言葉が、それを最も多く聞いてきた人々によっていかに劣化させられてきたか、明日、地上で多くの苦しみを受ける人々にとってオア

シスのようになることがわかるでしょう。真理と愛と正義に飢え渇く人々の生活に、いかにバームとなり、生命となり、栄養となり、光となるかがわかるでしょう。 

24 私の言葉を長い間聞いてきた人たち、そして、この仕事の中で仕事を引き受けてきた人たち、私の言葉があなた方の心を動かし、あなた方の存在の最も奥深いところで霊が語

るようにしなさい。あなたは命の木の実をたくさん食べましたが、その種をどうしたのですか？なぜ、あなたの蒔く種は、すべて私が与えた種から生まれないのですか。私が預けた種に自

分の種を加えて使うこともあるのですね。あなた方の中で、今、私があなた方に言っていることを理解できない人がいるだろうか。 

25 私は、あなたが行うすべての仕事を否定しているわけではありません。私があなたがたに言っているのは、あなたがたの行う善行に不正を加えてはならないということです。

そうすれば、あなたがたはもはや、私があなたがたに明らかにしたとおりにわが真理を蒔くことはなく、明日、あなたの霊が蒔いた実を刈り取る時が来れば、その実は、その人生の道で蒔
いたものとまったく対応していることに当然気がつくでしょう。 

26 私は、創造されるすべてのものの本質である。すべては私の無限の力によって生かされている。私はあらゆる身体、あらゆる姿の中にいる。私はあなた方ひとりひとりの中に

いる。しかし、あなた方が私を感じ、見つけることができるように、自分自身を準備し、受容することが必要なのだ。 

27 私はすべての生き物のための命の息吹である。それゆえ、あなたがたは、もし、あなたがたのすべての仕事において、わたしを目の前にしているならば、わたしを崇め、わた

しを身近に感じるために、わたしの像を粘土や大理石で表現する必要はないことを理解させる。このような理解の欠如は、人類を偶像崇拝に導くだけであった。 

28 私の言葉のおかげで、あなたは父とすべての被造物の間に存在する調和を感じ、私がすべての存在を養う本質であり、あなたが私の一部であることを理解する。 

29 自分の人生の意味、魂の運命、開発の目的を理解する程度で、スピリチュアルな生活に入ります。そうすることで、あなた方は私を求めた姿を忘れ、この人類が何世紀にもわ

たって囚われてきた誤った信念と誤解を徐々に消滅させていくのです。 

30 魂は完成に至るまで、その能力に基づいて進化することができるのです。しかし、私は、あなたの人生が不毛なものにならないように、あなたの発展の道をいつも寄り添って

きた主人なのです。 

31 もし、あなた方が善意の人になれば、あなた方の人生はすべての創造物の完成と調和するようになるでしょう。あなたは真の知の光を得、その働きの果実は永遠の安らぎを与

えてくれるでしょう。あなたの肉体の一部は、「創造」の中で原子に分解される物質です。 

しかし、多くの人にとって、魂の不滅の命は理解しがたいものです。彼らは自分の目で見たもの、あるいは科学で証明されたものしか理解しない。この地上生活であなたと一緒に暮

らした人たちは、どこにいるのでしょうか。あなたは知らないんだ。光の世界で生きていることは想像に難くありません。これに対して師は、「あなたの周りにはたくさんの人がいますよ

。魂は、あの世で父が割り当てた場所を占める能力と同時に、あなたと共に任務を遂行する能力も持っています。それが霊魂の力です。 

32 あなたはまだこの教えを理解していない。しかし、その能力を身につけるためには、第二の時代に私が話したことを実行する必要があります。「人がわが恩寵を受けるために

は、純粋な子供のようにならなければならない。 

33 でも、もう見捨てられたと思わないでください。人間が成し遂げるあらゆる仕事には、光の精霊の影響がある。精神世界は、人間の心の器官に影響を与え、方向付ける。その

世界は、あなたが目で見ている世界よりも、もっと大きく、もっと美しいのです。それは、光と完全な調和の世界です。その住人はわたしとともにあり、わたしと一体となって創造物を見

守る。 

34 しかし、これらの教えを知り、信じていながら、この世で愛した人々があの世に逝ったことを、彼らが見守ってくれていると知りながら、文句を言い続けることができるでし

ょうか。今は純粋にスピリチュアルな存在なのに、なぜ人間の姿で考えるのでしょうか？ 

35 今日、私はあなた方が「あの世の神秘」と呼んでいるものについてお話ししました。 

36 この教えは、私だけが明らかにすることができます。人は隠された知恵を突き詰めていないから無理なのだ。 

37 私の聖域に入り、もう一つの教えを聞くために、あなたを準備しなければならなかったのです。というのも、あなたはまず自分の感覚を感動させなければ、魂が立ち上がらな

いのですね。あなたがたの目は、わが現存を語りかけることのできる像を求め、あなたがたの耳は、この世の煩悩の心を澄ますための教会の賛美歌の調べを期待し、香や花の香りさえも、

あなたがたにわずかでも私を思い起こさせるために必要だったのである。しかし、あなた方は、これらの典礼的構成要素を、この奉仕のために奉献された教会の中だけで見出したので、そ

の外では、私の存在を理解することも感じることもできなかったのです。一方、現代では、肉体の感覚を鍛えるのではなく、肉体の感覚に関係するものを無視して、魂が目覚めるような精

神的な準備が始まっているのです。 

38 あなたの目はもはや、あなたにとって神性を表すことができるイメージを探すことはなく、あなたの耳はもはや、あなたが世界のインセンティブをしばらくの間忘れるために

必要だった音を求めることはありません。その行為、その場所にのみ私が存在することを信じるために、あなたはもう祝宴に参加するのを待つ必要はないのです。 

39 今日のあなた方の関心事は、私の言葉の神聖な意味を受け取り、感じ、理解するために、いかに心を澄ませるか、いかに心を清めるかであり、そのためには瞑想と祈りに勝る

手段はないことはご存じでしょう。 

40 今日、あなたの目の前に置かれるあらゆるものがあなたの邪魔をし、最高の音楽も、私の言葉の天のコンサートの前では、あまりにも小さく見えるでしょう。そして、これら

のことは、あなたの精進に役立つどころか、あなたの邪魔をすることになりかねません。あなた方は外的なものを必要としないし、欲しくもない。だから、私の宣言を受ける間、目を閉じ

ることに慣れてしまったのだ。魂は、高揚への至上の欲求から、物質との接触をすべて排除しようとするからだ。 

41 昔は、私の神性を祭る祭壇は遠く離れていましたが、今は、あなた方の心の中に祭壇を建てています。長い間、物質的なものであったあなたの供物は、今や霊的な表現に取っ

て代わられました。私の目には、あなたの愛は、あなたの庭の最も美しい花よりも美しく、あなたが同胞に与える赦しは、あなたのためにあることを、あなたは知っています。 

私は、あなたがかつて自分の汚れを洗い流せると思った悔い改めよりも価値があるのです。 
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42 私は黙ってあなたの声を聞く、私のためにあなたが唇を動かす必要はない。私は、他の罪人の話を聞いている罪人ではありません。私は霊の中にいる。私が聞くのはあなたの

魂であり、立ち上がり、私とコミュニケーションをとろうとするのはその魂である。 

43 この間、多くの人が私の言葉を聞いたが、全員がそれを真理として受け止めているわけではない。もちろん、すべての人がこの教えを理解できるようになったわけではありま

せん。いつの時代にも、召される者は多かったが、最終的に選ばれたのはほんの一握りであった ── 

今日、私があなたたちに思い出させる理由は、時を理解し、感じ、信じる者だけが、私に従おうとして残り、準備しているということだ」。 

時々、あなた方の仲間は、霊的に非常に進んでいて、私の愛の教義を理解しているように見えることがあります。それは、私を発見することができるのは、主として人間の知性では

なく、もし愛がその中にあるならば、霊であるからです」。混同しないようにしましょう。 

一方、私のところに来る仲間の中には、無学で、あまりにも物質的で、私の言葉を感情的に理解できるとは到底思えない人たちもいて、彼らの感性と理解力に驚かされることがある

。その理由は、彼らは外面、人間性においては不器用だが、内面においては非常に大きな精神的発展を遂げているからである。 

44 信じてきた人たちは、必ずしも最初の瞬間から信仰に目覚めていたわけではありません。ほとんどすべての人が内心では苦労している。私は、彼らの心の中に次のような──

あるいは似たような──問いを見出した。「それは真実か？もしかして、私はここで主の臨在に遭遇しているのだろうか？長い間治らないと思い込んでいた私の苦悩が、ここで癒される可

能性はあるのでしょうか。"しかし、彼らが奇跡を受けたとき、ある者はまだ私に尋ねた。"私を癒したのは彼なのか "と。 
しかし、私の声を初めて聞いたときから信じた人もたくさんいますし、私の言葉を聞く前から、すでに信じていた人さえもいるのです。 

45 多くの人々の心を最も苦しめたのは、私が自分を現した貧しさ、惨めさである。彼らは、儀式の派手さや物質的な教会での贅沢な富に慣れていたからだ。しかし、あなたがた

に告げますが、かつて私が自分の簡素さを示すことによって人間の虚栄心を裁いたように、今日、私は偽りの見せ物を避け、貧しい人々の間だけでなく、罪人の間にさえ現れることを望ん

だのです。 

46 明日の人々がわが顕現の仕方を冷静に研究し、それを聖書に含まれる預言と比較し、わが顕現が展開された活動領域--私が選んだ国、私が呼んだ人々--

をより詳細に検討するならば、すべてが完璧に行われ、全体として預言が忠実に成就したという文句なしの結論に達することだろう。 

47 ここで私は新たに人々に語りかけ、私の神聖な本質で語りかけ、しかし彼らの把握できる範囲の言葉と概念で語りかけている。しかし、ある者は、私の言葉の中に見出される

神聖な本質のみによって私を信じるが、他の者は、あなた方が奇跡と呼ぶものを信じるために必要とする。ですから、あなた方は、第二の時代の人々が、私の力を試すために、人には治ら

ない病人を私のところに連れてきたのと同じ人々であると、私は言います。 

48 ある者は盲目、ある者は足が不自由、ある者はらい病、またある者は混乱した霊に取り憑かれているのがわかります。私はあなた方全員を癒し、真実、誰も滅びることはない

と告げる。しかし、私が指摘しなければならないのは、あなた方が準備しなければならないということです。今回の奇跡は、肉体よりも、あなた方の高揚した魂において行われるのです。 

49 私が復活を知らせるのは、ラザロだけではありません。私はすべての「死者」を蘇らせる。 
50 あなた方大群衆よ、ここに私の言葉がある。私を信じるか信じないか、私を愛するか愛さないかはあなた次第です。しかし、本当に言っておくが、この時代は二度と来ない。

この知恵の教え、この神の話は、もうこの形で聞くことはできないのだ。1950年以降に私の声を聞きたければ、霊的にあの世に入らなければならない。私が「私の王国はこの世のもの

ではない」と言ったことを思い出してください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 186 
1 知識を増やすために私に近づくすべての弟子たちよ、歓迎せよ。わが教えの真理をはっきりと認識しようとする者は、すべて幸福であり、祝福される。 

あなたの霊的な目を覆っているベールを破りたいのなら、よくやってください。私の秘めたる叡智を深く知ろうとしない者には、重い責任が課せられている。 

2 彼らはいつになったら、肉体が与える快楽に飽きるのだろうか。いつになったら、こうした快楽が、魂のリフレッシュを妨げていることに気づくのだろう。彼らは罪の王国の

家臣であり、情熱の奴隷であり、聾唖者、盲人、足萎え、らい病患者のように、自分の異常に気づかずに世の中を歩いているのです。人は自分の魂が病気であることにようやく気づいても

、私の霊から放たれる光に救済を求める方法を知らないのです。 

3 盲人は盲人を導く。こうして私は、世界の多くの国々を、地上の人々の十二分に見ている。美徳が弱くなり、善良な感情が失われた。あらゆる高貴な感情、あらゆる高尚な思

想を入れるべき人間の心は、今日、利己主義、悪徳、異常の源となっている。 

4 あなたを無限に愛する主が、今日、すべての人の中に君臨する悪と戦うための武器を与えるために、あなたのもとに来られたという事実のどこがおかしいのでしょうか？ 

5 確かに私の教えは武器であり、心臓や一番敏感な部分を攻撃するライトセーバーです。 

が人に触れる。悪に打ち勝つ意志こそ、あなたに必要なものであり、その魂の強さこそ、私の言葉があなたに与えるものなのです。私があなた方の勝利を望む最も偉大で最も崇高な戦いは

、あなた方の情熱、利己主義、官能を制御するために、あなた方自身と戦うことです。機会あるごとに、自分の中でその偉大な戦いが勃発するように。 

6 一方には善意、理性、正義、慈愛があり、他方には腐敗した人間の情念が立ち上がってくるのです。しかし、光は暗闇に勝利するのです。もし、そうならないと知っていたら

、あなたの魂のために、無駄で実りのない闘いをさせることはしない。 

7 家父長、預言者、あるいは私の使徒について考えるとき、彼らを特別な人間として考えてはならない。なぜなら、彼らはみな、あなたが創造されたのと同じ本質から創造され

たからである。しかし、その人たちは、光の道を歩み、真理を守り、常に私の法を守り、善良に生きようと努力した人たちです。その意志は弱まることなく、人間の兄弟たちの手本となる

ような作品を残してくれました。 

8 御霊の賜物に無関心で、永遠の命を明らかにする真理に無関心で、快楽や快適さ、あるいは日々の糧を求めて走り回る人々を知っていますか？その後、彼らが真の教会の協力

者になるために、熱心に霊的な聖域に走っていくのを見ることになるでしょう。 

9 人は、私の神聖な言葉の中にこそ、魂が内に秘めている力を使うことを教え、人生という試練の道をしっかりと歩むことを教える光を見出すことができるのです。私の光を見

る者は、一歩も踏み外さず、つまずきもしない。 

10 私の言葉を理解しなければならない。そうしなければ、主人がはっきりと、完璧な方法であなたに話した秘密を見ることになるのだ。神は人間に何の秘密も持っていない。あ

る時は、光に浸透することを望まず、またある時は、啓示を早々に知りたがったということです。人間が堕落した汚れは、私の教えの多くを正しく理解していない原因であり、すでに理解

している時期であるにもかかわらず。 

11 宗教から学んだことは何ですか？もしあなたの人生が、彼らが勧める原則の遵守に従わず、またそれらを通して私に近づこうとしないなら、あなたがこれやこれを信じている

と言っても、何の役に立つでしょうか。 

12 もし、あなたが神の法則を満たしているかどうかを知りたければ、世の中に愛の収穫があるかどうかを自問しなさい。 

13 今、あなたがたに言いたいことがたくさんある。それは、あなたがたに私の天の御国を与える用意があることを理解してもらうためだ。しかし、そのためには、あなたの霊魂

を解放しなければなりません。そうすれば、あなたは私を見て、私を感じることができるでしょう。 

14 善意ある人々の間に平和の契約が結ばれるであろう。しかし、私は、この契約を結ぶのは、霊的な家にいるときまで待つべきではないと指摘します。その功徳とは、世界が愛

の種として子羊の血を受け取ったこの場所で、あなた方が父に感謝の貢ぎ物を捧げ、互いに愛し合うことで従順になるという最高の捧げ物をすることです。 

15 魂の不滅を信じること。ある人は、死は罪を犯した人の存在を破壊し、永遠の命から遠ざけて、代わりに永遠の罰を与えると信じているからです。 

16 そのような考えを採用する人は、私の啓示のいくつかを誤って解釈し、その意味を取り違えているのです。もしこれが正しくて可能なら、愛と善と正義の敗北を説明するよう

なものだ。それなら、私が人となったことの意味は何だったのだろう--私の受難、私の死、そして人 

としてあなた方の間に存在すること。私が来たのは、罪人、病人、奴隷、飢えた者、失われた者のためであることを忘れてはならない。 

17 あなたの霊魂は、神の霊から授かった永遠の命を持っています。人間の唯一の死は、魂が飛翔するために残す殻、肉です。また、もし罪があれば、罪は過ぎ去り、無知という

暗い包帯が枯れた果実のように落ちるのを見るでしょう。しかし、魂は死ぬことなくそれ自体で経験する「死」のたびに、より強く、より意識的に、より輝き、より純粋に蘇る。 

18 あなたは今までの人生で、肉体的な情熱が全身を支配し、良心や道徳、理性の声が聞こえなくなるような経験をしたことがありますか？ 

これは、肉に宿る誘惑と悪の獣の力に負けて、魂が沈んでしまった時に起こったことです。 

そして、その情熱から解放され、その影響力を克服したとき、深い幸福感と平和を経験したのは事実ではないでしょうか？ 

19 この平和と喜びは、肉体に対する魂の勝利によるものだ」 「この勝利は、計り知れない闘い、"血みどろ 

"の内なる戦いを通じて勝ち取ったものだ。しかし、魂が新たな力を引き出して立ち上がり、良心に刺激され、助言され、すでに肉の衝動を克服し、さらに破滅に引きずり込まれることか

ら解放されれば十分であった。 

この闘争、放棄、自分自身との戦いの中で、あなたは自分の中に宿っていた何かが、自分の命でないにもかかわらず、死んでいくのを見たのです。それは、無意味な情熱に過ぎなか

った。 

20 だから、人が良心の霊感に導かれ、すべての行動をより高い戒めに委ねるとき、その人の中に新しい人が生まれたようなものだと理解しなさい--

その人には死がないのです。肉体は魂にとって必要な殻としか考えず、魂が本当の故郷へ旅立つとき、肉体は地球の胎内に沈んで溶けなければならないからだ。 
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21 私は、「永遠の死」は存在しないし、「永遠の贖罪」もあり得ないと言っているのです。有害なものだけが死ぬのだ--

無用なもの、悪いもの、そして浄化が達成されたときに償いは終わらなければならないのだ。その時すでに、私の作品には何一つ滅びるものはないと言ったはずだ。また、私の子供たちは

一人も滅びないと告げ、さらに、魂の不滅を明らかにした。"私は命であり、私を信じる者は決して死ぬことはない "と告げた。 

22 愛する人々：人間の目を閉じて、"雲の上 

"にいる私のプレゼンスを感じてください。あなたは人間の声を聞いています。それは、私があなたに私の精神的な振動を与えるために使用している声帯によって送信されるものです。し

かし、もしあなたが霊的に自分を高めるなら、私の霊的存在を感じることができるでしょう。祝福された第三の時よ、すべての目がその主を見ることができるようになるのです。偶像崇拝

は地に落ち、人は真理を完全に知るようになる。 

23 この時代の到来を告げるために、私はあなた方自身の心を通して自分自身を伝え、私をより身近に、より親密に、より帰属的に感じてもらいたいと思ったのです。また、第二

次世界大戦では、私は人々の間に生まれ、人々のそばで生き、人々の目の前で苦楽を共にすることで、人々に近づきました。 

24 今日、私の新しい言葉で、群衆が目覚め、互いに共同体を形成するのです。その大半は地上の貧しい人々で、あなた方が「相続権を奪われた」と呼ぶ人々ですが、実際には聖

霊があなた方に与えた賜物を何一つ欠いていない人々なのです。私の教えによって、彼らは無気力から目覚め、自分自身の中にあるすべてのものに気づくようになったのです。その結果、

彼らの中で精神的な展開が始まり、ぎこちなさが徐々に消えていったのです。直感は彼らの存在を啓発し、インスピレーションは彼らの心を愛撫し、視覚の贈り物は祈りの間に彼らの視線

を照らし、精神的なベールを取り除き、そして未来が何をもたらすかを彼らに明らかにしたのである。癒しの才能は、単純な言葉であれ、"油注ぎ 

"であれ、あるいは思考によるものであれ、彼らの心の奥底から湧き上がり、このワークの謙虚な弟子たちには他の多くの能力が見られるようになったのです。 

25 それは、地上に何も持っていなかった彼らが──御父から受け継いだものがあると感じたとき、その大義のために全身全霊と熱意を注ぎ、そうして自分たちの存在が持ちなが

ら知らなかった恵みの賜物を数多く発見したからだ。 

26 人々は、心の中で地上の富を所有することを切望していただけなのに、どうして自分の霊の持つ才能を発見することができたのでしょう。 

27 もし人が祈り方を知っていたなら、私が心の言葉を知っていること、その魂の必要を理解していること、その小さな願いさえも理解していること、その思いを解釈する方法を

知っていることを理解していたなら、たとえそれらがどのように見えるとしても、創造主に向かって祈りを送ったことでしょう。しかし、人間は世俗的であり、神への崇拝と精神の発達を

物質化してしまっている。しかし、どうすれば人類にその誤りを理解させることができるのだろうか。精神化された人々を送り込み、その子供たちが私の教義が教えるより高い道徳観の中

で生活することによってです。 

28 人類は、その科学、罪、戦争、教義、唯物論によって神の正義に挑戦し、その罪は非常に大きいので、罰を受けることを期待するしかなかったのです。しかし、私は、慰め、

啓示、許し、平和である私の神聖な光を人々に送り、彼らを啓発し、彼らの進化を助けることによって、いかに対応したかを見てください。 

29 人間は、後に飲まなければならない杯を苦味で満たしてしまった。でも、本当に、この痛みを通して、彼は光を受け取ることができるのです。しかし、私はあなた方の心に、
穏やかに届く光、愛と真の知恵によってあなた方の精神を納得させる光をもたらすのです。 

30 今、この声を聞いている大勢の皆さんは、この大きな霊的争いの時代に私の光を見るように運命づけられているのだと思い、喜んでください。 

31 眠ってはならない。私は、この声帯の者たちを通してのみ、あなたに語りかけるのではない。あなたの魂が安らかで、私と交わるために立ち上がることができるとき、私はい

つでもあなたに語りかける。 

32 あなたの心をガイドとして使うために、まず私がその心を滑らかにし、その感情を通して神聖なインスピレーションを受け取ることができるようにしてください。 

33 あなた方だけでなく、あなた方の兄弟姉妹も、それぞれの宗教に従って、その神を呼び求めているのです。私はあなたのところに来るだけでなく、私、慰めの霊は、すべての

苦しんでいる心と霊に平和を与える。 

34 人間は創造主の霊を表すことができないので、想像の中でイエスの愛のイメージを作り、それをキャンバスに移し、人間の形を与えたのである。 

35 すべての人々から、すべての時代のすべての人々から、わたしはいつも彼らの礼拝、燔祭、儀式、犠牲を受け入れてきた。 

36 人が作った私の像は不完全であることは事実である。しかし、私は人が私を認識する像の仕事を熟考することを止めず、彼らの意図する善意が私に届くのである。 

37 しかし、表面的、外面的なものを捨てて、あなたが本当に私を心に抱いていること、あなたが良い仕事をしようとするとき私があなたの意図の中にいること、あなたが私と交

わろうとするとき私があなたの思考の中にいることを感じ、このように霊性を実践する人類を見たとき、父にとってどんなに喜ばしいことでしょう。 

38 この声を聞いて、誰が神の栄光が人間の惨めな体の中に現れていることを疑うことができようか。神に似せて創造され、被造物の中で最も完全な存在とされるご自身の子供、

人間を通してよりも、無生物であるパンにご自分を現す方が、神にとって喜ばれるのでしょうか。なぜ、光、つまり神の霊は、神の姿に似せて作られた特権的な被造物を通して自らを現さ

ないのでしょうか。神が人の心という器官を通してご自分を知ることができるという事実は、何も不思議なことではない。しかし、この人類は最も神聖な感情を何度も傷つけられてきたた

め、信仰心がなく、疑り深いのです。そのため、聞くだけで、耳を傾けないのです。 
39 人間の心には、もう一度愛のノミを入れ、兄弟愛と高貴な気持ちを芽生えさせなければならないのです。 

40 人間の心は、仲間の痛みや不幸を前にすると、麻痺してしまうほど硬くなってしまうのです。しかし、人間が発展の道を歩むためには、異質な痛みを感じ、その原因を理解す

る必要があります。 

41 もし人間が隣人を裁くことに満足するならば、間違った判断を下すだけである。しかし、もし彼が、彼を助けたいという崇高な意図をもって、彼の痛みの理由を理解しようと

するならば、その痛みの隠れた原因が彼に明らかにされ、それを軽減することができるだろう。 

42 霊的な信仰がないために、どれほど多くの人が自分の人生を耐え難いものにしていることでしょう。このような悲しい思いが、彼らを絶望させ、死に追いやることもあるので

す。 
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43 未来の弟子たちに与える最初のレッスンは、この指示に基づくものでなければなりません。あなたは、彼らが発展の道の第一歩から上昇する機会を与えなければならない。父

なる神は無限の愛と完全な正義のもとに、それぞれの魂にその完成に必要なだけの物質的生命を与えていること、肉体的存在には他のものより苦しむものがあること、幸福に満ちた生命と

苦悩と償いに満ちた生命とがあることを、あなたは彼らに明らかにしなければならないのです。 

44 苦痛もなく、大きな試練もなく生きている地球人こそ、多くの無知で不満な人々が私を不当と呼ぶ原因だったのです。 

45 このようなケースはあなたの道には十分すぎるほどあり、あなた方はその説明を求められることになるでしょう。現世の後に報酬や罰があることは確かなのか、と問われるで

しょう。これに対してあなたは、魂が霊の谷に（永遠に）住むために必要な発達の高さに達していない限り、魂はこの地上に転生しなければならず、前の地上の生活の進展に従ってそれぞ

れの地上の生活を通過しなければならないと答えるでしょう。あるときは豊穣を得るため、またあるときは借金を返すため、あるいはやりかけの仕事を完成させるため。 

46 そして、魂が地上での運命として記された道をすべて歩き尽くしたとき、魂は霊的な家へと昇ることができるようになります。 

47 暗部や不明瞭な箇所を残さないこと。すべての人を納得させることはできないが、不信心者の疑いの中にも、彼らの考えを知ることで、後に言葉の戦いで出会う人を納得させ

るために前進することができるのだ。 

48 あなたがたに言うが、私の教えは人類にとって、春の朝の目覚めのように、畑を肥沃にする露のようになるのだ」 ── 世界が死の畑、乾燥と乾いた畑であった今日。 

49 私の名ですべての人に行きなさい。私の犠牲はすべての人のためなのだから、誰がイエスの愛の御名を拒むことができようか。 

50 今、あなたは山の麓で、主人の迅速な指示を待っているのだと、仲間に感じさせてください。私の言葉は、あなたの魂の命だからです。 

51 私は食卓に白いテーブルクロスをかけ、その上に命の木の実を置いて、あなたの魂が強められるようにしたのだ。 

52 聖霊の光は、あなたの魂を暗闇から解放します。あなたは道を踏み外し、恵みの命に対して死んでしまったからです。 

53 愛する民よ、あなたがたは偶像崇拝に陥り、不従順と忘恩に陥ったのだ。あなたは光を捨てて闇に向かい、白い衣を捨て、澄んだ水の代わりに濁った水を飲み、それに毒され

ているのです。 

54 私が第二の時代に人間となったのは、あなた方に愛と赦しを教えるためであり、私は謙遜と柔和の模範を示すために来たのであり、師としてあなた方に私の教えを伝えたので

ある。しかし、時代は流れ、あなたは間違いに陥った。 

55 すべての人の中からわたしが選んだ民よ。私はあなたを探し、カタコンベであなたを見つけ、砂漠であなたを見つけ、あなたが7つの罪を養った。今日、私は良い羊飼いとし

て来て、あらゆる道と経路であなたを探し、奈落の底からあなたを救います。あなたは私に耳を傾け、私を感じ、あなたの魂に欠けているものをすべて私から受け取ったのです。わたしは

愛の証を与え、啓蒙し、わが訓戒の書を豊かに授けたのだ。 

56 さあ、我が民よ、一歩一歩山を登りなさい。登っていくうちに、父との交わりを感じ、命の木の実を楽しむことができるようになるのです。山頂からは清らかな湧き水が流れ

落ち、喉を潤してくれる。 

57 第三の時代のイスラエル：あなたがたは、あなたがたを指導し、予言する主人に耳を傾けている。愛する者たちよ、何のために？「私の神聖な恵みによって、あなたが無気力

から目覚めることができるように。 

58 目のある者は見、頭のある者は考え、耳のある者はその師を聞く。あなたがたは、わたしの指がしるした者たちである。わたしが命を与えた死者、わたしが視力を回復させた

盲人、わたしの光で導いた迷子、わたしが救命ボートを示した難破者である。 

59 つむじ風に打たれ、苦汁の杯を飲んで滅びた「放蕩息子」のために、父が用意した宴会を考えてみよう。 

60 私を感じ、私を心に住まわせ、私が第二の時代に弟子たちに言ったように、あなたがたに言うのです。"取りなさい、食べなさい、これは私の体である 

"と。同様に、この三度目の時にあなた方に言う。「取って食べなさい、これはわたしの言葉である」。 

61 愛する弟子たちよ、私がこの形であなた方に話すのをやめる1950年が近づいている。しかし、このことを考えると、あなたがたは、わがことばを豊かに受けて、あなたの

師のように旅立つのだと、私はあなたがたに言うのである。あなたは人類の灯台のような存在となり、仲間に豊かな愛を与えてください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 187 
1 主人の食卓で永遠の命のパンを食べましょう。天使たちが宴会を準備し、あなたたちの父があなたたち全員を受け入れてくれるのです。食べ、飲みなさい。しかし、この食べ

物の天の味を理解し、私のテーブルに座って食べ、飲み、そして誰と一緒にいたかを理解せずに去る者のように振る舞ってはならないのだ。 
2 今日、私が差し出すパンは、第二の時代に私が持ってきたパンと同じものです。両方の意味を探せば、それが同じものであることがわかるでしょう。 

3 私は第二の時代のようにあなた方を救済するために来た。そして、私に従おうとするすべての人に言う。"あなたの十字架を負い、私の足跡に従いなさい 

"と。十字架が謙遜、愛、慈悲、放棄、犠牲からなることはよくご存じでしょう。取り上げる人は、自分が歩むべき道をすでに知っているのです。私の道はバラで埋め尽くされていると言

って、誰も欺いたことはない。私の兵士たちが、愛と信仰をもって私に従ってくれることを望んでいるからだ。 

4 私の子供たちに私の教えの真理を示した後、私に従う者は、その人生のすべての行動において忠実で誠実であることを知っているのです。わが忠実なる者の中には、有給の使

用人はなく、熱烈なる弟子と無私の従者のみが存在する。 

5 もし、この作品を誤解し、不正な目的のために利用する者があれば、その者は「裏切り者」の名を与え、その良心が自ら裁くことになるのです。 

6 あなた方はすでに第二時代の私の弟子の一人に辛く悲しい例があるのだから、それを避けて、どんな理由があっても真似をしようとしないように。私の忠実な子供たちの一員

であった者が、自分を汚した罪を隠すために去らなければならないのは、正しいことではないからです。ちょうどユダが最後の晩餐から去ったとき、自分は神の師を通して明らかにされた

真理の証人となるために、まもなく命を捨てる人々の中にもう一刻も残る資格がないと理解したからであります。 

その時、私に従った人たちは、私の原因に対する愛からそうしたのです。今日、私の教えを求めてここに来たあなた方が、同じように私についてくることを望みます ── 

ただし、人間の利益や、私の正義に対する誤った恐れに流されないでください。隣人への愛だけが、あなたを奮い立たせてほしいのです。彼らの中で、あなたは父であり創造主を愛し、栄

光を帰すのですから。 

7 もし私が恐怖であなたを納得させたいなら、そう願うだけで、自然の力が解き放たれ、その結果、私が唯一の強力な存在であることをあなたに示すことができるだろう。しか

し、私はあなた方ひとりひとりに、謙遜と信仰と愛によって得られる功徳を積ませたいのです。 

8 今は新しい時代であり、だからこそ、あなた方は今、新しい教えを受けているのです。なぜなら、人類を待ち受ける以前の時代の出来事は、この時代には繰り返されないから

です。これでは、まるで時間が止まってしまい、人類は同じ教訓を繰り返しているようなものだ。 

9 イエスの兵士たち、それは私があなたたちをそう呼んでいるものだ。この真理を確信するために、私の教えを調査してください。そして、自信がついたら、また眠りについて

はならないし、神学者たちは、今日私が紹介したことは何の不思議もないが、質問であなたを困らせてはならないのである。秘密の宝庫があなたの霊の前に開かれ、あなたが父をますます

よく知ることができるようになりました。もし、私が秘密を抱えてあなたのところに来たとしたら、どんな意味があるのでしょう？これらの秘密は啓示と呼べるのでしょうか？ 

10 そして今、私は、このみことばの中に、この時代の運命のすべてをもたらしたと言うことができる。 

11 私の教えを注意深く聞き、十分に反省し、後でそれを適用することによって、私の弟子となる方法を理解すること。 

12 わが子たちよ、あなたがたが私の言葉によって私を認識する一方で、私はあなたがたの行いによってあなたがたを認識する。 

13 一緒に私の教訓をよりよく学びましょう。その教えは細かく、光に満ち、父なる神様の愛そのものが、みことばの中に流されているからです。だから、あなた方は自分の意志

を尽くして、良い弟子であることを証明しなければならない。 

14 あなたの世界は砂漠、私はオアシス。あなた方は渇きを抱えた放浪者であり、私に呼びかけ、正義と愛への渇きをすべて私に示したのです。私は、私の言葉を純粋で透明な水

としてあなたに送った。時にはマナのように、しかし常に長く困難な砂漠の横断に魂を強くする栄養となるものでした。 

15 その時、あなたは苦しんでいる道行く人に日陰と水と清涼感を与えるオアシスとなることでしょう。私は今、あなたを癒しのバームに変えようとしている。 
16 今は光の時代、皆さんは光をまとっているのです。この光は、人間に、自分の中に神性の原子が存在することを理解させ、それが魂であり、その知性が良心に導かれて、人間

を平和に導くのです。 

17 これらの贈り物は、彼を悲しみに満ちた償いから解放し、完全な知恵の領域へと昇華させるものである。 

18 私は時代を超えて、この世の快楽を捨て、私の法の道を歩み、人類に精神的な模範とインスピレーションを残す多くの子供たちを見てきました。あなたと同じように地上に生

息し、愛と慰めのメッセージを届けるためだけにやってきたこの生き物たちは、今、霊界に住み、真の平和を享受しているのです。 

19 私は、あなた方にすべての時間を私に捧げよとは言いません。なぜなら、私はあなた方に地上での任務と責任を与えているからです。しかし、あなたが愛してやまない人間の

身体は、魂のマントや殻に過ぎないことを理解しなければなりません。すべての苦しみが目覚めるのは、肉である。 

20 あなたはこの肉に不完全さを許し、あなたが見て祈らないときにあなたの心が作り出す誘惑を許したのです。 

21 知っている：この世にいる限り、あなた方の心と感覚はそちらに傾いていくでしょう。しかし、有害なもの、無意味なもの、不道徳なものすべてに反対して戦います。私は、

あなた方が修道院に閉じこもり、世間や隣人との接触を軽んじることを勧めてはいない。それは、あなた方の私の神性への愛と奉仕を誤解することになるからだ。自然の法則を満たすこと

も義務であることを忘れて、純粋主義者になろうとしないことです。 

22 創造主があなたがたに課した法則を実行しなさい。あるものは魂に関係し、あるものは肉体に関係する。私はただ、有害なもの、傲慢なもの、偽善的なものを拒絶するよう命

じるだけである。 

23 師の教えに耳を傾ける愛すべき弟子たちよ。私の言葉が、あなた方の中に眠っていた能力をどのように目覚めさせるか見てみなさい。 

24 私がこのような形で皆さんの前に現れるのは、すでに最後の瞬間だと言ってもよいでしょう。それは貴重な瞬間であり、私が去った後、あなたがそれを思い出すとき、「主は

なんという恵みを私たちに与えてくださったのだろう」と言うことができるのです。 

25 だから、愛する弟子たちよ、誘惑に気をつけなさい。自分に関係ないことは気にしないことです。 
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スピリチュアライゼーションを自分の中に反映できるようにする。皆さんの闘いは熱く、善を行うことは時に辛く苦しいものであることを、私は知っています。ですから、私はまずあなた

方に、愛する人を愛し、許し、そしてあなた方自身を人類の中に送り出すことを教えます。 

26 疲れてはいけない。魂のための仕事には終わりがないのだから。現在、あなたにとって報酬や罰に見えるものでも、あなたの魂が上を目指して努力すれば、報酬として受け取

ることができます。 

27 準備された心は、香りを放つバラの花に似ているので、幸いである。私のもとに昇ることができた人間の思考は、霊的な美しさを見ることができるので、幸いである。魂を高

める方法を知っている者は偉大な仕事をし、その心はより良い世界を掴み、創造する。 

28 私は、あなた方が善の支配する世界を築くために旅立つことができるように、あなた方を装備したのだ。この時代の人々は、人間の心の中に存在しうる最も高貴で最も高いも

の、すなわち霊的な愛を破壊することに、何らかの形で罪を犯して貢献してきたからです。 

29 自分の快適さのために、あまり努力しないこと。自分の将来を確保するために、その欲望をあきらめることです。もう不満はないこと。あなたはこの世界に何を望み、何を期

待していますか？あなたはすでに、名誉、快楽、賞賛を得たのです。ある人はすべてを手に入れ、ある人は多くを手に入れた。しかし、私はあなた方が善い行いをしないことを発見しまし
た。 

30 自分自身に対して公正であったかどうか、自問自答してみてください。あなたには知性があり、理性があり、意志の自由がある。現在、私の言葉を聞いているあなた方は、自

分たちを無知と言うことはできない。あなたは、神である私には形がないから、形のない無限に私を求めることを学びました。 

31 私はあなた方の中にいるのです。なぜ、人々はいつも「天国」と呼ばれるあの青に私を求めなければならないのだろう。これも言えることは、私はその天国を越えているとい

うことです。謙虚に敬虔にわたしを求めなさい。そうすれば、わたしの知恵に深く入り込むことを許してあげよう。しかし、神の力がどこにあるのか、どのような人間が思考を突き詰めて

いるのだろうか。誰もいない。人は良心の声に耳を傾けなかったので、誰も私に届く道も梯子も知らないからである。 

32 人間はまだ自分の世界である地球を知らない。その自然は、まだ多くの驚きを与えてくれる。そして、あなたの周りにあるような世界は、まだまだたくさんあるのです。しか

し、わが働きの一部でしかない被造物が知られていないのなら、どうして、彼らの科学によって私を知ろうとする人々がいるのだろう」。 
33 私は、いつの日か私に通じる真の道を旅し、私の神聖な栄光を見るであろう魂に語りかける。 

34 謙虚であり、理解力のある人であること。平和な人であれ。 

35 あなたは、私の言葉があなたの魂の唯一の栄養であることを知っているので、私の恵みを注いでくれるよう私に頼むのです。自分の生きる人生が、時折、自分を落ち込ませる

からだ。あなたたちの口には苦い味がある。だから、わたしはあなたたちに近づいて、わたしのことばで甘さと優しさを与え、すべてを満たすわたしの愛であなたたちの渇きをいやす。で

も、あなたよりもっとハングリーな人たちが無限にいるんです。だから、私はあなた方をわが啓示の受託者として残し、わが恵みの贈り物をこれらの人々と分かち合うようにしたのである

。 

36 あなた方はマスターにならなければならない。しかし、私の最後の教えを一つ一つ心に刻み込んでいかなければならない。あなたはまだ準備ができていない。もし、今、この

瞬間に、師匠が最も進んだ者を呼んで、自分の身代わりになり、自分の名で話すとしたら、その者は、そうすることができないと感じ、恐怖心が離れず、唇も開かないだろう。 
37 しかし、あなた方はまもなくこのように話さなければならなくなる」 

「1950年以降、私がわが言葉を撤回したとき、あなた方はこのように話さなければならなくなる」。そして、すべての恐れを克服し、わが力を用いて、あなたの任務の遂行に完全に入

るのです。それはもはや、今まで私があなた方に話してきたような、これまでの歓喜とは全く違うものでしょう。あなた方が信仰に満ちてわが方に身を上げ、あなた方の霊の声を聞くなら

ば、インスピレーションはあなた方の知性にあるのだから、それで十分である。 

38 あなたは大勢に指示し、その思いと献身と装備であなたをサポートするのです。そうすれば、あなたの言葉が本当に神の霊感をもたらすものであることがわかるでしょう。 

39 宣言の）形が変わり、すべてがよりシンプルになり、人々がより理解しやすくなることをご覧ください。人間は明晰さを求め、不明瞭と思われる教訓を読み解くことに知性を

疲れさせることを、もはや望まないからだ。それゆえ、わが宣教の最後の時代には、わが言葉を理解しやすくして、あなた方が間違いを犯さないようにするのだ。 

40 二度目も、師は（教えの）最後の時期に教えを明確にした。この最後の教えは、それまでのすべての教えを理解できるようにするためである。 

41 あなたのすべての行動が、真実の輝きであってほしいのです。私が与えた教義は、澄んだ水のようなものだからです。私の作品を誤解させるような形で人に見せてはいけない

。すべてのものには、もっともらしい説明と存在理由があるからだ。受け継ぐものすべてにおいて、世の中を恐れてはならない。このようにして、不誠実な宣言で同胞を欺いた者たちはみ

な、その誤りを認識するようになる。そして、わが真理とわが愛とわが平和を人々にもたらすために、善意と良き準備を備えた者だけが、わが奉仕に留まることになるのだ。まことに、あ

なたがたに告げます。心に生える雑草は、肥沃な畑から取り除かれるのです。このようにして初めて、人類は聖霊の真の働きを認識することができるのです。 

42 あなたは、私の弟子たちが地上に散らばっているのを見つけるでしょう。生き方が霊的で、私を崇拝する人は皆、霊能者なのですから。 

43 宗教の統一は、人間の精神が物質主義、伝統、偏見、狂信を乗り越えたときに訪れるだろう。そうすれば、人々は、神と隣人への愛から善を行うという、ひとつの礼拝のもと

に霊的に団結することになるでしょう。そうなったとき、人類は完成の時を迎えるのです。だから、あなた方には、善良でまっすぐな行動によって、私の仕事を示すことを要求します。 

このようなことが実現するのを見届けるまで生きられないからといって、悩んではいけないのです。しかし、あなたは間違いなく、平和の国の建設にあなたの種を提供したという満

足感を得るでしょう。 

44 私の畑に種をまく者よ、準備をしなさい。私の教えの種を受け入れる畑は整っている。 

45 主人があなたに譲ったものを求めて、海を渡り、あなたを求める人々が群がる日もそう遠くはないでしょう。 

この大陸は、兄弟愛と平和をもって彼らを迎え入れます。民族が混ざり合い、風習や思想が絡み合い、人間同士の結合となり、真の意味での永遠の平和がもたらされる。新しい世界

が生まれる。今、あなたが生きているのは、その準備のためなのです。 
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闘争は時間を稼ぐために長引かなければならない。今日普及している思想は、一瞬で消し去ることはできないからだ。その2つの世界の間には、ある一定の時間が必要です。あなた

が生きている間に消えなければならないものと、それに代わる明日のもの。 

46 あなたはまだ、最も困難な闘争の時期にいるのです。だから、私はあなた方が明日の世界を見ることができるよう、導くために来たのです。私は、あなたがその決意を実行す

るために必要な力を与え、人類を祝福します。 

47 あなたは最高のものを発見するために知識を増やそうとし、霊的な道に入るときにはっきりと見ることを望んでいるのだから、祝福されなさい。しかし、私の教えを完全に理

解できるのは、目を覆っていた包帯が落ちるほど遠くまで来てからだ。 

48 人間は自分の精神的な遅れに責任がある。なぜなら、彼は理性と精神に恵まれているにもかかわらず、自分の人生のレベルに上がろうとする努力をしないからである。自分を
解放して肉の快楽を楽しみ、魂を殺し、病気になり、その苦しみが癒されることを少しも望まず「麻痺者」として引きずっている。 

49 私の教えと犠牲的な死は、ほとんど成果をあげていません。世紀の終わりに、私は悲しい気持ちで、（今も）盲人が盲人を導き、足の不自由な人が麻痺した人を歩かせようと

するのを見るのです。私は、大多数の人間がか弱い、しかし弱い生き物であることを見ている。それは、あなた方が私が教えたとおりに生きようとしないからである。あなたは情熱に支配

され、心の中に芽生え、あなたを傷つけることを許します。 

50 せっかく素晴らしい資質を持っているのに、それをうまく生かしきれていない。そうすれば、あなた方は自分の行動と人生の主人となり、良き法の番人となり、あなた方が霊

と肉の間で戦っているその闘いに勝利することができるのです。それを達成したとき、あなた方は大勢を導く良き預言者となるのだ」 

「善意の人々よ。そうすれば、己に打ち勝つことができるので、戦いを恐れることはない。強いと感じ、尊敬と愛情をもってお互いを見るようになるのです。 

51 あなた方が「偉人」と呼び、解放を成し遂げた古代の預言者たちが、そうなるように運命づけられていたからといって、強く、高尚であったと考えてはならない。彼らは戦い

、平和と愛の真の神殿を建てたからそうなったのです。しかし、真理に到達するために最大の努力をする者は、同時に誤りに陥る危険もある。しかし、彼らは霊的に高められたことによっ

て、善と悪を区別し、あらゆる敵を拒絶し、その結果、彼らの内にある光が勝利するようになったのです。 

52 あなたの中にあるこの生命の原理、つまりこの光は私の神聖なスピリットから来るもので、すべての人がその価値を理解することなく持っているのです。そのため、この宝を

蔑ろにし、不老不死の素晴らしい資質を備えていながら、それを自ら奪い、自ら命を絶ち、力を失ってしまったのです。私は、彼が自分の間違いの結果を感じ、知ることを許します。そう

すれば、その後、彼の努力と経験によって、彼は尊厳を取り戻し、充実感と精神の喜びを求め、一過性の喜びを永遠に置き去りにすることができるのです。 

53 常に私の法則に従って生きるために必要なことは何か。君たちの力とエネルギーを生かし、私の真の弟子として、世界を支配している闇の勢力を倒すために働くことだ。 

54 私の真理を理解し、私があなたたちに謎や秘密を持っていないことを理解してほしいのです。 

あなたは律法に従い、わたしを信じると言っているが、あなたの行いはその逆である。今はまだ、わが意志とわが指示を学んでいるに過ぎないが、やがて装備される日が来るだろう

。そうすれば、わたしはあなたがたをわたしの栄光の担い手とし、あなたがたとの契約を結び、この世界に平和をもたらすであろう。 

55 その時、あなた方は私を唯一の主と認め、贔屓目なしに兄弟姉妹のように互いに愛し合うようになる。しかし、もしあなた方が今日、私の真の弟子となりたいのであれば、強
く、純粋な気持ちを持つために、地球を離れる必要はないでしょう。すでにあなたの住むこの世界では、私の約束が実現するのを見ることになるのです。 

56 テーブルがセットされる。座って、自分の席に着き、私があなたを導き、あなたに仕えるように。私と共に真理のパンを取り、愛の光に照らされ、あなたがたの神に賛美を捧

げよ。 

57 どんな美しいハーモニーが響くのか、聴いてみてください。あなたの愛の讃歌を天に響かせ、天使たちの声を一つにさせてください。 

58 あなたの苦しみを私に委ねなさい、あなたの悩みを私に委ねなさい、もうそれに慣らされないように。 

59 あなたが今、私と一緒にいるように、人類も私の意志に従って私のもとにやってくるだろう、私は彼らを待っている。私の教義が攻撃されることなく、それがもたらす果実の

ためにすべての人に認められるように、どこに行っても誠実でありなさい。 

60 私の神聖な言葉は、あなたの聴覚よりもさらに強くあなたの精神に響く。私の教えは、明日、あなた方がマスターになれるようにするためです。しかし、私の教えを語るため

には、その基本原理を知ることが必要であり、その基本原理とは「愛」です。さらに、この基本原理を知るだけでは不十分で、それを所有し、感じなければならない、と私は言っています

。仲間への思いがなければ、どうして慈愛を語ることができようか。 

61 私の教えの中で「愛」という言葉を頻繁に繰り返すとすれば、それはそうする資格があるからです。なぜなら、私はあなた方を本当に愛しているからです。 

62 弟子たちよ、明日はあなた方が主人になると言ったのだ。これは、あなたが隣人を愛したときに起こることです。 

あるときは知覚に、あるときは心の糸に、またあるときは精神に触れて、その光があなたを照らすのです。 

63 このように私は、あなたの人間の部分を、あなたの霊に従順に、献身的にさせるために語りかけるのです。そのための力と光を持っているのは彼なのです。 

64 今日、私は精神的な道で立ち止まる人を見ています。彼は、科学、権力、情熱の道を歩んできた。もし彼が精神的な成長、つまり愛と善と真理に近づくことを止めなかったら

、彼は戦争の薪に火をつけたと思いますか」。 

65 もし、人が私の光を見ることに抵抗するならば、彼らは誤りに陥るでしょう。なぜなら、自然でさえ、彼らが理解できないような現象を生み出すからです。 

66 わが正義を恐れて、また義務感から、わがもとに従わないように。自分が進んでやらなければ、作品にどんなメリットがあるのでしょうか。自分の功績で私のところに来なけ

ればならないことを、あなたは知っている。あなたはすでに世間とその快楽を知り、それらはあなたを弱くし、あなたの魂に影を落とすだけだったのです。しかし、あなたが地上で拘束さ

れ、絶えず必要とする善と正義の行為を私が否定していると考えてはいけません。 

67 私は皆さんを愛していますし、人種に分け隔てなく接しています。しかし、人間が自分を霊魂として見ず、ただ人間として見る限り、自分を仲間より高く評価し、不和と戦争

が存在することになります。 

68 私の言葉の普遍的な言語、その本質は愛であり、すべての人が聞くことができ、それは彼ら自身と彼らの父との間でそれらを結びつけるものとなる。 
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69 目覚めよ、人々よ、あなた方の闘いは1950年以降に始まる。私の言葉は、これらの声なき声の担い手たちを通して終わる。しかし、あなたやあなたの子供たち、そして後

にその子供たちが、私の教えを人類の心に刻み込むことになるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 188 
1 さあ、愛する弟子たちよ、ここに師がいる。あなたは私の言葉の意味によって私を知っている。私はあなたの行動によってあなたを知っている。 
2 世間では、わが弟子たちはその働きの純粋さによって認められる。そして、彼らが自分の義務を十分に果たした後にわが面前に出てきたとき、私は彼らに言うだろう。 

3 魂の解放を意味する霊性の獲得に努めよ。あなたの身の回りのものは、物質的なものも精神的なものも、すべて私の法則の枠内で生きているのです。 

4 創造物の中の完全な作品である人間は、創造主が自分の中に置かれた恵みに従って生きることである。 

5 私は、あなたがたの保存、満足、完成のために私が制定したこの世の義務から目をそらせというのではありません。バランスよく、正しく、自分の魂と体に必要なものを与え

る。 

6 私は最初から人間を自由に創った。しかし、その自由は常に良心の光を伴っていた。しかし、彼は内なる裁判官の声に耳を傾けることなく、法の道から外れてしまった。 

7 人々はとっくに破壊や戦争を避け、償いという悲痛な義務を免れているはずだ。もし、彼らが私のもとに到着する前に善き浄化に成功しないならば、私は彼らをこの涙と血の

谷に再び送らねばならないことを知るがよい。完全さに反する感覚で生きている者は、私のもとに来ることができないからだ。 

8 この「ことば」は、どのようにして人類に届くのだろうか。使者、預言者、弟子たちを通してだ。 

9 私の教えと啓示が地上のあらゆる場所に届くように、今、あなた方を準備しているのです。 

10 今日がまだ無名でも、明日には知られるようになる。新しい使徒の任務は、この人類に道徳を回復させることであろう。この戦いは熾烈を極めるだろう。 

11 力を得るために常に祈りなさい。完璧を目指すために、エネルギッシュであれ。見よ、悪の獣は千変万化して魂を待ち伏せているのだ。 

12 私はあなたの心に、命を与える露のように、私の言葉を落とす。でも、もし私が話すことをすべて理解できたら、どんなにはっきり道がわかることでしょう。私は、あなたの

思考に平和と私の光を注ぎ込みます。 

13 マスターが与える教えを、スピリチュアルな言葉で、人々を創造主に近づける普遍的な愛の言葉で聞いてみてください。 

14 私の言葉は、あなたの魂に平安をもたらす新しい夜明けのようなものであり、あなたの道を照らす一筋の光のようなものです。この声を何度も聞いて、少しずつ何を言ってい

るのか理解しているはずです。 

15 私は今、全人類の中で自分自身を明らかにしている。今こそ、全世界が霊化を知る時、霊的な交わりの時だからだ。愛のキリストは、今、子供たちが救われるようにと、ご自

分を注いでおられるのです。 

16 あなた方のように私の話を聞かずに、あなた方が目指しているのと同じ目標を追い求める人たちが大勢います。 

第二の時代には、人間が精神的な対話を知り、発展させ、直感とインスピレーションによって私の知恵を受け取る時代が来ることを理解させたのである。そのとき、一人のパリサイ

人がわたしに近づいて言った。"もしあなたが神の子なら、神のように言いなさい。もしあなたが父から遣わされたのなら、父のように言いなさい。"。しかし、私は彼にこう答えた。「御

子を知る者は父を知る、私は父から来たのだから」。 

17 本当に、私はいつも男の中にいます。しかし、私を感じるためには、肉体の本能に支配されないことが必要なのです。人間が目覚め、私が明らかにしたことを探求しようとす

るとき、彼は人生の意味と自分の中にある使命に気づくだろう。そうしてこそ、自分の能力と感覚を霊に奉仕させることができるので、もはや苦痛や訪問を感じなくなるのです。 

18 ナザレ人イエスの生涯はすべての人に知られているので、あなた方は決して滅びることのない道をたどることができるよう、模範を示しているのです。「私は道であり、真理

であり、命である。私は、あなたが住む世界の織物であり、あなたが吸う空気である。私は、人間をより高い生命へと上昇させる力であり、そこから自分を取り巻くすべてのものを見て、

理解し、感じることができる。この世は涙の谷であるばかりでなく、一時的ではあるが満足と喜びと平安を得ることができる場所でもあるからだ。 

19 私を知れば、自分を知ることができる。 

20 人はこの世を渡り歩き、常に苦しみながら自らを清めてきたのです。それは、この世のはかなさと魂の不滅を語る私の光を常に受けていながら、私に近づく方法を知らなかっ

たからだ。ですから、今日、私はあなたがたに霊的な言葉で語り、あなたがたの人間の言葉を用いて、私自身を理解させるために話しているのです。 

21 リスナーとして、あなた方は理解し、進歩した。なぜなら、あなた方はこれらの発現を聞き、もはや地上的存在の部分においてのみ、つまり外面的に経験するのではなく、そ

の本質を求めてそれらを理解するからである。あなたはもはや、私があなたに語りかける者の声の響きを聴覚で感じることはない。なぜなら、わが言葉の神々しい響きが、あなたの魂と心

の奥底に響くのを見つけたからである。 

これは、私の神性のもう一つの変容です。なぜなら、父の「言葉」である私は、このように自らを現すことによって、制限されているあなたの心を、父の無限の心と交信させるからです。 

22 あなたの魂は、私の恵みを受けることを光栄に思い、私にこう言いなさい："主よ、あなたは真の愛の息吹として私たちの心にやってきます "と。 

23 私の教えを理解し、そのように生活すれば、虚栄心や無意味な満足を捨て、天のコンサートを聞くことができるので、霊性を獲得することができると、私は本当に言っていま

す。 

24 私が指摘したことすべてを、よく考えてみてください。科学者たちが人体を研究したとき、その完璧さに驚嘆したことを考えよう。しかし、現世で滅びゆく存在であるその肉

体が、このように驚くべき完成度を持っているとしたら、その性質を不滅とする霊魂の栄光を想像できるでしょうか。 

25 海の広さ、地球の大きさに驚嘆し、これらの驚異よりもあなたの存在の重要性を理解するのみです。なぜなら、あなたは一瞬にしてこれらの限界を超えることができる魂を持

っており、魂が浄化されて父の領域に宿るとき、すべての世界が示されるのです。 

26 私の声を聞いた者は、自分の原点に戻る恐れを失い、たとえ自分が創造の中の原子に過ぎないと考えても、天の父の子であるがゆえに、存在することの内なる喜びを感じるの

である。 

27 あなたがこの世を去るとき、あなたは、創造されたすべてのものを生かし続ける露のような存在になるのです。神、無限、永遠は、すべての被造物の中にあり、すべてのもの

を動かしている本質である。被造物の中に、ご自分の仕事のすべての美しさをご覧になり、ご自分の霊感の果実の中にある至福を体験されるのです。 
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28 彼は、存在するすべてのものの創始者であるため、生命のあらゆる現れの中にいます。それを考えれば、死がないことが理解できるはずです。 

29 これは今日の教訓である。私があなたたちに与えたすべての教訓と同様に、私の意志に従って、来るべき世代のための遺産となるその書物に書き記されるであろう。第3の試

練 

30 今が3回目のステップアップの時です。あなたがシンボルによって私を求めた時代は終わったのです。今、皆さんの目の前で新しい時代が始まっていますが、新しい道ではあ

りません。私は、あなたがたの種を滅ぼすために来たのでも、奇妙な言葉であなたがたを混乱させるために来たのでもない。私が過去に残したスピリチュアルメッセージを否定しろと言っ

ているのではありません。私は、自分が始めた教えを引き継ぎ、その第二部に残しているだけです。 

31 キリストは、神の国の到来を人々に告げるために、その人間としての人生を全うして現れたとき、儀式や祭典を祝う人々を驚かせた。だからこそ、伝統に従うために律法を忘

れてはならないと言われたのである。しかし、その後、私の言葉と私の業によって、私は彼らの心に神の律法だけを残すために、すべての不必要な礼拝形式を拒否した。 

イエスがモーセの律法を否定したとは誰も言えない。私のいのち、私のわざ、私の血をもって、あなたがたに律法を実現するよう教えたからである。しかし、私が来た時代に応じて

、またあなた方の精神の発達に調和するように、新しい教えも教えました。私の知恵袋大全集の第2弾でした。神と隣人への愛を開花させるために、より純粋な祈りの形を教えたのです。 

32 その時、あなたは私を愛として認識したのです。私はあなた方に私が来た理由を知らせ、霊的生活を明らかにし、私の再臨、新しい時を告げ、時が来れば私の第三の教え、今

日あなた方の霊の前に開かれているその本の第三部を受け取ることができるように、あなた方に準備をさせておいたのです。 

33 私は、戦争の知らせ、出来事、私の到来を予言したしるしの中で、人々のもとに帰ってきた。しかし、人々は「私」を感じなかった。 

34 この沈黙、この貧困、この地球の片隅で、私は今、人間の知性を通してわが言葉を鳴らし、人を呼び起こし、新しい生命へと目覚めさせ、わが説得力と愛に満ちた指導によっ

て彼らを新たにし、彼らの中に眠っている能力を呼び覚まし、彼らの主人に従う道へと引き上げているのである。 

35 私は、この時代に、あなた方が以前のどの時代よりも宗教的狂信と偶像崇拝に絡めとられており、同時にあなた方の魂が以前よりも美徳に乏しいことを発見したと言わなけれ

ばなりません。さて、毎年毎年、この宣言によって私の話を聞いてきて、誰が自分の生活原理を破壊されたと感じるか？混乱したり、キリスト教の信仰が破壊されるのを見ている人はいま

すか？本当に言っておくが、私が過去に明らかにしたことを、あなた方が忘れたり歪めたりしていたから、思い出させただけなのだ。人が隠していたものをわたしが明るみに出し、わたし

の秘密の宝庫に蓄えられていたものをわたしがあなたに明らかにした。この時代は、精神的自由の時代である。人は精神に啓発され、安全な道を選択する方法を知ることになる。 

36 私の光線と霊的なメッセンジャーは、物質主義と罪の暗黒が漂う大気に入り込んでいます。 

37 あなた方はこれらの瞬間を振り返り、あなた方が本当に崇拝しているのは以前崇拝していた神以外にはないこと、 ── 

聖母であり普遍の母であるマリアに対してあなた方の心の扉を閉じた者はいないこと、 ── 

この教えによってあなた方の信仰が強まり、霊魂の永遠の命についての知識が増えたこと、そして私がわが言葉の光であなた方の魂に、自分のように隣人を愛し互いに愛し合うという至上

の戒めを書き込んだことを認めるのだ。 

38 私はただ、あなた方の心から有害なもの、つまりあなた方の進歩を妨げ 

るものを取り除くために来たのだ。だから、わたしはあなたがたに霊的な自由を与えたのであって、あなたがたはどんなときでも、どんな場所でも、わたしを見いだし、感じることができ

るのであり、この世が答えてくれないことを尋ねるのではなく、霊的に父に尋ね、その慈悲から霊のパンを受けるのだ、と何度も言っているのです。だから、もしあなたが兄弟という人物

であなたの神を怒らせたのなら、その兄弟があなたを怒らせたのならその兄弟を許し、あなたが兄弟を怒らせたのならその兄弟に許しを乞えば、私はあなたを許すでしょう。あなたが怒ら
せていない人が、あなたが他の人にした悪事を赦すことはできないからです。 

39 弟子たち：私がこの時代に来たことにもう驚かないのですから、霊界があなた方の間で知られていることにも驚かないのでしょう。 

40 人類の進化の初めから、父は、その世界、その生命の存在の証明と啓示として、霊的存在の顕現を約束されました。まことに、あなたがたに告げよう。あの世界は、わが意志

にしたがって、常に人間と結びついているのだ。 

あなた方の進化の初期には、まだその時期が来ていなかったので、人間が霊的存在に話しかけることを禁じました。受肉者も肉体を持たない者も、このコミュニケーションに備える

ことはできなかった。 

41 この第三の時代のエリヤ、すなわちわが来臨の先駆者は、私が光の霊的世界の扉を開く鍵を与えた者であり、それによってその住人は、私が人間にあの世への参入を許したよ

うに、物質界にアクセスできるようになり、そうして両者の間に和解と調和と愛が生まれるのである。 

42 私の声がこのコミュニケーションの時間を定める前から、地上には不従順で、好奇心が強く、せっかちな者たちがいました。彼らは禁止事項を無視し、私の神性によってそう

するように運命づけられていなかったために、暗くて混乱した存在が自分たちを知らせる、別の種類のコミュニケーションの先駆者となったのでした。 

43 私の行動は違います。あなたがこの教えを受け取るだけの能力と意識を備えていると私が判断したとき、私はこの偉大な教えをあなたにもたらしました--

私がこの世に与えた最大のものの一つです。しかし、私がこの地平線を開いたとき、これらの賜物を自慢したり、商売をしたり、乱用することを禁じる掟を教えたのです。 

あなた方が私の教えを理解している間、ある者は恐れ、ある者は疑い、ある者は狼狽し、また、霊である創造主から与えられたものを自分の中に持っていることを考えずに、「霊」

という言葉に恐怖を感じる者もいたでしょう。誰がその恐怖心を植え付けたのですか？霊に対する嫌悪感を抱かせたのは誰ですか？あなたが愛してやまないその身体や子宮は、土に還る塵

に過ぎず、あなたは永遠に霊としてのみ生き続けるのだと考えたことはありませんか？このような状態に陥ったとき、あなたはどうしますか？それでは、あなた方は自分自身から逃げるの

ですか？ 

44 あなた方の使命を助けるために、私はあなた方の学問に必要な時間を与え、あなた方の糧と苦難を救うために、私はあなた方に霊的な奉仕者、慈悲と光と平和の真の天使を遣

わします。このコミュニケーションは人間の意志によるものではなく、神の霊感によるものであることを信じてください。 

45 ある人は科学によって、ある人は好奇心によって、またある人は迷信的な考えによって、人々が自由意志で作り出すコミュニケーションと混同しないでください。 
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46 彼は、光への道を示す主の声のほかに、不従順と傲慢を煽る別の声も聞いていたのだ。このときから、善と悪の2つの力の影響下にある人間の闘争を認識せよ。人間は、それ

以来、自然の法則を知り、精神の光によって自分が啓発されていると感じるように、誘惑の挑戦もまた、それ以来、感じているのです。 

47 私は、あなたがたの信仰と知識を強めるために、このことを話しているのです。私の霊の使者や使節に対して尊敬の念を欠いてはなりません。 

48 もし、平和と慈悲の世界が彼らの間に現れ、その慰めと愛の声を聞くことができたなら、出血して死に、疫病と飢饉で滅びる国々は何を言うだろう。 

49 "流体 

"とは、これらの存在があなたの肉体的または道徳的な不調を癒す力をそう呼んでいるのです。そして実際、その液体にこそ、癒しの力があるのです。それは、イエスが目の見えない人に

視力を、足の不自由な人に運動能力を、口のきけない人に言葉を回復させたのと同じである。それで、らい病人を癒し、死者をよみがえらせたのです。 

50 私の前に（あなた方の）誰も入ってきません。でも、もし純粋な人が来たとしても、このまま染まっていくことはないでしょう。 

エリヤが神の命令に従って、あの世の門を人に開いたこの時代、私は人類に、この通信はそれを実践した者たちの悪事ではなく、父なる神がその時代の人々に意図した恵みであり、

その恵みが再びあなた方から引き出される1950年以降の霊から霊への対話の前触れとなることを理解させるつもりであります。 

51 己を鍛えよ、後に欺瞞や誤導の餌食にならぬように、私はまだ多くの教訓を明らかにする運命にある。あなたの想像力が、誤った啓示やインスピレーションをもたらさないよ

うにしましょう。天から、準備の整った人に光が差し込み、その人が私の真理をもって隣人に語りかけることができるようになるのです。 

52 人々が武器や権力争い、敵対関係を拒否し、霊的なものに向かう時が近づいています。そして、使徒が大衆の中に現れ、その言葉が聞かれ、その跡を追うようになるのです。

これは、イデオロギー、宗教、世界観の戦争の時代になるでしょう。 

53 その戦いは強大で、地上の力の主張によって引き起こされるものよりも恐ろしいものになるでしょう。心から平和が去り、思考は狂信の闇に覆われ、良心と理性の声はもはや

聞こえなくなるからだ。狂信は底までかき回され、その勢力を増殖させ、教会を建て、自らを誇示することになる。ある者は偶像にしがみついて滅び、ある者は光に目を開き、この奈落の

底から救われるのです。 

54 今日、これらの予言はすべてあなたにとって遠い存在に見えますが、その成就は近いのです。人の目は、偶像、偽りの神、そして教会の誇りと華やかさを誇ってきた大きな教

会堂が、その台座から倒されるのを見るだろう。しかし、あなた方は嘘をつく者を公にする者ではない、その任務は他の者が果たす。あなたがたは、この人類の救済のために、あなたがた
の精神が真の愛を持って働くように、言葉と心と心で準備することである。 

55 この旋風を前にして、逃げも隠れもせず、嵐の中でも平常心でいなさい。そうすれば、人々は無気力から目覚めて、異なる宗教団体を比較するようになることでしょう。そし

て、すべての中に人間の不完全さを発見したとき、"スピリチュアリズムとは何か？"と問うことになるのです。そして、私の使者や使徒たちが、誇示や冒涜をすることなく、この教えの

誠実さ、単純さ、明るさを指摘すれば、世界はその真理を確信してひれ伏すことでしょう。 

56 深刻な争いが起こり、迫害され、誹謗中傷されるでしょう。あらゆるところで反対意見に遭遇しますが、時には真剣で根拠のある議論にも遭遇します。しかし、人の言葉に感

化されてはいけない。真理の業に基づかなければ、空虚な言葉に過ぎないからです。 

57 私を信じて覚悟を決めるなら、私はあなた方を一人にしない。私はあなたの口を通して話し、あなたはあなたの仲介を通して私の行う業を知ることになる。 

58 人類は真の道を感じ取り、私が期待したとおりに私を求め始めるだろう」 ── 

スピリットとともに。自分の心の中に父を宿していることを認める者は、即座に自分の兄弟や隣人の敵でなくなる。そうすれば、許し、和解、慈愛、兄弟愛が定着する。 

59 そうすれば、人々はイエスを見た、イエスは十字架から下りてきて、世にこう言ったと言えるようになるのです：あなた方の贖罪のために私が流した血は、もう流れなくなっ

た。私はここにいる、永遠にあなたとともに。 

60 人びとよ、私はわが顕現において、善良な者と不道徳な者、あらゆる種類の人びとを受け入れた--

私を愛する者も、私に背を向けた者もだ。すべての者はわが子であり、すべての者をわたしは等しく愛している。 

61 今日、私はあなた方全員を統合するために来た。第二の時代に流した私の血では、あなた方にとって十分ではなかったからだ。あなた方は、私の教義が教えてくれた兄弟愛と

いう仕事を完成させることができなかったからです。 

62 私の法則を実現することでしか、健康や幸福や生命を得ることはできないと、いつになったら確信できるのでしょうか。あなたは、物質的な生活の中で、生き残るために従わ

なければならない原則があることを認識しています。しかし、霊的なものには、人間が神の中に存在する永遠の命の泉を享受できるように、尊重しなければならない法律もあることを忘れ

ています。 

63 その時、傲慢な者、愚かな者、物言わぬ者、不信心な者は、私に耳を傾けなければならない。そして、私の種にとって不毛の地のようになった彼らの心に、岩から花が芽吹く
まで、再び種をまく。 

64 すべての魂に、わが恵みの泉を、清らかになるまで注ぐ。しかし、それはもはやヨルダンの水ではなく、わが恩寵とわが正義の光であり、それがその魂に触れるとき、良心の

声を聞くために目覚めさせ、祈りと悔い改めと刷新へと導くのであろう。 

65 私は今、第二紀で約束したことを果たしています。平和と霊性の時代が来ることを、わが言葉を通して理解させたとき、私はそれをあなたがたに告げたのです。今、あなた方

は、伝統、儀式、儀礼、シンボル、イメージを消し去り、あなた方（人間）の精神が偏見、狂信、偶像崇拝から解放され、代わりに神の真の崇拝を受け入れる、その時代に生きているので

す。 

66 この言葉が唯物論者の耳に届くと、彼らは私の教えと予言に対して信じられないような笑みを浮かべることだろう。しかし、人の疑心暗鬼が私を傷つけたことはない。 

67 第二の時代、私の教えの福音が大都市やローマのような大帝国に届いたとき、人々は、イエスが貧しいガリラヤ人で、イエスと同じように貧しく謙遜な数人の漁師に従ったと

知って、微笑みもした。彼らの嘲笑はわたしを打たない。彼らはわたしを知らないことをわたしは知っていた。彼らは、わが力はまさにその謙遜の中にその根源があること、そして、わが

力は愛と正義に満ちたそのみことばの中にあり、多くの人には理解できないように見え、また他の人には実行不可能だと思っていたことを理解しなかった。 
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68 イエスが悪人のように十字架につけられて死んだこと、その死が弟子や従者への抑止力となることを知ったとき、その血がわずかな人に蒔かれた種を実らせるために役立つと

は思ってもいなかったのだ。 

69 疑いを持つ人々の間に信仰が生まれ、忠実な人々の間に犠牲が示され、奴隷や虐げられた人々の間に希望の光が輝き、いたるところで、正義を求め、愛を語る人々の唇から救

い主の神聖な教えが聞こえてきたのである。信者の魂はより高い力に包まれ、その注がれた力は、人間の力では止められない白波のようなものだった。 

70 町から町へ、田舎から田舎へ、谷へ谷へ、山へ山へと流れる激流であった。その影響が及ばない家は、小屋であろうと宮殿であろうとない。それは、枯れた野原に注がれた命

の川であり、魂を清め、その行いを裁くために人のもとに来た、あなたの父の永遠の愛に満ちた正義であった。その激流が途絶えた時、新しい世界が現れ、新しい人類が地上に現れたのに

、それは同じだったのです。 

71 新しい教えの光は、彼女を無気力から覚醒させ、霊的に進歩させ、あなたがたが神、父と呼ぶ完全な存在に近づかせたのです。 

ですから、私は今、猜疑心の強い、唯物論的なあなた方に言います。もしあなたが、私が人と共にあり、彼らの知性を通して私自身を伝えたという噂を耳にし、私の教義に含まれる

教えの知識を得たとしても、嘲笑してはならない。また、私の仕事--私がちょうどあなたの前に置いている仕事--

の教えの実現が人にとって不可能であると考えるべきではない。後で、その開花を目の当たりにしたとき、それを聞こうとしなかったことを後悔することになるからだ。ですから、もしあ

なたが激流があなたの扉をガタガタと揺らすのを感じたら、扉を開けて激流を受け入れてください。不純なものだけが洗い流され、あなたの人生に存在する善良なものには触れないと断言

します。 

72 これによって、あなたがたは、このみことばの意味を理解することを学び、このみことばの中に身を置くことによって、次第にわが真理を知るようになることを理解するので

ある。この熟考の中で、わが使徒たちが真理の霊、慰めの霊の到来を告げたときに伝えた多くの予言と同様に、過去の時代に与えられた多くの予言の実現が、今、実際に実現しつつあると

いう確信に、やがてあなた方は至ることになる。 

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 189 
1 人類よ、私はあなた方を統合するために来たのだ。世界中に散らばっているあなたたちを、まるで1人の子どものように見ています。ここに、わが弟子たちにはまだ知られて

いない、生命の書の新たなページがあるのだ。 

2 わが民よ、その霊がわが声の担い手を通して現れ、光と予言に満ちた言葉であなた方に語るエリヤは、第一の時代にその力で世界を驚かせた人物であり、第二の時代にも人の

間にいたことを私が明らかにしても、あなた方は驚いてはならない、その時彼はバプティストヨノとして知られていたのだ。この教えは今日だけでなく、すでに書き記されているのだから

、驚いてはいけないと言う。 

3 その証拠に、預言者たちは、キリストの前にエリヤが来て、主のために道を整えると言い、その預言は実現したのです。しかし、その後、イエス様は、ご自分の再臨が行われ
るときには、まずエリヤが来てすべてを正すと宣言されました。この約束は、あなた方の間で必ず実現する。 

4 この黙示録を、明日、聖書と格闘してきた人々が学ぶならば、エリヤの霊が、第二の時代に彼に託されたのと同じ使命--

後に聖霊の弟子となる者を清め、主の道を整えるためにこの時代に来たことが分かるだろう。 

5 今日、私は、異教徒のあざけりや迫害の苦しみを耐え、後に死を受けなければならなかった過去の時代のように、地上で苦しむために来たのではないのです。エリヤの口から

は、すべての悪人に裁きを告げる預言のことばが発せられたからである。 

6 今日、彼は霊で来たのだから、人の手は彼に触れることができず、傷つけることもできないだろう。それにもかかわらず、ここの人々は彼に恩知らずの苦しみの杯を飲ませた

のです。 

7 エリヤは、失われた羊を愛情を込めて探す羊飼いである。ある時は九十九匹の羊を集めることに成功した。しかし、彼は自分の群れを構成する人数が一人足りないことに気づ

いていた。この小さな羊は、岩山の茨の垣根に迷い込んだのを見て、嘆き悲しみます。しかし、エリヤは急いで彼を探しに行く。危機から救い出すことができたとき、彼の精神はどんなに

か喜びに包まれることだろう。彼はどんな愛情をもって、愛する羊を仲間に戻したいと思っているのだろう。しかし、羊小屋に戻ったとき、他の多くの人々が自由意志の衝動に従って羊小

屋を飛び出し、どこかへ行ってしまったことを知ったとき、彼の苦しみはいかばかりであったろうか。 

8 エリヤの臨在を目撃し、彼が告げた仕事の開花を見た大勢の人々は、主が与えた啓示の研究に最も熱中している人々ではないだろう。明日には、この民の証言を研究すること

で、この仕事が真実であること、主が別の時に人とともにおられたこと、エリヤが再びその先達であることを四方八方に確信をもって捏造するのに十分な人々がやってくるでしょう。 

9 休んで私の話を聞きに来なさい。私の言葉は、あなたが励まされ、私があなたに与えた使命を果たすことができるように、あなたを養い、慰めと赦しを与えたいと願っている

のです。 

10 私の話を聞いているときだけ私に従おうと決意するのではなく、あなたの人生のすべての瞬間に私を感じてください。 

11 人類が置かれている道徳的、精神的な後進性は非常に大きい。この時代、私の言葉の恵みと光を受けた者の責任は、いかに大きいことか。 

12 弟子よ、師となれ、人の恐れを心から追い出し、無関心と怠惰から自らを解放せよ、真に天のメッセージを伝える者であることを自覚せよ。この時代に起こっていることを皆

に説明し、人類が忘れてしまった私の教義の原則を教えるために奮闘しなければならないのは、あなた方なのです。 

13 あなたは、私が話したように、私の言葉を人に伝えるだけでなく、私の言葉を人に伝えなければならない。それをどう解釈するかを知るために、自らを鍛えるのだ。洗練され

た雄弁さで驚かせるための言葉を探してはいけない。御霊の真理を最もよく表現するものである平易な言葉で話すこと。 

14 話すのはあなたで、あなたの口を通して話すのは私だと、どうしてわかるのですか？あなたが我を忘れ、弟の痛みを思い、卑しい、私の恩寵に値しないと感じるとき、まさに

私の神聖な霊感があなたの心に降りる瞬間でしょう」。その瞬間、あなたの全存在は父と兄弟への愛で浸透するのですから。 

15 私の名で仕事をするなら、その使い方を知っておきなさい。 

16 私の仕事には、正当な報酬があります。与える者は、受け取る。拒否する者は、いずれ必要に迫られて滅びるだろう。私の教えを理解してほしい。その基礎となるのは、慈悲

と愛である。 

17 あなた方は善に身を捧げなければならない、これがあなた方の課題である。しかし、あなたの肉欲が抵抗する限り、あなたは私の弟子としてふさわしくないと感じるのです。

そうすると、自分より優秀なのに召されていない人がたくさんいると思うんですね。私はあなたに言います。その理由は、あなたが最も困っていたから、あなたの心が安らかでなかったか

ら、あなたの道が落とし穴だらけで、あなたの足がこの世の泥で汚れていたからです。 

18 第二時代の私の弟子たちも、私が選んだ時点では「義」ではなかったのです。しかし、彼らはその働きによって自分を立派にし、私の教えに従うことによって、より高い霊的

レベルに到達したのです。あなた方も同じように変わり、自分を立派にし、その業があなた方を高め、わたしに近づけてくれるように。 

19 もし私があなたに、"私が教えた多くのことから何を学んだか 

"と尋ねるとしたら。そうすると、ほとんど使っていないことを告白しなければならなくなる。それでも、わたしはあなたがたを責めず、あなたがたを赦す。あなたの負債は全人類の負債

なのだから。だから、わたしがあなたがたに話すのは、すべてのわたしの子どもたちに話すのである。 

20 私はあなた方をメッセンジャーと呼ぶ。仲間との正しい付き合い方を見つけなければならない。もし、あなたが説得力のある言葉と働きによって、彼らの不信仰を打ち負かす

なら、それはあなたにとって大きなメリットとなるでしょう。私の教えの趣旨に反しないよう、完璧な証しをするように気をつけなさい。 

21 常に精神と物質との調和を図る。つまり、神のものは神に、そのものは世に与えることを学ぶべきだということです。 

22 このように、わたしはわたしのことばの中であなたがたに自分自身を与えている。知恵であるその本質と、その中に見出そうと努力すべき善と完全のすべてを利用しなさい、

もしあなたの手が後に仲間に対して惜しみないものであることがあなたの理想であるならば。 

23 今がその時だ、使いなさい。この言葉が聞こえなくなる日が来るのだから。私の意志は必ず実現されなければならない。神と人との霊的な対話の時代は、すでに近い。そうす

れば、人間の理解力は、私の意志を伝える声帯や伝達器として、もはや必要なくなるのです。 
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24 今、私が光に満ちた言葉で自己を顕現しているとき、私の教えを正しい方法で伝えるために、この人類に授けたのである。 

25 今日、師を囲むわが弟子たちは、それぞれ異なる方法でわが言葉を理解し、自分の理解を互いに分かち合うと、議論や批判に発展するのを見るが、考えの一致はわが民に望む

ことである。そのためには、慈愛と寛容さを持ち、適切なタイミングを待って発言することが必要です。 

26 今は私の教えに対してさまざまな考えを持っていますが、やがて皆さんは同じ理解と悟りを得ることになります。そうすることで、闘争の励みとなる。 

27 私の教えと啓示から理論を作ってはならない。私があなたがたに着せた真理の力を奪うことになるからだ。 

28 私の教えの中で、私があなた方に話している自由を発見し、あなた方がそれに基づき、より明瞭にすべてを認識できるようにするのです。 

29 私はあなたのところに来るたびに、あなたの父との交わりを得る方法を教えてきたのです。私はあなた方に、精神を阻害するだけの教えに真実を求めないよう、自分自身の中

に真実を見出すことを教えてきました。人類は幼年期からこの光の時代へと進み、精神と人間の心は目の前に広がる無限を体験してきました。 

30 この時代を照らす光がすべての眼に見えるようにするためには、宗教的狂信の目隠しを破ることが必要である。だから、わたしはモーセに与えた律法の板に、「あなたは、い

かなる被造物の像も、物質的なものも、それがあなたの神であるかのように拝んではならない」と書いて残した。創造された何ものにもまして、心をこめて彼を愛さなければならない。" 

31 しかし、あなたは私に尋ねる。なぜ、世界は狂信的な崇拝と外面的な形式の崇拝に陥ったのか？イエスのように名誉や儀礼的な衣や虚栄を拒絶する代わりに、わが律法に身を

捧げる者 は富や肩書きやこの世の華やかさを受け入れ、それによって魂からすべての自由を奪っ 

たからだ」。そして、このような心の混乱の中で、まだ無謬性を感じている人がいます。しかし、無謬性はただ一人、あなたの天の父である。 

32 だから、もしあなたが魂の向上を達成したいのなら、知性と精神性であなたの人生の闘争を通過し、善意と謙虚な心を持った人々であることです。そうすることで、あなたの

魂を救済に導くための進歩を遂げることができるのです。 

33 私はあなたに私の愛を感じさせている。私は今、あなたの十字架が重くならないように、あなたの道から岩を取り除こう。 

34 私はあなたの心の中を見て言う。心を鍛え、思考力を高め、感情を統一し、私の言葉を聞き、理解できるようにしなさい。 

35 世界の平和もあなた方の発展にかかっているのだから、祈り、道を改めなさい。世界は戦争に脅かされているのだから、平和を実現するために努力しなければならない、あな

たは祈らなければならない。あなた方は、祈りの力、その影響力、その光を知るようになった人々なのです。 

36 なぜなら、人間の間には兄弟愛が存在しないからである。戦争が解き放たれた国々に覆われたパノラマを見て、地球の表面のどこかに平和な一角が存在するはずだという予感

に励まされるだけなのだ。その一角は、輝く星のように遠くから見える、あの国になるのです。 

37 これは、ここにいるこの人々の責任であり、兄弟愛、内面の高揚、慈愛の模範を示すために、霊的にも肉体的にも準備しなければならない。それが、病気を癒すことであれ、

許しの印として敵の手を握ることであれ。 

38 私の畑に精を出せば、あなたを取り囲むすべてのものが、より美しく包まれるのを見ることができるでしょう。淀みと日常に陥った者は、私の掟に従って生きるとき、人生が

内包する栄光を見るために魂を上昇させることができないのだ。 

39 自分自身を観察し、肉の欲望に引きずられて自分の存在が無意味になるときを発見するのだ。実を残してほしい。しかし、その実とは、あなたの子供たちのための平和の実で

なければならない。その時、あなたの心は花開き、その実があなたの作品となるのです。 

40 あなたたちを通して、1950年以降に知られることになるこの時代のわがことばを世界に知らせるのだ。 

41 これらの啓示は、全人類に届くでしょう。そのために、私は「金の羽」と呼ぶ者たちを訓練し、私の仕事に熱意をもって取り組み、良心の召命に従って、私の言葉を文字とし

て残すようにした。これらの文章は、現在の世代だけでなく、これからの世代のためにも必要なものです。 

42 私の言葉の威厳は、いつでもそうであるように、その単純さとその意味にかかっている。私の仕事について語るとき、あなたの言葉も同じようにしてほしい。話すのは人間だ

けでなく、心であることを忘れてはならない。行動様式が純粋であること。 

43 どんなときでも、あなたは私から、人生の旅に必要な強さと光と平和を受け取っているのです。私の祝福も受け取ってください。 

44 この第三の時に、わたしは全人類をわたしの弟子とする。そのために、これから私の光をすべての人間に注ぎ込みます。その後、私の言葉が彼らに届くようにする。今日、私

があなたに贈る言葉そのものである。わが民の証言、記録、模範は、国から国へ、国から国へと知られ、心を目覚めさせ、良心の光に魂をよみがえらせるだろう。 

45 今日、多くの人間があてもなくさまよい、しばしば「主よ、私たちはどこへ行くのですか」と私に問いかけます。この人生はどこへ行くのか、その先に待っているのは何なの

か。" 

46 彼らは私にこのように尋ねる、怯えた魂なのです。彼らは、堕落と物質主義の極みに達した世界で苦悩しながら生きている。嵐が去り、心に平安が訪れるまで、彼らが見守り

、祈り続けることができるように、私は彼らに希望の光として私の光を送る。 

47 この地球の片隅で、私は私の声を聞かせる。この宣言のために私を使うよう選んだ覚醒した者たちを通して、私の声を人間らしくした。そして、私がここで大勢の人々に語り

かけるとき、私の言葉のいくつかを、美徳において強くなり、多くの人々の心を破滅へと引きずり込む腐敗の奔流から逃れるようにと諭す子供たちに捧げます。 

48 私は、この生き物たちが幼い頃から、未来が自分たちに命じている仕事を十分に知っていてほしいと思います。また、不安な人生を歩む青少年に直接語りかけ、道しるべを与

えてきました。私は彼らを荒海の中のか弱い舟と見なし、彼らの側に立つために、彼らを救いの港に導く灯台として、私の働きを彼らの目の前に掲げているのだ。私から最も遠いのは若者

である。 

49 人はまだ子供のうちから、祈り、神を思う。人生の山場を過ぎ、夕陽のように沈み始めるときも同じである。しかし、彼の心が飛びたがる鳥のようで、世の誘惑に触れると肉

が震え、強いと感じる限り、彼は神の教えから遠ざかります。なぜなら、謙虚、愛、犠牲の教えによって、自分の作品、言葉、考えが一挙に自分を非難するものになるのを嫌がるからです

。 

50 人間の心は、自分が情念の海で難破したと感じたとき、初めて目を上に向けて、神の灯台を求める。その光は、自分を救いの港に導く道を示してくれるのだ。 
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51 わたしは、やもめの心の声を聞いた。「父よ、わたしたちをご覧ください。私は彼らに、彼らは一人ではないこと、霊的な放浪の旅で別の世界に行った彼がそこから見 

ていて、彼らを助け、守ってくれていること、そして、彼に託されたすべての生き物の道を整え るためにほんの少し先に行ったことを伝えるために近づいたのです」。 

52 しかし、もしあなたが彼を感じることができないなら、彼の存在があなたの生活の中で感じられないなら、祈りなさい、あなたの願いを私に伝えなさい、私はあなたが彼の存

在を感じるようにする。ある人はスタッフとして、ある人はサポートとして、またある人は人生の旅路を導き、援助してくれる愛すべき仲間として。 

53 森にいる野生動物も、空にいる鳥も、草原にいる花々も、一瞬たりとも父の愛と命の輝きを受けているというのに、どうして私があなたを否定するようなことがありえようか

。あなたの存在には、私自身の神性の一片があるにもかかわらず。 

54 一家の父親が、自分の必要や悩みを打ち明けるために、私を頼ってきたのです。彼の子供たちは彼の権威を無視し、彼に背を向け、父親の忠告を敵視するようになる。 

55 あなたの使命は非常に困難であり、あなたの十字架は重いということを指摘しなければなりません。しかし、もしあなたが信仰と忍耐をもって苦しみの杯を飲むことができ、

同胞と自分の子供を愛する方法を知っているならば、あなたは私を人生の道のりの手本とし、あなたの子供は滅びることはないでしょう。 

56 民衆：もし私の仕事が広く地上に知られることを望むなら、私の教えを生き、私の指示をあなたのすべての仕事に適用し、この言葉から流れ出る力によってあなたの家を聖別

しなさい。自分の過去は封印された書物であり、人生は今、自分の目には見えない新しい道として提示され、最後まで通らなければならない道であることを理解すること。 

今日は落ち着いて、私の言葉から必要なものだけを取り、必要な時に私の教えを生かしなさい。しかし、私がこの民に教えた言葉の最初から最後まで、私が責任を問う時が来るだろ

う。 

57 この国は、長い間、地上の精神的使命を果たし、人類の中で高い運命を果たすよう求められていることを忘れてはならない。もし、主の慈悲があなたをそこに住まわせるよう

に定めたのなら、たとえそれがたった一つの種であっても、そこにあなたの種を蒔きなさい、しかし、それは愛と平和と霊化からなるものでなければならない。こうして、あなたの地上で

の道は、決して実りのないものではなかったのです。 

この国の運命がいかに高くとも、これを "約束の地 "や "新しいエルサレム 

"と考えてはならないことを、私はいまさらながら指摘したい。誰も混乱させないし、自分も混乱しないように。主の弟子である霊能者たちに、父は遺産として物質的な財を与えることが

できなかった。この国の使命は偉大であり、この国が高度な発展を遂げるためには、その住民を、私の存在を世界に宣言する者と、私の教えの偉大さと真理を、その模範と業によって証し

する者にしてください。 

58 私は、あなた方の中に、世界を揺るがすような私の宣言の輝かしい痕跡を残します。これは、神の指示のもとに書き記した私の言葉です。 

59 まず、人が私の秘密の宝庫に近づき、私の知恵を理解することができるように、物質的な書物に書き記される。そして、その本質が私の弟子たちの心の中に守られたとき、主

の民の心の中に真の書が現れるのです。 

60 私は、声の主たちを通してわが言葉の振動を鳴らしながら、あなた方に恵みの贈り物を浴びせたのです。私のメッセージを説明し、解釈するために、私の霊界をあなたに送り

ました。私はあなたの道に奇跡を散りばめ、霊的なヴィジョンの観想にあなたの目を驚かせたのです。しかし、これらの発現を楽しむのはあなた方だけではありませんし、これからも楽し

むでしょう。なぜなら、「すべての目が私を見よ」とあなたがたに告げたからです。そして、本当に、世界は私を見、霊界も同様に姿を現し、世界におけるこれらのすべての現れは、やが

て最も信じがたい心を震わせるようになるでしょう。 
61 人々は、信じることができるようになるために、精神的なものを物質化し、神的なものを人間化することを望んでやってきたのです。そして、私はこの恵みをある者に与えた

。 

62 人々よ、地球のすべての人々の中であなた方が持つ運命を深く認識し、時が好転した今、あなた方の使命を果たすことができるのです」。 

63 私はあなた方の心を整えて、その中に住まわせる。世界も覚悟を決める。平和の種は人の心に芽生え、それを地の隅々にまで撒いたあなた方は、その実りを見て幸せになるこ

とでしょう。というのも、あなたは師を道しるべとして、正しい生き方を示し、すべての人のために祈ったからです。 

64 すべての国で、和解、兄弟愛、平和が語られ、これが統一の始まりとなるのです。 

65 私はあなた方を準備し、私が霊感による宣言としてあなた方に与えた知恵を示し、彼らの質問に満足に答えるために、あなた方の仲間である落ち着かないさまよえる人々のも

とへ旅立つ準備ができているかどうかを尋ねました。この使命を果たすことが不可能だと思う人がいないように。私が与えた知識によって、あなたは自分の使命を理解することができるの

だと気づいてください。 

66 私の子供たち全員が、あなたがたが外国と呼ぶ場所に行く必要はないだろう。そのような場合、思いで祈り、心を清め、その精神がいかなる距離の仲間にも現れ、彼らと一体

になることができれば十分であろう。そして、それらは霊界によって覚醒される。 

67 霊界と一体になって、新たな戦争や苦しみを防ぐための防護壁を作るべきです。暴力によって霊的支配を実現しようとする人々のために祈り続けなければなりません。理性、

兄弟愛、正義を支配してきたのは権力ではないことを人々が知れば、あなたは驚き、世界は驚くことでしょう。 

68 心の中で利己主義にふけりながら、見かけだけの施しをすることに気をつけましょう。個人的な利益を求めず、できるだけ多くの善を行う。私が教えた掟である愛によって行

いなさい。そうすれば、あなたの魂を高めるための功徳を得ることができるのです。わたしの教えを、わたしがあなたがたに与えたとおりに知らせなさい。それは、私が他の時代のわが預

言者たちとわが使徒たちに知らせたものと同じである。 

69 人間はその唯物論において、私が常に伝えてきたわが言葉を歪曲することに利点を見出したのである。しかし、私の仕事は完璧であり、物質的な言葉に基づくものではありま

せん。覚悟を決めれば、必ずわが真理を見出すことができる。そうすれば、あなたがたも同じ愛と憐れみをもって私の種を受け継ぐことができるように、私がいつでも寛大な方法であなた

がたに与えていることがわかるでしょう。 

70 儀式や外形で誰かを感動させる必要はないだろう。あなたの心の神殿は見えるようになり、その中であなたの仲間はその永遠の光と祭壇を見ることになるのです。 

71 あなたの善い行いの中にも、あなたが落ちた泥の穴から出ようともがくときにも、いまも私を感じることを学びなさい。 
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72 私はあなたに、シンプルに真理を求めることを教えました。人間の心は、自ら作り出した複雑な科学に真理を求めるとき、なんと貧しいことだろう。人は自分の中に私を持っ

ていながら、なぜこんなにも遠くで私を求めるのか。父に似せて創られ、霊、知性、意志といった神の属性が備わっていることを知らない人がいるだろうか。 

73 私は第二帝国で人々と暮らし、あなたのパンとあなたの家を共有しました。しかし、キリストの偉大さは彼の謙遜に根ざしています。 

74 私がこのことを教えるのは、あなたがたが隣人への愛のために、いかにして物質的なものから自分を切り離すかを知るためである。しかし、何よりも自らを清めなければなら

ない。進化させるべきは、法律である。また、すべてが発展すべき法則であるならば、まだ実現されていない予言に驚かされることはないはずです。あなたの目が見るものは、すべてが最

も完全な法則によって支配されていること、そして、今日あなたの魂に起こっていることは、以前には起こり得なかったことであることを理解したときに、喜びで満たされるでしょう。 

75 人類の進歩のために奮闘するのは地上だけでなく、他の世界から霊界がその救済と進歩のために奮闘している。ですから、霊能者の種はすべての宗教団体の懐で実を結ぶと、

私はあなたに言います。大論争の後、不和をもたらす新宗教だと人々が言うとき、あなた方はこう答えるでしょう。 

それは人に最初に与えられた教えであり、魂を支配してきた唯一のものである。しかし、その声は、あなたの心が発するものであり、あなたの感情が宿るものであり、あなたが他人の痛み
のために涙するとき、あるいは、あなたが隣人の痛みのために喜びの涙を流すときに、その姿を現すのである。私がいつもあなた方に教えていることは、互いに愛し合うことだからです。 

76 私は、人間の知性によってあなたに語りかける。私の光と私の恩寵はその中を流れ、言葉となる。私に近づくための唯一の道である、純粋な気持ちと謙遜を示す言葉である。 

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 190 
1 人々、人類：エリヤの存在は、この時、すべての人とともにある。 

2 この顕現を享受する多くの人々よ、エリヤの声を聞け。彼の名は、私がタボル山でその使命の重要性を知らせたにもかかわらず、人類の意識の中にほとんど残っていなかった

が、あなた方はこの啓示を理解しようとはしなかった。今、あなたはエリヤの声を聞いて、彼の存在を感じ、彼の燃える戦車の到来を聞くかのように思えるのである。 

3 イライジャは私がいつも送っている一筋の光で、あなたの道を照らしているのです。それは、あなたが父の待つ地点に近づく道を探し、辿れるように、地上を照らした方です

。彼は魂の偉大な神秘の仲介者であり、あなたが父をよりよく理解できるように、この時あなたに説明したのです。偶像を祭壇から押し出し、真の神の霊的崇拝を世に教えるという、第一

時代と同様の役割を今日も担っているのである。 

4 イライジャの中には、現代人がこぞって争う輪廻転生の法則が説明され、証明されています。また、預言者エリシャの口と心を通して霊的に姿を現したとき、人間の心を通し

ての顕現とは何であるかの指示と啓発を、彼の中に見出すことができます。 

5 エリヤがいつもあなたにどれだけの、そしてどれだけの偉大な教えをもたらし、あなたの精神をどのように教えてきたかを見てください。あなたがたには説明しがたい偉大な

啓示を、常にあなたがたに知らせていることを見よ。しかし、過去の時代には理解できなかったはずの知識も、この第三の時代には、同じエリヤが、すべてのものをその真の意味に回復さ

せるという使命を持ってやってきて、説明してくれるのです。 

6 世の中で、自分の霊の光が早くなるのを感じながら、「エリヤが来た」と言い、さらに「主の再臨が近づいている」と言う人は幸いである。第二の時代、人々はヨハネが予言

し、天の国の不思議なことを話していることに気づき、"エ リアスか？"と言ったのと同じように。 

7 偉大な預言者、先駆者、使者があなたがたの中にいるのです。しかし、今、彼は人間になっておらず、霊の中にいる。彼が自らを明らかにした一筋の光は、彼が偽りの神々を

滅ぼすのに用いたものと同じであり、主の民の心に真の信仰を燃え立たせたものである。 

8 魂よ、彼に従え！人類よ、彼の話を聞け！彼はあなたを私の胸に導く羊飼いであり、救いの港に到達するための道を照らし示す灯台を持つ者である。 

9 もう時間がないのです。私がこの声の主たちを通してあなた方に語ることができなくなる日が近づいていることを理解してください。私の教えを利用した人は、安らぎを得る

ことができます。しかし、このような形で私の存在を無駄に求める「孤児」がたくさん出てくるでしょう。しかし、私は自分自身を取り除くことはせず、あなた方の近くにいて、霊から霊

へと自分自身を準備するすべての人を通して話すだろう。 

10 やがて、さまざまな宗派や宗教団体が、「すべての前兆が成就した」「今、この時が来た」と、主の到来を告げる時が来るだろう。真理を知るあなたがたは、わたしについて

知っていることを彼らに伝えなさい。1866年以来、私は慰めの霊として現れ、私自身を探し求めた。 

11 あなたがたは、私を予期していたにもかかわらず、その前の兆候を発見する方法を知らず、自分 の考えがあまりにも遅すぎた人たちから距離を感じてはならない。 

予感がするその違いによって、自分自身を見誤らないようにしましょう。彼らは「私のプレゼンス」を目撃することができなかったので、私は彼らの魂を啓発し、彼らは良い道を歩んでい

る。皆さんは、理想のために一致団結します。 

12 私が選んだものは、木のさまざまな枝にあります。多くの人は1950年までに私の宣言を目撃するために来るだろうし、他の人は時間をかけて来るだろう。なぜなら、彼ら

はこの声をすでに知っており、それは人間ではなく、わたしから出たものであると自分の中で感じるからです。 

13 私は、あなた方が良心に導かれ、自らを自由にし、不完全なカルトの形式や偏見、教義に従わせようとする人たちの奴隷に再びならないようにと言いに来たのです。 

14 皆さんは私の「働き手」、つまり私の教えを伝える大使になることができるのです。私の胸に抱かれていれば、何も恐れることはない。 

15 すべての創造物の上に立ちながら、その中で脈動している私は、私の好む被造物である人間を通して語る。私が、尊敬されていない人、学識のない人、貧困と困窮の場で自分

を明らかにすることに驚かないでください。あなた方にとっての宮殿は、私にとってはそうではないことを保証します。逆に、貧しく惨めな姿しか見えないところに、真の心の輝きがある

可能性もあるのです。 

16 なぜ、私が大きな会堂や立派な教会で自分を知らせないのか、不思議に思っている人が多いので、このような話をしました。当時も、なぜメシアはシオン神殿の陰で生まれ育

たなかったのかと、多くの人が不思議に思っていた。 

17 今日も、あの時と同じように、父なる神様に直接届くのは、あなたの心の誠であることを教えています。その打撃のひとつひとつが、あなたの善行を私に語りかけるからです

。 

18 私がいつもあなたのところに来ている謙虚さをご覧ください。私はいつでも、王座も笏も宮殿もなく、常に簡素と柔和に包まれてやってきたことを考えなさい。貧乏人、亡者

、身寄りのない者が、華やかさと豪華さに囲まれている私の姿を見たら、どう思うだろう？彼らは屈辱を感じ、私にふさわしくないと思うだろう。一方、領主、金持ち、地上の偉い人たち

は、私をその社会階級と地位の神と呼ぶでしょう。 

19 世界の貧しい人々は、裸足で、十字架の重さに耐えながら喘ぎ、血を流している私を見るとき、主の謙遜さに同情して震え、主と一体であることを感じるのです。一方、金持

ちは──現実にはそうではないが──庶民と同じ感情を持つべきなのに、貧乏な私を理解することができない。そして、紫、金、絹、貴石と呼ばれるもので私を表現したふりをした絵図を

覆い隠す。彼らは私の教えを忘れたからこそ、私の教えと最も対立するもの、すなわち虚栄心で私を取り囲もうとしたのだ。 

20 もう一度言っておくが、私はどの教会に対しても悪口を言っているのではない。彼らはみな、私の中で祝福されているからだ。しかし、あなた方は、マスターである私が、人

間が犯した誤りを挙げ、いつかそれを取り除くことができるようにしなければならないことも理解しなければならない。なぜなら、もし私があなたの真実を発見する手助けをしなかったら

自力で見つけるとしたらいつ？ 

21 私の真理が光と愛を生み出し、あらゆる人、あらゆる宗教団体、あらゆる人々に届くようにしなさい、ちょうど私があなたの真理やあなたが真理と定めたものが私に届くよう
にするのと同じように。私が万人から受け取る、あなたのこの真実は何ですか？それは、あなたの祈りであり、信仰であり、希望なのです。 
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22 この光は、すべての魂が私に向かって立ち上がり、私に語りかけるとき、あらゆる闇と嘘から自らを解放し、自らの内にある真実のみを私に示すために存在する。悪人であっ

ても、私に告白するときは、私を欺こうとすることなく、自分の恥ずべき汚れを私に見せるからである。 

23 他の人が私を求める方法を非難することなく、自分自身を完成させ、地上での生活を向上させることは、人間の義務である。あなたの作品の真偽を判断できるのは、私しかい

ないのです。 

24 偶像崇拝者から霊能者まで、みなわが光とまなざしの下にあるのだ。あなたが精神的に後進的だと考えている人たちから、私はしばしば高揚の大きな証拠を受け取るように、

私もまた、精神性のチャンピオンと考える人たちから、しばしば大きな後進性の証拠を受け取ることを断言できます。 

25 この時代、ただ一人の信仰の民が私を受け入れ、彼らに私の知恵のこの本のページを託したのである。しかし、この私の愛に満ちた本のページには、地球上に存在するすべて
の宗教に向けたメッセージが書かれています。 

26 私の光は、神聖で普遍的な夜明けのようにすべての人を目覚めさせ、そして、人が新しい日を生きるために立ち上がるとき、その感覚は神の近さを経験するでしょう。 

27 今、私が言わなければならないのは、人間に降りてくるのは天の国ではなく、人間の魂が天の父の国へと昇っていくのだということです。 

28 なぜ、あなたはいつも私を非難して来させるのですか。私は、あなたが心に痛みを抱えているのを見て、あなたを慰めたいと思い、愛のためにやってきました。あなたの魂に

、わたしの平和があるようにと願っているからだ。 

29 ある時は審判者として、ある時は父として、そして常に主人として、私は自らを現す。この3つの姿の中に、「法」「愛」「叡智」という1つの神の本質があるのです。これ
こそ、わが霊に存在する三位一体である。 
30 目を閉じて魂を解放し、マスターとつながるこの瞬間を強烈に体験できるようにします。第二の時代、師の教えを一つも逃すまいと、谷や村、川や砂漠を通り抜け、師を追い
かけた人々のように、主を身近に感じるようにするのだ」。そうすれば、私が地のものを使って霊的なものを表現し、それを具体化するときに使う比喩的な意味も理解できるようになりま

す。あなたは、私の言葉がどのようにあなたの魂を天の御国に近づけるかを経験するでしょう。 

31 さあ、みんな来てくれ、私が指導しよう。それとも、生涯にわたって教え続ける痛みであってほしいのか。 

32 私の領地に来て、兄弟愛で畑を耕しましょう。この作品は、世界のようにあなたの期待を裏切ることはないと断言します。 

33 あなたの魂の目の前に、踏みしめ、決して立ち止まらないようにと誘う道がここにある。その一歩一歩が、あなたの魂を、その先に待っている理想の住まいへと近づけてくれ

るからです。 

34 すでに、私があなた方と一緒になって、このような形で私の指示を与える時間は非常に短く、この最後の年に、私の言葉がこれらの声の担い手を通して豊かに響くように、功

徳を積むことを学んでほしいのである。 

35 そのために、何をすればよいのでしょうか？ 信仰、熱意、霊性を高めることです。人々の胸に愛が支配し、積極的な慈愛を実践し、真理を愛すべきである。 

36 まことに、あなたがたに告げます。もし、あなた方がわが意志に従って団結しないならば、あなた方の生活があなた方の説くところから離れていくのを見るや、人類はあなた

方を散らし、その中から追い出してしまうでしょう。 

37 もし人々が、それぞれのコミュニティで、異なる神への礼拝と、異なるわが教えの実践方法があることを発見したら、どうなるでしょうか。私が教えたのだということが理解

できないのだろう。 

38 調和と同意に満ちたあなた方の仕事が、あなた方全員--異なる共同体、異なる地方にいる--が一人の師から教えられたことを証明する最高の証拠となるように。神様。 

39 あなた方のすべてが、人類に近づいている時代を霊の目で見てきたわけではありません。全員が彼らの痛みを感じているわけではありません。しかし、私は今、あなた方とと

もに多数の民を形成し、私を愛し始め、今、人の心を実らせるために熱心に働く働き手とする。 

40 わが言葉の種まき人たちよ、畑仕事の時期が来たら、私が教えた信仰に満ちて起きなさい。嘲笑を恐れず、軽蔑を恐れず。肥沃な土地に蒔きなさい。岩の上や流砂の上には蒔

かない。芽が出て成長するのを見るだろうが、実を結ぶことはない。茨の垣根や雑草の中に蒔いたのでは、実を結ぶこともないでしょう。だから、私の霊感を受けるために祈るのだ。そう

すれば、準備された土地をどのように選べばよいかがわかるだろう。土地の所有者である私は、あなたたちに大きな 

耕すべき領域を与える。働くことへの大きな意志に満たされること。種をまけば、刈り取ることができる。そして、あなたがたの収穫の麦で、あなたがたの糧となるパンを用意する日が来

るのです。私は比喩的に言っているのであって、この収穫を来世で刈り取らないかどうかはわからないことを忘れないでください。 

41 今日、私はあなたがたに告げます。私があなたがたに託した体を使って、あなたがたは偉大な業績をあげなければなりません。それはあなたのサポートであり、あなたはそれ

を賢明に導かなければなりません。 

42 世界は、私が告げた災いと災難に苦しめられている。徐々に怖くなり、立ち上がろうとし、救いの手、励ましの言葉を求めている、あなたこそが救いなのです。 
43 海を渡り、山を登って、他の土地や国に行き、苦しんでいる人のところに行かなければならないのです。道を恐れず、2本目のズボンを引きずらず、平服で行くことです。 

44 あなたの使命を示したとき、"自分の十字架を背負って私について来なさい 

"と言ったのです。なぜ、地球の快適さを失うことを恐れるのですか？「あなたはこの世を愛し、この使命に必要な犠牲と肉体の放棄をすることはできないと 

言うのね。しかし、私はあなたの前に来て、あなたに言う。何歳になっても、どんな状態や状況でも、私を愛し、私に仕え、その務めを果たすことを絶やさない。 

45 あなたの模範によって世界を変え、邪悪な偏見を取り除き、涙の谷ではなく、楽園にするのです。 

46 私はあなたに地上での任務を遂行するための短い時間を与える。 

47 あなたがたは、自分の子供たちに精神的な遺産を残さなければならないことを忘れないでください。その子孫から、私が自らを明らかにする祝福された世代が生まれるのです

。その魂は、預言者、わが言葉の通訳者、人類に道を示す偉大な信仰の持ち主となるのです。 

48 私の言葉に従って生きたいのか？私の言葉を聞き、私に従おうとするあなたを、私は祝福します。あなたの心は、優しさで溢れている。求める人すべてに贈る。 
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49 ある者は弟子として、ある者は初心者として、またある者は好奇心に駆られて、私の教えを受けに来るのです。しかし、皆さんは平和と心の静けさ、そしてこの時代に対応す

る予言の成就を求めているのです。 

50 宗派や教会では、わが再臨の完全な確実性を見出すことはできなかった。私がこの良い知らせを伝えるために使者を送ったのは、彼らの外であった。私はすべての魂を裁き、

人類の新しい生活、新しい精神秩序の基礎を築くために来たのだ。もしあなたがたが心の準備をするならば、あなたがたの世界から、正しい者の魂が宿る "霊の谷 

"の完成を見ることができるだろう--その功績によって上昇することができた者、そして今日、私と一体となってあなたがたの救いのために働いている者たちだ」。 

今日、あなた方が理解できなかったことは、この素朴な人々の胸の中で理解できるだろう。私の光が注がれ、あなた方の目を覆っていたベールが裂かれたのだから。「私は、霊的な

ものや神聖なものに対して閉じていた魂の目を話しているのです。あなた方はこの光を取り戻し、私に導かれているのです。起き続けていること。あなたが肉体と魂を制御し、柔和に満ち
て、わが歩みに従うとき、その光は祝祭の衣のようにあなたを覆い、あなたの同胞はあなたがわが選ばれし者に属することを認め、あなたは人々から愛され尊敬されるようになるだろう。 

51 あなた方は善の兵士です。私は、あなた方が罪と戦えるように武器を与えたが、仲間とは戦えない。人間がこの世に生を受け、成長し、その祝福された使命を知らずに罪のう
ちに死んでいくようなことがあってはならない。私の教えを貫けば、強く、無敵になれる。あなたを陥れるような誘惑はない。そうして、あなたは人間以上の存在になり、人類のために天

使の化身となる。 

52 呼ばれる者は多いが、選ばれる者は少なく、その中で特権を持つ者はさらに少ない。しかし、災いなるかな、彼らが自らを高揚させるならば。彼らは、私が知恵と恵みと力を

置き、民を治めるために委ねたソロモンのような者であってはならない。しかし、霊的に偉大で、その高い精神の証しを示した時期の後、彼は監視をやめ、肉に支配され、愛と正義に触発

された彼のすべての仕事は、彼の自己中心的で肉的な行動によって不明瞭にされたのです。 

私があなた方を通じて大きな利益を与えているのを見ても、傲慢になってはならない。もし、わたしがあなたがたを選んで、ある地方や国を治めさせ、あなたがたは、わたしに感化

されて、正しい法律を制定しようとするならば、人間のようにうぬぼれてはならない。そのとき、あなたは魂を高めて、わたしの前にひれ伏すであろう。 

53 私が選んだこの土地に多くの人が訪れ、その住民によって映し出される私の光を見て、あなたを知り、私が第三の時代に教えるために私の民を束ねたこの土に入るとき、幸せ

を感じることでしょう。1950年以降に到着した者たちは、聖典を望み、わが啓示を知るようになると、わが教えから来る力を感じ、あなたを祝福し、私を愛するようになるであろう。

そのうちの何人が「イスラエルの民」、つまり私の命令に従うためにあなた方と一緒になる144,000人の印を押された者たちに属しているのでしょうか。 

54 今日、各国は物質主義に染まり、方向感覚を失っています。私は彼らに霊的に語りかけ、私の種は私の選ばれた者たちの心に蒔かれ、あらゆるところに散らされるのです。あ

なたの国から、すべての人の心の道を助けるために、できる限りのことをしましょう。 

55 今、私を取り囲んでいる私の弟子たちの数は少ない。しかし、私の言葉は地の果てまで広がっていく。愛に満ち溢れ、愛を叫ぶすべての人の心に届く。 

56 今こそ、あなたが人類に対して果たすべき使命を知るのにふさわしい時です。私は、あなた方がこの世で使命を果たす方法を理解し、霊的生活が始まる物質的な仕切りの先に

何が待っているのかを知るための準備をしました。私は、あなた方が精神的に開放され、頭で理解できない出来事がなぜ起こるのかを自分自身で理解できるように手助けをしてきました。 

57 魂が肉体と融合している限り、前世で達成した功徳を悟ることはなく、知ることもできない。しかし、今では、その生命は永遠であり、最高点に到達するための努力の中で絶

え間ない高次の発展であることを知っているのです。しかし、今日、あなたは自分がどの高さに到達したかを知らない。 

58 私は、あなたが人生の旅を始めたときから、混乱した心、不器用な頭脳で、あなたを見てきました。私は、あなたが徐々に目覚め、現実をより明確に理解できるようになるま

で、その成長を見守ってきました。私は、あなたが逆境や試練、誘惑と闘っている姿を見てきました。そして、あなたがより高く進化したために、ついに精神生活の価値を発見したとき、

私はあなたの魂の微笑みを見たのです。その笑顔は、平和と満足と希望を表していました。しかし、私は、それが後退し、世の中で自らを汚すことも見てきました。そして、彼女は嘆き悲

しみ、わが恩寵を得るために自らを清めなければならなかったのです。しかし、落ちぶれた中でも、彼女は光を見出している。経験という光を。 

59 今、あなた方にはもう自分を欺くことのない機会が与えられています。なぜなら、あなた方は私の光で真実の透明性を覆い隠していた目隠しを破り、確実に前進するための広

大な地平を見たのですから。 

60 道を照らすその光は、明確です。地上の快楽や財産の偽りの魅力に誘惑され、真理そのものに立ち向かおうとしない限り、もはや道を踏み外すことはできないのです。 

61 また、自分を信じて生きろとも、あらゆる誘惑の衝動から解放されろとも言えません。私が今あなたたちと築き上げているものを壊そうとする力があるのだから」 

「暗い本性を隠し、魅力に満ちた姿を見せる力がある。私は、あなた方が信仰の力で自らを守ることができるように、このことを警告するのです。 

62 私が万物を創造した人間の運命は、真実を知り、上へ上へと進化していくことである。しかし、その道は長く、その上であなたの全能力を展開し、私を見、私を感じ、私を愛

することができるようにする。その道には茨があり、岩があり、あなたが選んだ強さと信念が試されるでしょう。それを旅した後、魂は浄化される。 

63 もう一つの方法は、脱線や回り道をすることだ。しかし、それは喜びを与え、明らかな魅力を含んでいるので、人生を楽しんでいるのだから、自分が遅れていることに気づか

ないうちに歩みを止めてしまう。しかし、この道で死の時間に驚く者は、自分の魂のために何もしていないことを悟るという無限の苦しみを味わうことになるのです。 

64 人の視線の先にある道を、次々と挙げていくことができるのです。数が多いので、最適なものを選ぶのは難しそうです。 

65 魂が地上に住むようになったとき、その発展と完成の機会として、物質または人間の体を与えられました。その素晴らしい完璧な設計により、魂はその体を通して、魂の能力

に応じて、自由に感じ、考え、動くことができるのです。 

66 魂は肉の満足に参加し、ちょうどその苦しみの中で試練を受けるようなものです。しかし、人間は魂の喜びや苦しみをも受け止めることができるのです。両者は、つながって
いる限り、ひとつの存在を形成している。 

67 人間という生き物には、完璧さがあります。だからこそ、「言葉」であるキリストは、あなたのような人間の体を持った人間となられたのです。しかし、ご自分の不完全さの

ために苦しまれたのではなく、ご自分の痛みと犠牲とみことばによってよみがえらせた人々のために、人々が非常に低いところに落ちてしまったからです。 

68 魂が全力を尽くして、強引さと傲慢さを乗り越えなければならないとき 
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もし肉がその反抗に打ち勝てないなら、魂と肉を創造した父の憐れみ深い愛が、良い羊飼いが迷える羊を救うように、あなたを救うために助けに来てくれるのです。私の子供たちは誰も失
わないからです。 

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 191 
1 私の食卓のパンとぶどう酒には、永遠の命の種があるのです。彼のところに来て、食べたり飲んだりしなさい。飢えと渇きのためにもはや泣くことはない、私はもはやあなた

の嘆きと嗚咽を聞かない。私の子供たちの中に喜びと平安があることを見たいのです。父として、私はすべての愛であり、師として、私は愛であり続けます。もし私が自分を容赦ない裁判

官であると示すならば、その正義の中にさえ、私の愛があることでしょう。 

2 その理由は、私の精神の本質が「愛」だからです。その中に、あなたの始まりと終わりがあるのです。弟子たちよ、もっと近くに来て、私が人間としてあなた方の間にいたあ

の時のように、師を囲んで座りなさい。あなたの魂に、イエスである神聖なマスターの愛に満ちた声を思い出させてください。谷へ、川辺へ、砂漠へ、山へ、私に従ってわが言葉を聞きに

行ったあの時のことを思い出してください。 

3 彼は地上の人物や生き物を使ってたとえ話を作り、人々に天の国とは何かという考えを持たせたのです。しかし、信じる者がいる一方で、疑う者もいた。しかし、すべての心

は平安にあふれ、すべての病人は癒された。谷間の孤独のように、私とともに感じてほしい。会議室の壁やシンボルをあなたの視界から消し去り、あなたの魂が私のもとへ上昇するのを止

める障害物がないようにしてください。 

4 弟子たち：もし私があなた方を神の民、愛され選ばれた民と呼んだのなら、だから私が地上の他の共同体をあまり愛していないと考えてはならない。すべての人が私を認める

ようになったら、私は彼らの中から、すべての人が平等に愛される霊的な家族を形成するのだ。 

5 あなた方は、いかなる人々や人種よりも、精神的に劣っていると考えてはならない。もしあなた方が自分たちだけが特別だと思っているなら、私があなた方に古くから神の啓

示と予言を与えてきたのは、あなた方が最も愛されているからではなく、あなた方が霊的に人類の中で長子であるからであることを真実に告げます。虚栄心ではなく、自分の責任を感じる

べきであると気づくこと。 

6 イスラエルの歴史を見れば、父なる神が区別してくださった相続と恵みを、他の国々が共有することを決して許さなかったことがわかるでしょう。私の律法と私の教えが定め

たことと反対のことをしたために、利己主義の中で孤立し、その賜物を自分のために使ってしまったと。 

7 この間、私はあなたの魂を新たに準備し、同胞に警告し、祝福し、救うという運命を果たす道へと新たに導くために啓蒙した。 

8 やがて、この言葉を聞くことはなくなるでしょう。しかし、私が自分から離れ、あなた方を孤児や発展の道から外れた者として一人にしたと思ってはならない。私の神聖な霊

は、あなたを準備して残し、その後もあなたを見守り続けるでしょう。神々しい影のように、私はあなたの歩みを追いかけます。私はあなた方を鼓舞し続け、あなた方の口を通して語り、

あなた方の調停によって病人を癒し、あなた方の声によって「死者」を蘇らせ、あなた方が団結したとき、あなた方の中に私の真の聖域を確立しよう。 

9 今回、私は人の心がかつてないほど不毛で、石の国、石化した国のように、雑草、イラクサ、アザミに覆われていることを知ったのです。いたるところに雑草が生え、毒のあ

る実をつけた木がある。水は汚れ、泉は枯れ、井戸は濁り、川は流れなくなった。庭に花はなく、あっても枯れている。木には巣も鳥もない。災いはすべてを食い尽くし、かじる虫はすべ

てを破壊する。これが、今、私の視線の先にある人類の姿である。しかし、私は種と水と耕作用具を持って来て、あなたがたに割り当てられた畑を耕すために来たのです。 

10 早々と別れるなんて言わないでください。第二の時代と同じように、今回も3年だけでなく、3年後にお話ししたことを忘れないでください。当時、私の奇跡の知らせがユダ

ヤの国境を越え、王国や帝国を揺るがすには、3年もあれば十分だったのです。その3年間で、私の弟子たちは師匠になった。私は彼らを愛に目覚めさせ、人類は恩知らずであるが、その

恩知らずにもかかわらず、高貴さを持っていること、そしてその高貴さとは、すべての人間が私の神性の子であるために自分の中に持っている神聖な愛の輝きであることを示したのです。 

11 イエスの教えは、人間の心の深い根源を揺さぶった。そこで私は神殿を建て、今もそこに住んでいる。しかし、人間は権力や富、人間の栄光や快楽を求めるあまり、生活や習

慣、法律や原則を変えてしまった。そのため、キリストが地上の人々のもとに戻って、深い眠りから覚まして、もう一度道を示してくれることが必要なのである。私は、1866年から今

日まで、多くの歴代の声の担い手の口を通して、常に同じ言葉、同じ本質、同じ啓示と予言をあなた方に語っているのである。 

12 今回お話したのは、3年ぶりではありません。私の説教の時間を長くして、あなた方が最終的に理解できるように、私の教えをいろいろと説明することが必要だったのです。

わが弟子たちのうち、私を愛し、私を信じると告白した後、わが真理の顕現と証明を受けた後に、私を離れて否定する者がどれほど多いことか。しかし、破滅に陥ると、嘆き、悔い改め、

"あなたは主人です、助けてください 

"と私に告げるのです。無限の愛と忍耐を持つ私は、彼を抱き上げ、私のもとに引き寄せ、私の食卓の最高の場所に座らせ、彼に「放蕩息子」であることを告げます。私が宴会を開くと、

彼は陽気になり、皆が──主人はともかく──その人が永遠に悔い改めたと信じると、彼は再び誘惑に陥ります。多くの人が倒れ、立ち上がり、私のもとに戻ってくるのを、私は何度見た

ことでしょう。そのため、あなた方への私の示現の時期が1950年まで延長され、あなた方を1回目、2回目、3回目と迎え入れ、最後にあなた方に強い生命を残していくことになった

のです。 

13 世界はすでにあなたにどんな新しい刺激や経験を与えてくれるのでしょうか。科学はすでにどんな楽しい驚きを用意しているのだろう、あるいは身体はどんな新しい喜びを与

えてくれるのだろう。悪徳商法や罪の方法で、何を学ぶことがあるのでしょうか？もしあなたが新しい満足を求め、真の喜びを望むなら、もしあなたが教えと平和を望むなら、私の領地に

来て、私の道を歩み、私の種をまくことを学べば、あなたの望む以上のものを見出すことができる。 

14 この作品を純粋、完璧、無限と判断しない人は、真実を認識するために視線を研ぎ澄まし、真の知恵の宝庫に近づかないからだ。なぜなら、彼は非常に未熟で、私が彼に明ら

かにしなければならないことを、まだ彼の目の前に持ってくることを許さないからです。 

15 このラリーの最後の3年間が近づいている。この3つは、私が第2紀で説教したものを表しています。 

16 私は、私の法律ではなく、あなた方の礼拝の行いを改革する。私は、あなた方が自分たちから実行に移すことを長い間待っていたのですが、あなた方はこの一歩を踏み出さな

かったのです。 

私は1950年に向けて出発を宣言しました。そして、私の声の担い手やスピリット・ギフトの者たちの脳は、これらの顕現のために閉じられることになるのです。そうすれば、霊

から霊への対話が始まると申し上げました。しかし、自分で準備しない人はどうするのでしょう。そして、私がまだ彼らの心を通して自 分を現しているかのように話すのです」 
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「彼らは私の神聖な光線を呼び続けますが、もう降りません。彼らの先見者は私がそこにいると証言し、治療者たちは絶句して、霊界が話していると言うでしょう。その時、わが意志に従

った者たちを嘲笑うであろう。彼らは、それらの恵みは父によって自分たちから引き出されたと言い、大きな混乱が起こるでしょう。 

17 考えてみてください。もし彼らが国々への先駆者、使者として出発したのなら、他に何ができるでしょうか。あなたは、誤りと欺瞞に満ちたフィールドを見つけるでしょう。

まだ時間はありますから、反省し、世間から問われる時に備えてください。それは、私の言葉を調べるだけでは満足せず、それがこの民の間で生んだ実を調べるからである。その後、あな

たの仲間は、私の教えと私の啓示の確証を得るために、あなたの生活、あなたの行い、あなたの礼拝の行為を調査しようとします。 

もし、あなた方が私の御言葉を知ることだけで自分を救うことができるなら、モーセの時代から人類は律法の啓示によって自分を救ってきたはずです。それでも、その後、師となら

れたキリストは来なければならなかった。そして今日も、私は聖霊のうちに来て、たゆみなくあなたがたに語りかけ、あなたがたを救い、わが右の手に運ぶのは、あなたがたの愛と謙遜と

慈愛のわざであることを理解させようとしているのだ。当時の私の使徒たちが、言葉で証しをすることに満足せず、自分の命と血をもって、行いをもって証しをしたのを覚えていないのか

。 

18 今日、私はただ皆さんの心の扉が隣人への思いやりで開かれることを望んでいます。そうすれば人類は、私の新しい弟子たちの徳によって、この仕事が単なる教義や新しい理

論ではなく、人間の空想でも混乱した心の産物でもなく、太古の昔から神が人類のために示した道の続きであり、イエスの告知と預言が成就していると天に感謝できることでしょう。第二

の時代に活躍されたキリストが、今、あなたに語りかけているのだということ。 

19 世界が戦争という苦しみの杯を空ける準備をしている間、私はあなた方に蜜を与え、地上のおいしい味のようにする。人の心を照らす光が、人類のために偉大な仕事を行わせ

、人間の生活を変化させ、発展させるのだとしたら、──わが神聖なる知恵の光は、どのようにして人の習慣を変え、霊的生活への準備をさせているのだろう。 

20 私の霊からあなたに降り注ぐ神聖な光、知恵は、あなたの能力に応じて制限され、すべての闇を払拭する内なる悟りをあなたに提供します。考えてみれば、あなたが今日持っ

ているこの真理に気づく前は、私の言葉を聞いて過ごした時間のために、あなたの人生の世界のすべてが不確かで、あなたの知性が理解できない多くの謎の悟りを得るとは想像もできなか

ったことに気づくでしょう。 

21 今日、私は人間の心の闇を取り除き、人間が自分の中に持っている真理を疑うことができないように訓練する。 

22 自分を負かそうとする疑いや弱さがある限り、あなた方の中に真の信仰は存在しない。信念は感じられるもので、失敗を恐れずアイデアを実現させる衝動なのです。それは、

道の最終目的である真理を見ることができる霊的なまなざしである。 

23 信仰を根付かせなさい、あなた方全員が信仰を持っているわけではないのだから。点火すると、待ち構えている誘惑という反対勢力と闘うことになる。あなたが悪を拒絶する

ためには、私の言葉の意味の中に悪に対する武器を見出すように注意しなければなりません。しかし、わが存在とわが執り成しを確信できない人々は、魂がわがもとに昇ることができない

まま、見たもの聞いたものを判断する。彼らは、感覚に訴えるような典礼の華麗さを依然として必要とし、そうすれば、あなた方がインスピレーションや魂の高揚と呼ぶものを感じること

ができると考えるからだ。 

24 音符の響きで心を動かすことは、もはや魂には必要ないことを教えています。第二時代の私の弟子たちは、あの世の霊的な安らぎを感じるまで内側に昇り、頭上には大空しか

なかったのです。彼らは、心に響く主の声を感じ、高揚していたのだ。 

25 この時、私は人間の理解力を通して、あなた方に自分自身を知らせることを喜んだ。このように、私があなた自身の心と言葉を使っているのでなければ、これ以上の方法で私

を理解することができるでしょうか。 

26 この教えによって、あなた方は高みに到達することができるのです。すべてのものには、「善の力」という一つの原理があることを理解すること。自分が生きている人生の輪
の中で徳を積む。私の光で、明日の世界の礎を築いてください。 

27 自分の精神的な成長を目に見える形で証明することができるのです。今日、あなたはもう以前のように考えることはできません。あなたは親と違うし、あなたの子供もあなた

と違うでしょう。これを避けることはできません。それは、あなたを動かすより高い力です。まことに、あなたがたに告ぐ、悪は勝たず、徳となる。慈愛を実践する者は利己的になること

ができず、愛を感じる者は憎むことができない、光は闇を許さないからです。 

28 私が示す道を安全に歩いて、子どもたちに教えるのです。あなたの助言は常に誠実であるべきで、そうすれば、私の言葉はやがて必要な人の心に届くでしょう。 

29 自分の堕落の結果、自分自身と戦う者もいるだろう。しかし、自分の過ちを認め、隣人を自分の兄弟として愛するためには、私の光が必要だ。 

30 私は、人々よ、あなた方の前に出て、あなた方が前進できるように、あらゆる障害を取り除いているのだ。 

31 愛する人々よ、今日、宴会に来なさい。そこで、短い時間ではあるが、あなた方の主人の存在を楽しむことができる。 

32 あなたの心を私の平和で満たしなさい--私のうちにあり、あなたが地上で非常に欠いているその平和で。 

33 わたしは、少数の者がわたしに耳を傾けるだけで十分であり、明日には、彼らが仲間にその証を伝えるからである。 

みんなを呼んでも、世の中のことで忙しくて来ない人が大半でしょう。彼らは私を拒絶し、善意の人々が私の話を聞きに来るのを妨げるだろう。 

34 ここで、私が自分自身を知らせるこれらのシンプルな場所の密室で、私の種を芽吹かせるのだ。私は、素朴な心をグループに集め、彼らが物質的な生活の喧騒から離れたとき

に、愛、永遠、魂、真の人間と精神の価値について話し、感覚ではなく、精神によって人生を考えるように仕向けます。 

35 この新参者を私は弟子と呼んでいるが、何も持っていない、隣人から注目されたこともない彼らが、私に呼ばれ、新しい人生に立ち上がるのを見たとき、満足感に満たされた

のである。彼らは、自分たちが隣人の役に立つことができるという確信と喜びを胸に、旅立っていったのです。主が彼らの中に啓示を置き、愛の道を示されたからです。 

36 イエスの弟子と名乗るからには、彼らを拒絶し、あざ笑う者もいる。しかし、本当にあなたがたに言いますが、この恵みを否定されても、彼らは私の弟子であり続けるのです

。 

37 人間は、天国は遠く高いところにあると信じているので、私がこの小さな子供たちの間で自分を知らせるとき、とても難しいのです。彼らは、魂にとっての「天国」が、すべ

ての魂が到達すべき完璧さ、純粋さ、光の状態であり、空間における特定の場所ではないことを知らない。 



U 191 

68 

38 魂は上昇するにつれて、その宿る世界や家をどんどん広げていく。したがって、それが完全なものになれば、無限を極め、どこにでも行くことができ、その中のすべてが光と
なり、父と、そしてすべてと調和することになります。これが彼女の天国となり、天国の王国となる。 

魂は、永遠の平和、知恵、愛し愛されることの至福以上に何を見ることができるでしょうか。 

39 私が人の間に住んでから約2000年。現代の人々にとって、その時間はあまりにも長く感じられ、今では、私の行いの歴史と私の言葉の記憶を、あたかもその時代に私を取

り囲んでいたすべてが超自然的であったかのように、空想のメガネを通して見るのである。しかし、当時の地球も人間も、現在と同じように自然であったことを知らなければならない。も

しあなたが、それらの者だけが「わがプレゼンス」の恵みを受けるに値すると考えるなら、それは間違いです。私は常に人の心に宿り、あの第二の時代のように人として、あるいは今日の

ように霊として、折に触れて自らを明らかにしてきたのだから。 

40 人間が真理を明確に知るためには、私を知ることが必要です。真理を知る者は、良心の声を聞くことができるので、律法の道から外れることはできないからです。 

41 真理を知らぬ者は、真の道を見出すことのできない盲人である。彼は、神から来る内なる声を聞くことができない聴覚障害者なのだ。だから、私はもう一度この世界に来て、

隠されていた真実を明らかにし、この世界が霊的に生きている悲しい惨めな状況から引き上げるための新しい光を明らかにするために来たのです。 

42 私は、人の中に、善の道を歩んで私のもとに立ち上がるという崇高な志を呼び起こす方法を知っている。私は彼に真の天国、新しい『約束の地』の存在を明らかにし、私が遠

い存在ではないことを証明する ── もし私が人類から遠い存在ならば、人間は全く存在しないことになるからだ。 

43 弟子たちよ、この言葉を心に刻み、あなたがたの黙想と思索の中で、私の律法を喜ぶことができるようにしなさい。 

44 私が愛の源であることを理解しなさい。私のもとに来れば、慈愛と愛への欲求を満たすことができる。すべての心を照らすわが霊の光を見よ、そして有用で実りある人生へと

立ち上がるのだ。昔は自分の足取りもおぼつかなかったのに、今は大勢の人を率いている。 

45 多くの人が淵に向かったが、私の声を聞いて引き返し、今、必死で山を登っているのだ。今、あなた方は私の弟子となったので、私はあなた方に言う。私はあなた方と共同体

を作ったのだから、あなた方が一つの意志に結ばれて私のもとに来るならば、私はあなた方を迎え入れる。 

46 このコミュニティには、理解されていないことや誤解されていることが多く、それゆえに分裂や相違が生じているのです。あなたがたに言っておくが、まだ時間があるのだか

ら、わが教えを学んで、それらの誤りを正し、多くの信者の心から、有害な植物として芽生えたものを根絶やしにするのだ。最も責任があるのは、最初に命令を受けた者たちであり、彼ら
が最も長くメの声を聞いているからである。先に来た人たちに言いたい。心を慈愛で満たし、最後に来た人たちの中に自分の小さな兄弟姉妹を見出すのだ。あなたの模範、あなたの人生、
あなたの言葉によって、大勢の信者にわが働きの完全さ、偉大さ、卓越さを示すことができるのです。 

47 教会の指導者は、私の教えと戒めを研究する努力をし、教会員のために見守り、祈ることが必要である。そうすれば、人々の耳に入り、人々はそれに従うようになり、人々は

彼らを預言者と見なすようになるのだ。 

48 父なる神が正義の口調で語るのを聞くたびに、あなたは揺さぶられます。しかし、その後、自分の弱さに再び落ち込んで、魂を強くするための「砂漠の試練」に陥るのです。 

49 今日、国々に散らばっているこの民の子らは、いつになったら、あなたたちと一緒に団結するのでしょうか。苦労して「約束の地」に向かう大勢の人々の知らせを待って、旅

立ち、仲間になることを待つだけの心である。なぜなら、道は心の中にあり、約束の地は魂の安らぎの中にあるからです。 

50 誰もが自分の居場所で、父の霊感と兄弟姉妹の思いを受け止め、慰めを感じることができるのです。私の新しい「イスラエルの民」が地上のあらゆる地点に現れ、真の誠意を

持って霊化の教義を教えるだろう。 

51 皆さん、集会の場所が違うからと言って、お互いに距離を置くのはいかがなものでしょうか。ただ無知であることが、すべての主の子らを結びつけている霊的な絆を意識する

ことを妨げているのです。 

52 直感と啓示があなたの歩みを導き、私があなたに託した贈り物を冒涜したり汚したりしないように、あなたの霊の賜物を顕現させなさい。 

53 この時間は、あなたの魂に、あなたを父に引き上げるための新たな機会という神聖な贈り物をもたらしてくれました。 

54 メシアとしてこの地上に現れ、言葉と業によって人に救いの道を示した方こそ、今日、聖霊によって訪れ、良心を通してその義の声を聞かせる方なのです」。 

55 私は多くの人に、この顕現に参加し、この御言葉を聞くようにと呼びかけました。しかし、呼ばれた人たちが皆、急いでいるわけではありません。 

56 私に従う多くの人々は、魂の中で、ここに来て、力強い木の陰を楽しみ、その後、全世界に運ぶ種を受け継ぐことを望んだ人々である。彼らは主の声を聞き、主のように種を

まく者になりたいと思ったのです。彼らは徐々に、明日、父の家の暖かさを離れ、愛、真実、正義に飢え渇くすべての人々に贈り物を届けることを知っている弟子となる。 

57 この民が学問のある者に対して臆病にならないように、わたしは力強くわたしの言葉を知らせた。本当にあなたがたに言いますが、任命された学者の多くは、自分たちの学問

から外れてしまいました。 

58 作品、言葉、祈り......これが、この民族が同胞を指導すべき使命である。最も愛に満ちた母のマントの下で、その神の慈悲が自分から離れることはないと信じて、距離を乗

り越えなければならないのです。 

59 あなたがマリアの存在と愛について話しても、心が動かないことがよくあります。また、彼女の名を宣べ伝え、彼女への信仰を教えるがゆえに、拒絶される場合もあるのです

。しかし、安心してください。イエスが十字架で死んでいる間、痛みに浸った女性が十字架の足元で自分が死んでいくのを感じていたことを思い出してください。この世の苦しみをすべて

感じていたのは、母であるマリアだったのです。あの観衆は、あの女の存在に何か関心を持ったのだろうか。いや、みんな。しかし時は流れ、名前すら知られていない彼女は、人間的には

救世主の母として、霊的には人類の母として見られるようになった。マリアを通して世界に姿を現した天の母性愛に対して、人々の心の中に祭壇が築かれたのです。 

60 井戸から水を汲んで畑を灌漑するように、人々はわがみことばの発現に集まってくる。誰でも何人かの人々、家族、共同体によって霊的に養われ、私とともにのみ、その畑に

十分に花を咲かせ、実を結ぶことのできる澄んだ水を見出すことができることを知っているのです。 

61 私の心は、遠方から人々を代表してやってくる使者を感動をもって受け止めています。私は彼らを通して、私の平和のメッセージと知恵の教えをその心に送っているのです。 



U 191 

69 

62 あなたは、わたしを最も長く聞いた人々の胸の中で、わたしを求めるのがよいでしょう。しかし、私を見つけるために物質的な距離を移動する必要はないことを忘れてはなら

ない、私はどこにでもいるのだから。私の存在を感じるために必要な唯一の距離は、あなたの物質化と霊的な財の間に存在するものです。 

63 自宅や近所、地域の懐に安心して帰ってください。しかし、まず、熱意と正義とエネルギーを身にまといなさい。そうすれば、あなたがたに属する人々を正しい道に導くこと

ができ、誰一人として自分の作品を通じてこの教えを汚すことを許さず、あなたがたの心に癒しのバームをもたらし、日々あなたの慈悲を求めてドアを叩く同胞の涙を乾かすことができる

でしょう。私の教えが、あなた方の作品を通して、愛と許しと救いの真の源であることを示すようにしなさい。 

64 自分の過去を振り返り、現在に思いを馳せる。そうすれば、自分はこの使命を果たすためにこの地上に送られてきたのだという結論に至るだろう。この真実を納得させるのは

人間の言葉ではなく、私があなたの人生の道筋に送った証拠である。この教えの真理を確信した皆さんは、自分のできる限りの熱意と愛情をもって、その使命を遂行することに専念してく

ださい。 

65 マスターはあなたに言う。この仕事を、どんなに騒がしいと思われても、習慣的な物事の流れに限定してはならない。"主よ、あなたの仕事はなんと完璧なのでしょう 

"と言ってはならない。目に見えるものの向こうには、明日到達するもっと高いものがあるのだから。このように、あなたは永遠に私の知恵の限界を垣間見ることなく、あるレベルから別

のレベルへ行くことになるのです。 

66 立ち止まってはいけないが、速く歩いてもいけない。自分の歩幅を測り、勉強と瞑想によって各自がそれを確信するように。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 192 
1 人類が初めて人間の理解器官を通してわが言葉を聞いた瞬間を記念するこの日、歓迎されよ。年月が経ち、私が使ってきた人たちや、私の話に耳を傾けた人たちの霊的な能力

が発達していることがわかります。彼らはもはや霊的な意味での「子供」でもなければ、神性の顕現を前にして無知でもないのです。彼らは内なる高みに到達することで、マスターの光が

人類の間に現れ、あなたの霊的生活を完成させることを達成したのです。 

2 人類が陥っていた霊的真理の無知は、私の光によって取り除かれ、全能の力が愛の行為として自らを制限し、その子供たちを通して自らの声を伝え、感じていることを人は理

解したのです。 

3 それ以来、人間にとって新しい時代の幕開けであり、この作品に含まれる恵みによって心を喜ばせ、リフレッシュすることを妨げるものは何もなくなった。 

4 それ以来、私の弟子たちはみな、罪のうちに死ぬと永遠の呪いを受けるとか、死によってあらゆる傷から解放されて永遠の至福を得られるという誤った信仰から解放されたの

です。あなたは目覚め、魂が輪廻転生を経て、地上で長生きすることなく霊界で生きるための完成に至る発展の道筋を占ったのです。賠償の理由と試練の意味を理解していただけたと思い

ます。 

5 私のもとに来た罪人たちは、永遠の天罰がないことを理解し、希望と信仰に満ちて、魂の善行のために働き始めたのです。 

6 霊的生活とは何かという新しい概念が彼らの心の中に形成され、信仰によって死んでいた者がその生活のために新たに生まれ変わったのである。この奇跡は、私が人間の知性

によって宣言したことによって実現したのです。 

7 当初、あなた方が宗教的な習慣や慣習を守ることを許したのは、あなた方の魂にそれらが染み込み、あなた方の感覚がそれらに慣れたからである。しかし、私の教えがあなた

方の魂に光を与えた分だけ、それらの儀式や礼拝は次第に消えていきました。信仰によって得られた奇跡に後押しされ、第二時代でイエスが語った「信仰は奇跡を起こす」の繰り返しを実

現したのです。 

8 1866年にお渡ししたものは、モーセがすでにあなた方に知らせていた律法と、第二の時代にあなた方に教えられた「ひとり子」であるイエスの御言葉を思い出させるもの

であった。 

9 第一時代にすでに律法が宣べ伝えられていたことを、今の時代に思い出してもらう必要があったのです。 

10 私の法則にあなたが与えるべき充足には限界がない。今日はある形で、明日は別の形で、常に仲間のために善を追求しなければならない。私の法は、力によって強制される戒

めではなく、善への永遠の呼びかけです。私は善を押し付けるのではなく、善を植え付け、それを実感させることで、その時に神の掟を果たしたと思えるようにするのです。 

11 人はいつの時代も、心の中に神のイメージを作り上げ、それに従って神を求め、崇拝してきた。しかし、信仰の実践に誤りがあったため、父は使者や使節--

私の神性に啓発された人々--

を選び、誤った考えを正させたのである。その中には、私が用意した私の声の担い手たちがいて、彼らの仲介で私の光の言葉を聞かせることができます。ある人は神のメッセージに興味深

く耳を傾けましたが、ある人は自分たちの根強い習慣に反対されていることを知り、私のメッセンジャーの呼びかけに反感を持ちました。 

12 私の神性の使者たちは皆、嘲笑を受け、人の残酷さと恩義を経験してきました。どの時代においても、私の先駆者たちは、私が託したことを説き、実行し、常に人類の精神的

進歩と調和してきた。 

13 私は、宇宙の創造主である私の存在を常に明らかにし、この世界で平和に暮らすための基本条件が愛と慈悲であることを最初から理解させた。そして、自分の存在の中に、肉

体に属さないものがあることを発見したのですね。そして、その「気づき」は、あなたの心の中で、魂の存在と、その魂にはこの世の次にある「永遠」があることを教えてくれたのです。 

14 イエスが人としてあなた方と住んだとき、イエスが常に新しく、永遠に有効な教えをあなた方に知らせ、あなた方が再びそれを見つけるためにたどらなければならない道を示

してくれたのです。そして、三度目の時に、あなたがたは、人間の知性を通して、今度は聖霊として、再びわたしの声を聞いたのです。 

15 その都度、私はあなたがたを偽りの神々への崇拝から遠ざけ、真の道に導くためにやってきたのです。神霊は真にあなたの上に降り立ち、愛の種としての御言葉が、生まれ、

成長し、完成される生命であることを世界に示しました。キリストはご自分の仕事を終えられたとき、「すべては完了した」、つまりその仕事は終わったと言われました。それでも、人々

のもとに戻ることをあらかじめ約束していたのである。 

16 そして、ここでマスターはあなたとともに、新しいものを明らかにするのです。 

そうすれば、父なる神の目から見ても、同胞の目から見ても、創造主の真の姿となることができるのです。 

17 私が人の間にイエスとして存在した後、私は常に「兵士」または使徒として来た者を送り、その働きによって私の教えを確認し、人類が私の教えを歪めるのを防いだのです。

しかし、わが言葉を不完全に解釈する多くの「聾者」と「盲者」が分裂し、その結果、宗派の多様性が生まれたのである。でも、もし人々が霊的に分裂していたら、どうして私の律法の最

高の戒律に従って互いを愛することができるでしょうか」。 

ですから、この文明は、人間自身が破壊しているために、見せかけのものに過ぎないということを、私はあなたに告げます。人類が正義と愛のわが法則の基礎の上に世界を築くまで

は、その徳の上に、精神面でも科学と道徳の面でも上向きの発展の真の世界を創造し形成するような精神の平和と光を得ることはできないでしょう。 

18 もし、あなた方がすでに良心の命令に従って生活を送ることができるのであれば、神性はあなた方に義務を思い出させるために物質的に声を上げる必要はないでしょう。もし

あなたが、イエスという完全な人間の血が流されたのは、あなたの救いへの道を示すためだと既に理解しているなら、あなたはその道に沿って絶え間なく私を求めるはずです、しかしあな

たはそうしません。しかし、私はあなた方を愛し、私を忘れた者たちを探している。彼らのために私の約束を更新し、天の国がまだ彼らを待っていることを伝えるために。私は、新しい教
義や新しい律法ではなく、多くの新しい啓示をあなたがたにもたらすのです。しかし、私が教えることはすべて、あなたがたに「互いに愛し合う」という最高の戒めを実現させるものであ
る。 

19 私の教えに耳を傾け、私から学ぶ時間が長ければ長いほど、あなたの精神は啓発されることでしょう。そうすれば、自分を欺こうとしても無駄である。審判者である主が、あ

なたがたに責任を問うからである。自分の悪い行いを正当化しようとしても無駄だ。良心は容赦なく自分の欠点を指摘し、それを改めさせる。あなた方自身が、あなた方の審判を下すので
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す。私は断罪の判決を下すことも、この世の後、霊の世界であなた方が占める場所を決めることもしないからです。私はただ、あなた方が来世の光と平和を自分で解決することを与えるだ
けです。同様に、神と人の間にも親密な関係があることを示す。私がどのような存在か想像できなくても、私を愛してください。私は形がなく、ただ愛、力、知恵、存在するものすべてで

ある。しかし、もしあなたがこれらの資質をすべて理解できないなら、イエスを通して私を見て、私を想像してください。"子を知る者は父を知る "と言ったことを思い出せ 

20 もしあなたが愛しているなら、もしあなたが慈愛に駆られるなら、もしあなたが赦す必要があるなら、イエスに自分を紹介しなさい。彼を感じ、彼があなたの心の中に住むよ

うにする。そうすれば、本当は、愛の面でも、霊的には光であるために形がないという点でも、父にとって「隣人」になるのです。 

21 愛する人々よ、私はあなた方が罪の重荷に疲れ、消耗しているのを見る。あなたは私に、あなたの魂と身体を癒す癒しのバームを求めています。しかし、私はあなたがたに言

う。自分自身との戦いを始め、自分の内面を探り、自分自身を知る。自分の良心に照らして自分を判断し、なぜ今苦しんでいるのかを知ることです。このように、私の掟に従うという固い

決意に満ちて、悪の種を根こそぎ取り除き、健康になることができるのです。雑草は根こそぎ引き抜かれ、火の中に投げ込まれる。地上に生える雑草は人間ではなく、罪、無知が増殖して

心に入り込んでいるのです。しかし、わが言葉は人間の魂を啓発し、わが霊感と啓示は悪の進出を止め、人間の心を肥沃な土地に変え、これらの畑にわが種をまき、それが豊かに実を結ぶ

まで蒔く。 

22 私は病人を見舞う医師です。苦しみに疲れ、自分を癒してくれる慈愛の手が見つからないとき、私のもとに来て、祈り、一体となれば、私はあなたに必要な慰めを与える。私

はあなた方の過去を非難せず、掟を果たす道に導き、一歩一歩、善意の人に変えていく。 

23 自分自身に誓い、道を改めよ。私の前で誓ってはならない。肉は弱く、あなたの背中を刺すことができるからだ。 

24 逆境の時こそ、絶望せず、冒涜せず。嵐に耐え、試練を受け入れれば、魂は浄化され、完成に至る。 

25 人間の権力欲に歯止めをかける。破壊には限界がある。預言者たちがあなたたちに語った、人間の高慢さが打ち捨てられる日の後、私はすべての被造物にその功績に応じて平

和を与え、この世界に新しい夜明けを輝かせるだろう。誰が私の高邁な策略を窺い知ることができようか。私があなたの中に創り出したものを、誰があえて壊そうとするだろうか。魂は侵

すことができない。肉体を破壊しても、魂は残る。その魂は不滅である。そして、その精神は、掟のように、私に到達するまでその歩みを導き続ける。 

26 神の審判を仰ぐ者は皆、完璧に至る方向を見出すことができる。私はすべての魂の運命を記録している。その始まりと終わりは私の中にある。その旅路には、大きな祝福が待

っています。彼女は次々と戦いに挑みますが、すべての道において私を見つけ、私の愛が彼女を強くしてくれます。父は子を離さず、子が神の懐に帰るとき、天には宴会があり、この世に

は喜びがあるのです。そうすれば、師匠と弟子が一体となって会うことができる。 

27 あなたがたに言うが、弟子はこの世にだけ存在するのではない。あの世でも、魂は私の教えを受け、あなたと同じ言葉を聞いているのです。高尚な知識によって名人となった

者でも、神主の言葉を聞こうと近づいてくる。あなたの世界でも、魂の成熟度によって肉体の性質が異なるように、霊的な世界でも完成への階段が何段もあるのです。 

28 あなたが自分の使命を果たす方法を学ぶために私の話を聞きに来るように、光の存在も彼らの父にこれまで以上に仕えるために私の話を聞く準備をするのです。だから、私が

話をするときは、いつも天使の群れに囲まれているのです。その時、彼らは神聖な愛の絆であなたと一体となるのです。 

29 スピリチュアルバレーでは、人々は互いに距離を置くことなく、誰も排除されることはありません。すべての人の間に、大きな魅力と思いやりがあるのです。これが、国家、

教会、宗派の霊能者コミュニティが、人間同士の兄弟愛を達成するまでやるべきことです。 

30 新しい弟子たちは、キリストの宇宙への支配を告げた預言が実現するのを見ることになるのです。 

31 他の世界に住む者は、そこから私に仕え、私の命令を受けることを知るがよい。彼らは助力者、仲間としてあなたのもとにやってきて、その力と光をあなたの道に現すでしょ

う。彼らは予言の賜物によってあなたに語りかけるでしょう。同じように、あなたより一歩進んだ未来の世代は、偉大な精神の光を心に受けることになります。 

32 私が明かすすべてを通じて、あなたの世界で起こることのすべてが人間の仕業ではないことを悟りなさい。精神世界があなたの人生に与える影響を発見するために理解する。 

33 私の教えは、狂信と無知の目隠しを破るのに十分な知識をあなた方に与えている。 

34 あなたの魂を解放し、その前に無限の空間が広がる。 

あなたの想像力が生み出す形だけを信じるよう、彼女に強要してはいけないのです。私の教えからインスピレーションを受け、発見し、見ることを許してあげてください。そうやって知恵

をつけるのです。もし、あなたが偉大な魂を持ちたいのなら、それが展開するのを助けなさい、狂信的にそれを抑えてはいけない。すべてが進化し、すべてが変化し、そして完成する。私

の法だけが不変であり、不動である。なぜなら、それは常に完璧であるからだ。それは世界の道しるべであり、神の助言であり、善を鼓舞する光なのです。 

35 明日は私の霊感を受けて話すことになりますが、その時が来るまで、霊界は人類の心に浸透して、人類を平和の王国へと導く道を指し示すのです。 

36 私の意志は罪人を選んだ。正しい人はすでに救われているので、私はそれを望まなかったからである。しかし、今、私の慈悲はあなたを選んだ。あなた方の人生を、鏡として

、手本として、再生の証しとして、仲間に見せてください。 

37 私は、あなた自身の魂の中に存在する葛藤、あなたの心の弱さを知っています。だから、時には試練の中で勝利する力を見出すことができないのです。そして、主人に懇願し

、助けに来てくれるように頼み、主人の前で、自分は私の贈り物や恩寵に値しないことを告白するのです。 

38 だから、わたしはあなたがたに近づき、こう言ったのだ。わたしのことばの真髄を飲みなさい、それはあなたがたを洗い清め、あなたがたを贖う、わたし自身の血である。 

39 魂は私の声を聞くとき昇天し、私の言葉の光を受けるとき心臓は速く鼓動し、唇は霊化の最初の表現を口ずさみ始めるのである。真の命のために生まれてきた新しい弟子たち

のことである。 

40 私は、あなたの惨めさと貧しさ、そして同時に、あなたの魂の偉大な謙遜と降伏を見た。 

41 私の言葉が顕現される場所に群衆が来るようになったとき、私は孤児の心だけを見た。そして、あなたは私の言葉を聞き、そのエッセンスが、強力な癒しのバームのように、

あなたを生き返らせる奇跡を起こしたのです。 

42 私の言葉だけで、この教えだけで、あなたの魂の存在、その能力、その資質、その仕事をあなたの存在の中に求めるように指示することができました。 

43 今、あなた方は自分自身を知り始めており、少しずつ、人生に対する大きな信頼、私に対する本当の真の信仰、今まで知らなかった平安を体験しています。 
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44 あなたの魂が進むべき道を知ることは、正しいことだと思いませんか？これは、私があなた方に指示を与えたときに望んだことです。私は道である。その上を歩く者は倒れな

い」と、あの頃、あなたがたに言ったことを思い出してください。 

45 これらの声の担い手の知性を通して私の声を聞く者だけが賢明になるわけではない。いや、この発信機がなくなった後でも、私の言葉が地上のあらゆる場所に届くように、す

べてを準備しているのだ。私のメッセージは、人類を構成するすべての民族に向けられたものだからです。 

46 病気でここに来て、私の言葉の癒しのバームで自分を癒した人々：あなた方は自分を苦しめていた病気から回復するためだけに来たのではないことを理解してください。私の

呼びかけの真の目的は、あなたが同胞に対して果たすべき霊的使命を明らかにすることであったと理解してください。 

47 安らぎを取り戻したからと言って、満足してしまってはいけない。慈悲の業が与える喜びを、あなたの魂にも与えようと努めなさい。証は「主が私を癒してくださった」とい

うだけでなく、隣人にも同じようにしなければなりません。そうすれば、あなたがたは、真にわたしのために正義を行い、彼らに対しては、あなたがたの父の愛をあかしすることになるか

らである。 

48 困っている人に同情しない人、心の中に異質な痛みを感じない人は、キリストの弟子と名乗るために私の道で踏み出さなければならない一歩を踏み出したことにはならないで

しょう。 

49 私は、あなたが他人に対して硬く、無関心で、利己的であることを知り、私の恩恵をあなたに注ぎ始め、あなたの心を愛し、あなたの慈悲を目覚めさせ、後にあなたが他人に

目を向け、自分のことを忘れることができるようにしたのです。 

50 今日、世界は、私が、いつかその声がどこにでも聞こえるようになる人々を集めていることを知らない。私は新しい弟子たちを送り出して説教する。しかし、これは、彼らが

準備できたとき、戦いに直面することができたときにのみ起こることであり、人々は、以前にわが真理の顕著な証拠を彼らに与えたので、彼らを黙らせることはできない。 

51 人類は、私が今この民に明かしている賜物を何も知らない。それは、すべての人間、すべての魂が持っている霊的な賜物である。私の弟子たちがこれらの能力を高め、自分自

身を準備したとき、彼らは仲間に完全で真実な証をすることができるようになるのです。 

52 この民族は、その装備と精神化を達成するために、まだ懸命に努力しなければならない。多くの試練を乗り越えて、汚れたものを浄化していくのです。しかし、この時代に語

られたわが言葉は、過去の時代に私が人類に啓示したことが実現したように、実現するでしょう。そして、あなた方は、霊の種が、止めどなく流れる澄んだ水のように、地のすべての道に

広がるのを見るでしょう--清め、清め、すべての悪を一掃し、畑を肥やし、すべての土地に生命と真理とをもたらす。 

53 私の力に比べて、民衆の力はどうでしょう？物質主義的な民族の反対は、精神化の無限の力に対して何ができるだろうか。何もない！ 

私は、人間が権力への欲望の限りを尽くし、傲慢の極みに至ることを許した。それは、人間が父から授かった自由意志の賜物が真理であることを自ら発見するためである。しかし、

彼が限界に達したとき、彼は光と愛に目を開き、唯一の絶対的な力と唯一の普遍的な知恵、すなわちあなたの神のそれに征服されて、私のプレゼンスの顔にひれ伏すだろう。 

54 人々よ、戦い、堅く立て。本当にあなた方に言う、わが言葉の実現を経験するようあなた方を許可しよう。 

55 愛する弟子たちよ、あなたが罪を悔い改めるとき、神の愛がどのように姿を現すかを感じてください。その時、私の霊は喜んで人の間に宿る。 

56 人間の知性によって、あなたは 

知恵と無限の忍耐であなたの不完全さを正す、理解ある親切な父として私を体験してください。 

57 今回は、スピリチュアライゼーションとは何かを最も崇高に表現したシンプルな言葉を残しておきます。私は、この仕事の弟子が、わが父なる愛によって永遠から示された道

をつまずくことなく歩むことができるように、あなたの任務を遂行するための最も実践的な方法を教えているのだ。 

58 スピリチュアリズムは新たな法則を生み出すものではなく、立ち止まることなく上へ上へと昇り、あらゆる時代の法則に従ってその道を歩む道を明らかにするだけなのです。 

59 魂はもともと純粋であるが、この世の不純物に侵されたとき、まず自らを清め、自分に託されたこの問題に勝利を収めなければならないのである。 

60 霊能者は信念を持って、自分にとって退歩と思われるものをすべて自分から排除すべきです。私の言葉は、恐怖によって押し付けられるものではなく、その真実と愛を明らか

にすることによって、改心させ、納得させるものだからです。 

61 今日、師であるキリストはあなたがたに、「私の言葉によって変えられるというこの奇跡は、信仰によってなされるのだ。 

62 この時、誰がわが存在を疑うのか。私がすべてを行うことができる理由によって、誰が行動の可能性を制限することができるでしょうか。主が、御霊に似せて創られた主人の

最高傑作である人間という生き物を通して、御自分を現すことを誰が妨げることができるでしょうか？ 

63 この宣言の意味を武器に、明日から未信者にこれらの発現を説明しましょう。 

64 あなた方は、無知な者やこのコーズの敵からの質問で包囲されていることに気づくでしょう。でも、心配しないでください、私がついています。その前に、私はあなた方に道

、落とし穴、危険を知らせ、善と悪を知り、あなた方を原点に、あなた方が生まれた父の懐に連れ戻す正しい道を常に見出すことができるようにする。 

65 人がこの地に住むのは、父の意志によるものであり、父を通して人は呼吸し、生きているのです。そして、あなたの主は、この世に生き、善と悪を近づけさせ、その謙遜さを
試されるために、この人間の姿を取られたのです。あなたがたの間で生きるために、愛ゆえに人となったのだから、どうして、私がこれほど愛し、彼が救いを見つけるのを助けるために求

めている人の知性を通して、私自身を知らせないことができようか。 

66 人間は誰でも自分の中に自分の魂が生きていることを感じ、時には目に見えない手が伸びてくることに憧れを抱くものです。痛みが心を突き刺すとき、降伏を願って視線を天

に向け、心の奥底から叫んで聞かせるのです。自分の声が創造主に届き、その長い苦悩の顔が創造主に見られると、どうして思うことができようか。主が自分を知っているという思いを、

どうして抱くことができようか。なぜなら、彼の魂には、彼を神格化し、父を知る能力があり、地上では望むものが見つから 

ないときに父に嘆願することができるからです。もしあなたが私の教えを少しずつ理解するなら、神は人間の属性を通して御自身を知ら 

せることができると信じてはどうでしょう。なぜなら、人間は神ご自身の一部なのですから」。 
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67 人間は、どんなに物質主義的であっても、すべてに勝る力を感じ取り、この感覚や私の存在の実現によって、これらの顕現が真実、正義、愛の原則に従っていることを確信す

るのです。 

68 確かに、この奉仕のために授けられた人は、このような繊細な使命を遂行するために十分な信念を持つことが必要であり、もし彼が私の神聖な光線を受け取るために、弱さと

物質への傾向を時間内に捨てることができなければ、言語表現の不完全さの背後に神聖な精神の本質と真実が常に存在していたとしても、その表現は聞き手が常に望むような外見上の輝き

を持つことはなかったのです。 

69 私の言葉を学ぶ上で、表現の違いを見つけても、それは何の意味もないので、気を散らさないでください。インスピレーションはすべての声楽家に届き、彼らは言語的に到達

した完成度に従ってそれを言語化する。 

70 意味をこだわって、持ち歩くべきものだからです。 

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 193 
1 あなたの魂は私の教えを受けたいと願っており、私はそれを歓迎する。 

2 弟子たちよ、目を覚ましていなさい。ある人たちは私の仕事を調査しに出かけるでしょう。そして、世界を変革する霊的な教えとして周知させるのだ。 

3 科学は知識、知恵、光ですから、私は科学の反対者として来たのではありません。むしろ、私の教えは、あらゆる人智を超えたものである。私の作品では、スピリチュアリズ

ム、つまり霊的なもの、神的なもの、物質を超えた高次の生命についての知識について説明しています。本当は、人間が人類のために開発した科学を祝福しているのです。 
4 今こそ、魂と科学が語られるときだ。科学は、それを知るために肉体的に準備した者だけの特権ではなく、神から受けた霊から出る光であるからです。 

5 私の神聖な指示は、あなたの魂を完璧にすることを教える高次の科学である。また、脳と心臓を与えて、そこで自分の考えや感情をコントロールできるようにした。 

6 今、私があなたに与えている知識には限界がなく、すべてを包み込み、無限に広がっているのです。その中に、精神生活と物質生活に関する真の知識を見出すことができます

。 

7 今、私はあなたが私の教えを理解し、その秘密を突き止めることができるようになったのを見ました。物質に関わる科学によって、あなたは創造物全体を支配する法則を知り

、それがあなた自身の身体に凝縮されていることを知るのです。そして、多くのことを学び、以前は謎であった法則に精通したとき、あなたは、父の心があなたを待ち、あなたとコミュニ

ケーションを取ろうとする、あの世の敷居の前にいることに気づくのです。私の教えを知れば、何がわからないというのだろう。 

8 だから、私の簡単な教えは、この世の学者を前にして、あなたの心が弱くならないような、より高い知識を与えるものであると、あなたに告げます。 

9 自然界やあなたの人生におけるあらゆる出来事の意味を明らかにするためには、科学の書物に頼って相談する必要はない。己の知覚を鍛え、心を清め、唇からインスピレーシ

ョンが溢れ出ればよい。 

10 私の働きの中にありながら、劣等感を抱き、祈りによって得られる助けを拒むならば、あなたは愚かで無知であると言われるでしょう。 

11 この時、私が無知な人々の心を通してあなた方に自らを現すと言った時、あなた方が学者や哲学者と呼ぶ人々を私の現れに選んだのではないことを、あなた方にはっきりさせ

たかったのだと理解してください。しかし、私のインスピレーションを伝える脳は、魂に光を与え、光は知恵となる。 

12 もう一度言いますが、戦いなさい。魂が発展の道を歩む限り、誘惑にさらされます。だから、私はあなたがたを指導し、あなたがたの悪い癖に打ち勝つ力を与えるのです。魂

が強ければ、心に力を与え、肉の欲望に打ち勝つための確固たる意志を持つことができるのです。人間は光が足りなければ、魂が育たない。そして、人生の激動が彼の心に力強く影響を与

え、嵐の中で転覆する舟のようになるのです。 

13 人間が霊的に準備されると、あたかも誘惑の誘惑に対して不滅の鎧を身につけるようなものです。 

14 私がこれらの教えを明らかにしたのは、あなたが道でつまずき、あるいは一瞬でも転んだとき、自分の罪を認識し、訂正する道を探すためである。 

15 謙虚に振る舞えば、その先に待っている人生において、精神的な豊かさが増していくのです。そうすれば、あなたは平和を手に入れ、自分の存在の中で最も美しい感覚を得る

ことができます。あなたの魂には、御父がお造りになったものを忠実に守り、苦しむ者の慰めとなり、心の平安のない者の平安となることによって、御父に仕えたいという願いが生まれる

でしょう。 

16 この瞬間に私の存在を告げるのは私の言葉だけでなく、あなた自身の魂が私を深く感じているのです。 

17 歓迎します。ここでは、私のエッセンスをご紹介します。 

心に栄養を与え、その気持ちが魂と調和するような言葉。学問や哲学を知らなくても、知恵を得ることができる。あなた方は予知能力者であり、直感と占いの才能を持っていて、それによ

って私のインスピレーションを受け取ることができるのです。 

18 人々が私の法律に団結する前に、戦争の知らせが来るでしょう。人類は浄化され、そして聖霊の王国が訪れるのです。 

19 あなたの仕事は、主があなたに与えた言葉を、人の心を通して解釈することです。私の神聖な教えからあなた方を引き離すような教義を作るな。それはあなた方全員を統合す

る普遍的な教えだからだ。 

20 私の教えを適用するために、身体の不自由を曲げることができることを理解すること。 

を持参してください。あなたは愛と慈悲を蒔くことによって善を行い、それによってあなたの魂に光と進歩を与えなければならない。 

21 私は、あなた方が聞いたこの言葉を、責任ある者として、真摯に受け止め、伝えていくことを残します。 

22 私がこの時代に来たのは、律法の道への新たな招きです。この言葉の意味は、かつて私があなた方に教えた人生のルール、"互いに愛し合うこと "に集約されています。 

23 トライアルと一致すること。あなた方は、相続権を奪われた人々ではなく、何らかの形で私の恩恵を常に享受してきた人々であることを自覚しなさい。 

24 愛に満ちた母であるマリアは、同様に、人間の理解力を通して母性愛を与え、喜びの勇気であなたを満たし、あなたの人生において絶望があなたを襲わないようにします。 

25 父の顔を見るとき、魂は祝福される。思想の自由を獲得し、カルト的な形式や教義を拒否して、私を求める者たちは幸いである。私の教えは、あなたがたの知識の能力を啓発

し、今やあなたがたは、働きと感情と清い心が、父を礼拝しその律法を実現する最善の方法であることを知るのである。こうして人は創造主との完全な交わり、霊的な交わりに到達する。

その中で子供は「父よ、あなたの御心を私に働かせてください」と言い、父は「私があなた方を愛しているように、互いに愛し合いなさい」と答えることができるのである。この声は、内

面的に立ち上がるすべての人の精神に響くだろう。この声は、私に近づく者の心と魂を形成する。この一体感は、現世で知恵を得、創造主を知るために物質を通して自らを清め、浄化する

魂へのバームのようなものでしょう。 

26 だから、この世で学んだことは、魂を永遠の命へと導く道において役立つと、私はあなたに告げたのです。この世の使命を果たし、その教訓を生かすならば、肉体を離れたと

き、あなたは花から放たれる香りのように、心に善を植え付けることができる。 
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27 あなたの魂の中に主を感じ、その中に住まうことの至上の喜びを感じてください。創造主であるエホバはすべての中におられ、私が再びやってきて人間の心を通して自らを現

し、あなた方に私の教えを与え続けているという事実に照らして、この喜びはあなた方の中で増大することでしょう。私の精神世界から溢れ出る喜びと、あなたの喜びを合わせてください

。それらの存在は、彼らの世界があなた方よりも無限に大きいとはいえ、完全な世界の原子に過ぎないことをメッセージとして伝えています。 

28 私と過ごす時間は無駄ではない。それはあなたの魂の光であり、マスターの知恵に照らされるからである。師よ、私はあなたを信じます。あなたの言葉によって、私たちの霊

に知恵だけでなく、この世の苦しみに耐える力と希望を与えてくださいます」--本当に、あなたの霊は語ったのです。 

29 今日、あなた方は私と対話することを学び、私の教えの霊的な意味を自分の中に飽和させるのです。 

30 最後の恵みの時である今、私はあなた方に私の戒めを守るよう強く勧めます。私は、人が互いに結び合い、すべての人が主と一体となるような愛の遺産をあなたに残します。 

31 あなたの心は私に言う：「先生、1950年の後、私たちは誰と結ばれるのでしょうか？私はあなたに答えます。証しとして残し、印刷されるであろうわが言葉に。 

32 あなた方はまだ、私の命令を遂行するために地上にしばらく留まり、私があなた方に間もなく出発することを告げたとき、当時の使徒たちにしたように、私はあなた方にこう

言うだろう、「私が行くところ、今あなた方は行くことができない」と。でも、私が今行くところに、あなたも行くときが来るでしょう」。 

33 あなたが昇るために、私の慰めの言葉が降りてくるのです。その一つひとつが、あなたの心を照らす一筋の光であり、あなたの父とあなた自身にふさわしい感情や考えを理解

することができるようになるのです。 

34 霊能者は、その表現が平易でシンプルでありながら、その意味が深い言葉によって認識されます。 

35 霊能者は自分の利益を追求するのではなく、他人に自分を完全に捧げる方法を知っているのです。この弟子は、人々の心の隙間を埋める存在になるだろう。彼は同胞が神につ

いての考えを完成させるのを助けるだろう。本当は、人に仕え、人と調和して生きていくことは簡単なことなのです。 

36 この教義の使徒たちは、父や同胞に対して犯した罪のために、わたしをなだめるために、集会の場所や豪華な教会を提供する必要はないことを、世に理解させるだろう。 

37 人間は、自分が物質よりも霊であることを知ったとき、自分の存在の永遠の部分である霊魂の花を主に捧げることになるのです。 

38 反対勢力は、霊性の展開に反対することになります。何世紀にもわたって信じられ、実践され、普及してきたものが崩れ落ちることを望まない人もいるからです。 

39 私の神聖な教えは、誰かに強制するものでもなければ、誰かに恐怖心を与えるものでもありません。その説得力、真実性、正義感によって、人々の心に優しく浸透していきま

す。 

40 世界中の人々は、現象と呼ばれるものの原因や、創造物におけるあらゆるものの発展に内在する現れとは何かを探し求めている。 

41 人類は多くのことを学んできた。今日、地球に住む人類と過去の人類の違いは大きい。霊的な面でも大きな進歩があり、現在の霊的な逆行と比較すると驚かされることでしょ

う。 

42 戦いの時に備えよ。あなたの信仰を強め、あなたと戦う者たちに立ち向かうためにあなたの魂を準備しなさい。私の言葉は、最後の衝動と最後の指示を与えるために、まだあ

なた方と一緒にいるのです。 

43 深く納得して、最後まで私についてきてほしいのです。あなたの心は私に言う："あなたは私たちを疑うのですか、マスター？"しかし、私はあなたがたに言う。あなたは何

度も私に従うと誓い、試練の時に疑念を抱いたことはありませんか？ 

44 私は、あなた方に条件を課したり、犠牲を求めたりすることはない。私はただ、あなたが隣人のためにする善は、あなた自身のためにする益であることを知らせただけです。 

45 私の教えを伝え、金銭を求めず可能な限りの善を行う。誰もだまされないでください。もし、あなたの行動がまだ純粋さを欠いているならば、変えるべき時です。私を、あな

たの主人を信じてください。 

46 時には、自分も世の中の貧しい者であることを知りながら、仲間に仕えることができるよう、私の力を乞うのです。不幸に怯え、心が絶望する。そのような時、あなたは私を

信頼していないのです。 

47 苦しみに包まれたとき、自分には耐えられないと思い、すぐにその苦しみから出て行ってくれるように頼むのです。その理由は、あなたの魂がアンフォールメントを欠いてい

るため、あなたの中に完全なものがないからです。自分は浄化されるに値しないと思い、その苦しみはしばしば、苦しむ人をよりよく理解するためのレッスンに過ぎないということに気づ

かないのです。 

48 この地上の存在を十分に生かし、愛と高揚と忍耐をもって苦しみ、ここでの穢れを浄化するのだ。痛みが過ぎ去り、心に平穏が戻ってきたら、それを喜び、持ち続けること。

苦難の道であっても、模範となり、教えとならなければならない。私は、霊能者が、言葉では雄弁で、行いでは非難されると判断して欲しくありません。自分の信仰と言葉を、常に賞賛に

値する働きによって確認する必要があります。 

49 あなたが私の助けを求めるとき、私はすでにあなたの前に行き、あなたの道を切り開いていることを忘れないでください。 

50 自分の良心に従って行動し、審判の時が来たときに、自分の行動に答えられるようにする。あなたは私から罰を受けることを期待する必要はありません。私の正義は決して罰

を与えません。そうしたら、私の愛は何の力も持たない。みんな自分のことは自分で判断するものだ。私は何度あなたたちを救えばいいのだろう。あなたがたは、悪意、利己主義、虚栄心

という敵を自分の中に抱えているからです。 

51 このようなことから、魂が浄化されるには、一度の人生では不十分であることを理解することができます。 
52 いずれは先生という立場になれる時が来る。そして、困難な時には、私が一緒になってあなたをサポートします。 

53 あなたがたは心の中で私に言うのです。"父よ、祝福されよ。""私たちが来られないときに、あなたが私たちのところに来てくださったのだから "と。 

54 私が姿を現した人間はあなたの目の前で消え、私の神髄だけが残り、あなたの魂は私の顕現の短時間にそれを吸収するのです。 

55 この人間の体には何の神性もなく、私のメッセージを伝えるための道具に過ぎないことをよくご存知でしょう。だから、あなたは自分の魂を、物理的な影響から遠く離れて、

私の存在を楽しむために、自発的に逃がしたのです。 
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56 私はしばしば、声を伝える者の真の使命について、あなた方にお話ししています。そうすれば、あなたがたは、知恵や霊的な意味など、私に帰すべきものと、声 
の持ち主に帰すべきもの、つまり彼の良い準備というものを十分に理解した上で、わが 

出現をそれぞれ公平に判断できる。このように、あなたがたは、わが身を現す者の不完全さをわが身に帰することによって、あるいは逆に、わが霊がその助けを借りて伝えた知恵と充溢を
声の担い手に帰することによって、誤りに陥ることはないのです。 

57 なぜなら、あなた方はこの言葉の外形に狂信的になる危険があるからだ。この外形は、声を 持つ者が責任を負うべきもので、彼はわが顕現の道具なのだから。 

58 もし、このようなことを時間内に考えなければ、すべての外面的な礼拝行為への傾倒が大きくなり、試練の時が来ても、外面的な態度から解放されることはないでしょう。私

が言う「試練の時」とは、いったい何なのでしょうか。その日、私は声の主を通して、あなた方に私の最後の言葉を伝えるのだ。 

59 その日のために皆さんが準備できるように、日付の設定は秘密にしていないのです。 

60 この国は偉大であり、多くの支店を持っています。それにもかかわらず、1950年に私の宣教を終わらせるという私の意志が表明されない信徒はいない。 

61 この宣言が永遠に続くわけではないことを皆さんはご存知でしょう。私は、私の顕現の最初の日から、この形で人々に自分を知らせるのはある期間だけだと人々に知らせてい

たのです。 

62 わが言葉が響くすべての教会で私が与えたもう一つの啓示は、あなた方が将来、霊から霊へ、すなわち、人間や象徴や外見上の礼拝形式を介さずに、私と交わるように運命づ

けられていることを告げたものである。 

63 大勢を収容できる会議室でも、数人の弟子しか集まらない慎ましい場所でも、--大都市でも地方でも小さな村でも--

私の仕事の本質が明らかにされているのです。あなたは安心してスピリチュアル化への一歩を踏み出すことができます。それは、あなた方が主人に対する従順と謙遜と愛を証明する決定的

な時が来たとき、必要なときには自分を犠牲にし、長い間あなた方のインセンティブとなっていたものを放棄し、この放棄が全人類にとって霊性への道を大きく前進させることを十分に理

解した上で、主人に従う方法を知ることができるように、私はそれぞれの教えの中であなた方を強くしてきました。 

64 もしあなたがこれらの準備的な指示に耳を傾けないなら、現在それらを重要視していない人々にとって、非常に痛い目覚めがあるでしょう。その目覚めは、出発の日かもしれ

ないし、そのあとかもしれないが、いずれにせよ苦しい。 

65 不従順、間違った解釈、愚行がもたらす試練を、私は免れたい。しかし、私があなたがたに指導し、あなたがたに警告したすべてのことの後で、だれでも、自分が私よりも強

く、私よりも賢く、命令を下すことが正当だと考え、私が命令したことに故意に従わないなら、その人は自分の裁きを受け、確定することになり、その大きさは自分の違反の大きさに対応

することになる。 

66 私の言葉が最も花開いた場所には、最も大きな責任が発生するのです。なぜなら、私の指導はそこで最も輝き、私の仕事はそこで最もよく表現されたからです。ですから、こ

れらの場所から、他の人たち、取るに足らない人たちのために、最良の模範を発しなければなりません。 

67 ある者は遠くから、またある者は近くから、この言葉を待ち望み、心を平和に満たしている。私がこの時代に自分を知らせたことが真実かどうか、人類に問うてはならない。

わが来訪とわが新たなる啓示を知らぬ者たちが、あなたがたに何を言うことができようか。私の言葉はあなた方の心の底にあり、あなた方自身の中にその意味を見出すことができる。 

68 わたしがあなたを呼び、わたしがあなたを選んだのだ。あなたがたを、わが言葉を聞くこの謙虚な場所に連れてきたのは、人からの命令ではなく、わが意志であった。昔、私

はあなた方に私の教えを聞くように呼びかけました。この顕現はまもなく終わるからです。早く来て長い時間リフレッシュできた人もいれば、遅く来た人もいますが、教えの使い方を知っ

ているはずです。 

69 あなたがこの道に進んだのは、決して偶然ではありません。あなたがたは、昔も今も、そして永遠に神の民であり、私があなたがたを見分けることができる衣を与えられた民

である。愛する子の昼と夜を守る父である私は、今一度あなた方を呼び、霊的にはあなた方が過去の時代に生命と真理の道を示された人々と同じであることを明らかにするために、あなた

方のもとに来たのです。 

70 この地上での生活も、あなたがたに与えられた機会であり、それを利用して、私の法と戒めに従うように。時代は流れ、今日、私は私の神性によって準備された声の担い手を

通して、あなた方に呼びかけを行うために来たのです。 

71 イライジャはその後私が使用した理解器官を通じて霊的に自らを知らしめ、これらの伝達器を通じてあなた方は過去の啓示の解釈を受け取りました。最初の声の担い手の知性

によって、彼らに続いてこの道を歩むべき人々が育てられ、その人々が後に増えて、私の声を多くの地域で聞かせるようになったのです。この人たちを私はヴォイスベアラーと呼んでいま

す。 

72 今日、私の言葉が終わるまでにあと3年しかありませんが、いと高き方の純粋な霊感を伝える心の持ち主の皆さんには、自分の良心に照らして、自分の仕事も私の言葉もこの

最後の短い期間に集大成しなければならないことを自覚していただきたいと思います。そのためには、これまでにないほどの包容力と覚悟が必要です。 

73 誘惑が待ち構えているが、一人ではない、私が天使と光の精霊を彼らの右と左に置いて、彼らの歩みを見守るからである。 

74 今日まで人類は、私に霊的に直接コンタクトする方法を理解していませんでした。だから、私はいつも光の存在を通して、世界に語りかけてきたのだ。私はモーセと預言者の

口を通して人類にも語ったのだから、なぜ今さら驚いているのだ。あの世の多くの存在が、私にこれを求めている。私は、滅びつつあるこの人類に助けをもたらすために、彼らをこの世に

受肉させるのです。しかし、私は人類に告げた。使者はすでに地上におり、わが使者はすでに運命づけられ、世界に散らばっているのだ。彼らは皆、私の民族の一員であり、その勇気と高

揚を証明しなければならない。 

75 手ぶらで来ても、つたない一粒の麦を持って来ても、私のことを考える資格はない。 

76 世界のさまざまな場所、さまざまな宗派の人々が、私の光の一筋を待ち望み、私の声が彼らに語りかけることを望んでいる様子をご覧ください。彼らの懇願と願いを聞き、彼

らがどのように私の到来を願い、私に言うかを聞きなさい、「父よ、長い間、私たちはあなたを待っていましたが、あなたは現れませんでした。私たちはすでに多くの苦しみを味わってい

ますが、救い主であるあなたは私たちを助けに来てくれません。" 
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77 弟子たちよ、眠りから覚めて、人類にわが霊の業を知らしめるのだ。そして、私を愛する者たちに言う。「もう少し待っていなさい。やがて、私を身近に感じる瞬間が来る。 

78 弟子たちよ、わがことばに励まされよ。不毛の地で長く働いた後、少しの間絶望しても、私はあなたたちに休息を与え、その後、大きな勇気をもって生きるために出発させる

であろう。喜びを持ち、用心深く生きること。 

79 あなた方自身の行いによって、人類が私の来訪を信じるようにしなさい。あなたの家を善のために、慈善のために、愛のために奉献しなさい。その扉を開いて、困っている人

、病んでいる人、苦しんでいる人がそこから入ってくるようにしなさい。私がこの集会所であなた方を迎えた慈悲をもって、あなた方も家庭で同胞を迎えなさい。 

80 わが言葉を研究し、私が話したことをすべて理解しなさい。霊的な知識を得るために、地上の書物を探す必要はないのです。私はあなたの本であり、私の精神世界はそのペー

ジの一つである。それを守ること。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 194 
1 私の愛は、あなたとともにあります。人生のさまよえる者よ、この泉に来なさい、恐るべき心よ、来て飲みなさい。 

助けを求めて私に手を差し伸べる手は、私の恩恵を受け継ぐ。皆さん、ここで命の木の陰で休んでください。 

2 泣いて来る人ばかりではありません。ここにいる大勢の人々の中にも、最後に受けた恩恵に喜び、心の中で私にこう言う者がいる。"父よ、ありがとうございます。私たちへ

のあなたの慈悲は計り知れません。"とね。 

3 あなたがたの間に住まわれる永遠の愛の御霊は、別の時代に人となり、人を悪徳と罪と闇から救われた方です。 

4 私は同じだ、私にとって時間は過ぎない、それは私の意志に従うものである。だからこそ、私はあなたの過去を思い出し、明日のあなたの姿を発表するのです。 

5 私は、第二の時代に人々の心に書いたこれらの言葉と、私の地上での足跡を示したカルバリの血の跡を思い起こさせる。 

6 私の言葉には、あなたの存在を甘くし、あなたの人生の鈍い味であった苦味を永遠に追い払うことができる蜜があるのです。 

7 以前は、私が何のために地球を託したのか理解できなかったとしても、今は自分の運命と使命を知ることができ、もはや誤ることはないだろう。 

8 あなたの停滞を克服する。すべての魂に課せられた使命は、常に進化し、変容し、更新しながら、完全な状態に到達することです。 

9 私は、あなた方に新しい時代、惰性を振り払い、山頂に続く道をもう一歩踏み出す新しい時代を告げました。しかし、新しい時を告げ、発展と完成をあなたに語りかけるのは

、私の言葉だけではありません。あなたを取り囲む自然も、あなたが聞こうとも理解しようともしないその言葉で、あなたにそれを示しています。それも、完璧なものへの一歩を踏み出す

ための準備なのです。時間が経てば経つほど、その子宮はより高度に進化した、より完全な存在を宿すことになるからだ。ですから、この家は、そこに住む人たちと調和していなければな

らないのです。 

10 あなたは、自然の王国、季節、天空、陸や海の上のしるしに気づかなかったのですか？あなたがたは盲目で、わたしがあなたがたに話すそれらのしるしを見ないのか、または

耳が聞こえないので、それらの呼びかけを聞かないのか。それを知り、昔の預言者たちのように人類に告げ知らせるのだ。まもなく、あなたの惑星はあらゆる分野で揺り動かされるからで

す。嵐に打たれる木のように、大地は揺れ動き、木の枝には命のある葉だけが残り、枯れた葉は投げ捨てられ、つむじ風に流されます。 

11 その日々は、すべての人々にとって試練となり、祈りと善の中にのみ、守りと平和を見出すことができる。 

12 もし、この地上に救いの扉のような、暗闇の中の灯台のような、混乱の中の平和のような民が生まれたら、どんなに美しいことでしょう。そのような人たちであれば、喜ばれ

るのではないでしょうか？あなたが受け取っている御言葉は、試練の時に人類の防波堤となるために必要なすべてを含み、教えているのです。 

13 あなた方の間に私がいることも、私の言葉が現れることも、単なる偶然ではありません。それは、あなた方が新しい時代を開く声を聞くために呼ばれ、受け取ったメッセージ

を広めるために愛と信仰に満ちた旅立ちをすることです。 

14 この真摯で真実な教えが世界に浸透すれば、人々は渇きと疲れで砂漠をさまよいながらオアシスを目指すように、この教えに向かって努力するようになるのです。 

15 あなた方はまだ、この教えがすでに地上に浸透しているとは言えない。なぜなら、あなた方は私の神聖なメッセージを受け取ることに満足しているからだ。 

16 この人々が出発し、私があなた方に託したすべての光と意味を持つ霊的種を運ぶ前に、まず多くの混乱を経験し、誤り、矛盾、冒涜を犯すでしょう。 

17 三代目の弟子たちが、私の言葉を正しく解釈し、私の教えをその働きで実証してこそ、良い行い、真の崇拝、良い課題の遂行となるのです。 

18 この民族に霊性が浸透していないのは、古い伝統や習慣から解放されていないからで、外見上の行動様式や教団の形態を私の霊的教えにくっつけることによって、この仕事の

真実性を人々に認識させないようにしているのです。 

19 わが宝庫には、この民を通して世に注ぐべき大いなる不思議と業が準備され、準備が整い次第、世に注ぐ。 

20 私は、私が教え、鼓舞してきたこれらの大勢が、その準備のために十分な時間をかけて霊化されるのを待っている。現在も、期待するような実りはありません。あなたの調和

と兄弟愛はどこにあるのですか？私利私欲のない従順さ、謙虚さ、慈愛はどこにあるのでしょうか。 

21 この人たちは、世界の霊性を教えることができるようになるには、どれほど遠いことだろう。私のことばにふさわしい証人になるには、どれほど遠いことだろう。 

22 私は、人類には魂の渇きと飢えがあり、このような純粋で明確な教えだけが、その苦難を和らげ、人類を救うことができると申し上げました。しかし、もしこの御言葉とこの

作品が完全に純粋な状態で提示されないなら、それを教える人たちはどんな救いの業を成し遂げることができるだろうか。このため、わが宣教が終わると、私はこの民に瞑想し、祈り、霊

化し、準備する時間を与えるだろう。したがって、それが出発してわが言葉の使者となるとき、それは自分の成すべき任務を自覚した弟子となり、その証は真実となる。 

23 この民族が世に送り出すすべてのメッセージには、慰めが含まれているはずだ。その中で人々は、すべての魂が持つ秘密、そしてこれまで知られていなかった豊かな資質や能

力を発見するでしょう。人々は彼女の中に、霊と霊との対話を教える啓示を見出すだろう。 

24 精神主義の良き種を蒔く人は、決して外見や物質的なもので自分を差別化することはありません。気取ることも、バッジをつけることも、特別な話し方をすることもない。彼

らの行動様式は、すべてが平易でシンプルなものでしょう。それでも、もし彼らが何かで自分たちを差別化するとしたら、それは積極的な慈善活動と精神化でしょう。 

25 スピリチュアリズムの真の伝道者は、雄弁によってではなく、その言葉の知恵と簡素さによって、そして何よりもその働きの真実さと生活の正しさによって、自らを差別化す

ることができる。 

26 地上では、大勢の人々の心をつかむために外見的な美しい話し方は必要なく、愛と真実と癒しの力と知恵によって、人々に届く方法を知っていたことを思い出してください。

これこそ、あなた方が心に刻み、わが意志に従って従うべき模範である。 

27 また、宗教の実践を物質的な礼拝所に限定しないでほしい。そうすれば、あなたの魂は幽閉され、永遠を征服するために翼を広げることができなくなる。 

28 私が期待する祭壇は、霊的なもの、永遠のもの、神聖なものに基礎を置いているので、あらゆる宗派、教会、宗派を越えて、いかなる制限もない生命であり、その上で祝うこ

とをあなたに託します。 
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29 弟子たちよ、あなた方の多くは経験豊かな心をもって老齢に達しているが、今、私の言葉を聞き、私の新しい啓示を受けて、私の知恵の前では幼な子に過ぎないことを告白し

なければならないのだ。 

30 あなた方は第三の時代の初めに地上にいて、このような形で私の話を聞かなければならなかった。そうすれば、あなた方は真理の霊の忠実な証人となり、私の教義を世界に説

明することができるようになるのだ。 

31 私が霊的な光の時と呼んでいるこの時代は、その始まりに大きな混乱が伴うでしょう。人間の中には、大きな疑問、深い疑念、不安、魂の葛藤が生じるでしょう。これらはす

べて、人間が霊的な生命に目覚めていることの証になるのです。 

32 そのとき、私の弟子たちは皆、目を覚まして準備してほしい。彼らの口から、すべての無知を取り除く言葉、あるいは嵐を静める言葉が出ることが必要だからだ。そうすれば

、霊の教えが広がる速さを体験することができます。なぜなら、それはすべての心に感じられ、水が渇いた人の渇きを癒すように、痛みを和らげるからです。 

33 そうすれば、人生は変わる。宗派、道徳、科学、哲学、あらゆる思想が大きな変革を遂げ、人々はついに人生の真の意味を悟り、私の愛と正義と慈悲の法則の成就に近づこう

とすることでしょう。 

34 人間はやがて、自分の王国もこの世のものではないこと、自分の身体や人間の殻は、自分の魂が試練と賠償のこの世を知覚するための道具に過ぎないことを理解するようにな

ります。弟子たち、つまりすべての人が、人生が与えてくれる教訓をよりよく理解できるようにするためだ。その教訓を通して、もし彼らが正しく評価することができれば、魂の成長を遂

げ、彼らを強くする闘いの意味を理解することができる。 

35 この存在が唯一のものであるなら──本当に、言っておくが、私はとっくの昔にこの存在から苦痛を取り除いたのだ。しかし、今、苦しみ、泣いている人たちは、かつて堕落

を楽しんでいたからこそ、そうしているのです。しかし、この痛みが彼らを浄化し、主の家に昇り、より純粋な形で楽しむにふさわしいものにするのです。 

36 当時は、純粋さと愛を持って世の中で生きていくことを学ぶために、人々を教えていました。今日私が教えるのは、あなた方が霊化して生きることを学び、明日から光の存在

たちの間で「霊の谷」に住むための準備をするためです。 

37 人間：肉体だけは、魂に対して道具や殻としての役割を果たした後、分解される運命にある。しかし、その存在の中にあった魂、その知性の光、理性、意志、感情、これらす

べては決して死なない、死ぬことができない、なぜなら、それはその存在の地上での生命を生かした不滅の魂の一部であるからだ。 

38 愛する子供たちよ、さまざまな宗派の道筋で自分のために魂を勝ち取ろうとする者たちよ、あなたがたは人に考えるように指導しなければならない、考えさせなければならな

い、正しい結論を導き出すのを助けなければならない、と私は言っているのだ。儀式、形式、伝統、外面的なものは、もはや現代人の魂を満足させることはできない。彼が自分の道を安心

して歩けるように、また試練の時に一人取り残されたと思わないように、光、意味、真実を与えることが必要です。 

39 私は、あらゆる種類の人々が、私を信じてはいても、信仰があまりにも弱く、知識があまりにも混乱しており、人生において、コンパスを持たずに航海する船、方向を示す星

を持たない放浪者、あるいは羊飼いのいない羊のようであるのを目にするのです。 

40 私はこの教えを、大勢の人間の中から私が選んだ何人かの兄弟姉妹を通して、その知性を利用してあなた方に伝えるのである。 

41 今日、この言葉を中心にしたコミュニティが形成され始めています。街の片隅で、貧しさの隠れ家で、質素な生活の沈黙の中で、集会所の門が開かれ、私は父として、裁判官

として、主人としての私の教えを聞かせるのです。 

42 今後、多くの人が無関心ではいられなくなるでしょう。 

メッセージ、多くの人が私の新しい存在のニュースを聞いていた無関心は、その反対に変わるでしょう。そして、この仕事に対する他人の軽蔑は、その後、関心を呼び、人々が信仰を強め

るのに役立つ証言、記録、証拠を求めて出発するようになる。 

43 そして、彼らが私の前に立つとき、私は彼らにこう言うだろう：歓迎されよ、愛する人々よ、内に集い、わが言葉を聞け。 

44 そして今日、わが選ばれし者たちの知性による顕現において、これ以外の方法でわが身を明らかにすることはできなかったのだ。 

45 今日のこの教えは、第二の時代に私がイエスを通してあなた方に与えた教えを理解するための道筋をつけるものであり、あなた方がその本質を常に心に留め、必要なときには

いつでもイエスから放射されるようにするためである。 

46 この言葉は世界中に感じられるでしょう。なぜなら、すべての人々が証人となる、わが霊的対話のために、すべてが準備されているからです。 

47 あなたの魂はいつも私を求め、私はそれを一人にしたことがない。あなたが歩みを向けるところには、いつもわたしが共にいて、わたしの愛があなたの歩みを見守ってきた。 

48 いつの時代にも、わたしはあなたを訪ね、あなたの魂がわたしを認識することができるのを見た。今、魂は肉の弱さに直面して自己主張し、この恵みの時代に正しい道とは何

か、自分の任務は何かを理解させるという任務を負っているのです。 

49 私があなた方を呼び、私があなた方を教えたのだ。あなた方は私の教え、すなわち、あなた方がもはや聞くことができないこの言葉を広める者となるのだ。キリストが人間の

頭脳によって御言葉を伝えることをやめる瞬間は近い。しかし、あなたの知覚は、私の言葉を把握するために十分に訓練され、あなたの魂は私のインスピレーションを受け取ることができ

るだろう。 

50 私は、あなたの霊、すなわち、私から生まれた原子であり、私から生まれたがゆえに私に属しているその原子に向かって話す。私の王国はこの世のものではない」と言ったよ

うに、「あなたの王国もこの世のものではない」と言うのです。それは、死ぬものすべてを超え、変化するものすべてを超え、あなたの理解を超えている。 
51 今こそ、すべての魂が真の生命に目覚め、覚醒する時なのです。これで、私がこの世に与えたものを軽視するようなことは理解してほしくない。それに宿っている限り、その

法則に従わなければならないのです。私はただ、あなたの姉妹である人類に良い仕事をするために、一日のうちの短い時間を私に捧げてくれるようお願いします。 

52 私の祝福があなたとともにあるように。あなたにおいて、私はすべてのわが子たちを祝福する。 
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53 全教会が集まるこの日に、あなたの魂を休ませなさい。私が弟子たちを選んだあの時、私の言葉を聞こうとするすべての人に与えたのと同じように、この時も、今日私に従う

べき人々を選ぶのである。しかし、わが言葉が大勢に聞かれることも、私は認めている。道は万人のためにあり、私のパンもそうである。しかし、全員が同時に来れるわけではありません

。早くやる人もいれば、遅くなる人もいるでしょう。しかし、決して目をそらすな。 

54 心の中に神社を建てた人は、師匠に一歩一歩ついていく人です。 

55 今日、私があなたがたに与え、耕すように教える種は、あなたがたの父の家から出たものです。人の心の中に適切な農地を見つけることができるのです。その前に、私の正義

は、鎌のように、畑を覆っている雑草を刈り取り、種が芽を出すようにする。畑は再び実り、そこには世も人も罪も情も消せなかった私の痕跡を発見することでしょう。私の痕跡は時代を

超え、永遠に新鮮であり続ける。 

56 人々は深い無気力から目覚め、内面を見つめ、自分の霊的なIを発見し、良心の声を聞き、私の神聖な痕跡を発見し、それを通して急いで私のもとにやってくるでしょう。あ

なたがたは、わが種を世に散らし、そして、報いを受けるために、わがもとに来るときは、たとえ一穂のトウモロコシを持ってでも、父のもとに来なさい、しかし、それは良い状態のもの
でなくてはならない。たとえ何も持ってこなくても、私はあなたを受け入れる。私は愛と慈しみであるから。ただし、中途半端に残しておいた種を後で取り上げて、作品を完成させなけれ

ばならないことを忘れないでください。雑草が再び畑を覆い尽くさないか、害虫が侵入してこないか。 

57 私の呼びかけを感じたら、すぐに従いなさい。そうすれば、私があなたに託した時間を、あなたの任務を遂行するために使うことができますよ。このことをよく考えてみると

、幸福と平和という報酬を得ることも、彼らの非難に権利を署名することもできるのは、あなた方自身であることに気づくでしょう。 

58 私の言葉の管轄にもかかわらず、あなたに語りかけるのは愛に満ちた父である。私のマントが皆を覆うように広がり、あなた方の罪に気づかないのを見よ。 

59 私の言葉を勉強しなさい、それはあなたの魂を照らす光であり、良心の声を聞くことができるようにするものです。今、この光がすべての人に行き渡る恵みの時です。 

60 私は、あなたが人間の痛みを私に知らせるために、愛をもってあなたに向かい合うキリストです。あなた方は、この顕現を信じる者たちだからです。私はあなたに言います。

私はあなた方の心の中に住まう。 

61 この時代、どれだけの人間の血がこの地上に流されたことだろう。私の子供たちが、さまざまな方法で私を求め、苦しみながら、心の中で、私の使者が国と民に平和をもたら

す時が来たと告げているのをご覧ください。 

62 どの宗教団体も、教団の懐で、信条の枠内で、あるいは礼拝の形で、私の帰還の奇跡が現実のものとなることを期待しているのです。 

63 しかし、あなた方には、私の来訪を信じ、私とのコミュニケーションの方法を知っており、救われていると言うのである。あなた方は、この愛のメッセージを仲間に届けるの
に適した人たちなのです。 

64 見よ、人々は法にも教会にも争いの解決策を見いだせず、暗黒の雰囲気に包まれているのを感じる。 

65 痛みは、それだけで彼らの行く手を阻み、私の声を聞くために目を上げさせるに十分な力を持っている。ちょうど、あなたが霊の目を開いて新たに私を見るために、行く手を

阻まれたように。しかし、今やあなた方は、わが言葉をすべての人に知らせる責任を負っている。 
66 良い知らせを聞いた人は、最初だけ驚いて、その後、第二の時代にメシアが来る前から、その来臨が預言者たちを通して告げられていたことを思い出し、ちょうどこの時代に

私の来臨が告げられたようになります。私自身がイエスの口を通してあなた方にそれを告げ、私の来訪の証拠として現れるしるしをあなた方に知らせたのだ。 

67 すべてが実現したのだから、人々は納得するはずだ。ここに、あなたを常に啓発してきた聖霊の光があります。神の光は、過去にも現在にも、そしてこれからもあり続けるか

らです。 

68 私の真理は、狂信、偶像崇拝、宗教的熱狂の源である無知と再び戦うことになる。狂信は盲目であり、偶像崇拝は物質主義であり、狂信者は偽善者であるからだ。 

69 私は深淵の底を照らし、すべての魂がそこから純粋に、そして悟りを開くようにする。 

70 魂の展開や発達が止まることは、永遠にないのです。あなた方は皆、完成の法則に従うからです。 

71 もし魂が時々道を進まないことがあるとすれば、それは肉体の影響によって起こることです。そして、失われた時間を取り戻すために、歩みを速めるか、新たな具現化をしな

ければならない。私があなたを裁くとき、私の裁きは愛からであり、決して罰ではないことを悟りなさい。いつも愛していれば、安心して永遠の命に入ることができます。死が来れば、魂

は悩むことはない。肉体が来て、墓の優しい懐に沈むだけだからだ。 

72 真理の霊である聖霊の時代が人の間に確立されていることを知り、安心して霊の家へ行きなさい。 

私の平和があなたとともにありますように 
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1 愛する弟子たちよ、私の教えを聞きなさい。 

2 声の担い手のインスピレーションによって、教えの詰まった私の言葉があなたに届きます。それを聞くことによって、あなたはそれが活動的な力であり、バームであり、再生

であることに気づき、その本質に魂の生命を垣間見ることができたのです。 

3 ご主人様は、あなたに囲まれていればそれでいいと思ってはいけません。あなたが本当に神を喜ばせるためにすべきことが他にあります。それは、あなたがまだ支払っていな

い、神に負っている負債を支払うことです。それは、あなたがこの世に生きてきたすべての期間に重くのしかかった負債です。これは、あなたが私の言葉の愛撫に非難を感じる理由です。

その愛の中に戒めを発見し、その本質に法則性を見出すのです。 

4 あなたの心は時に迷い、この償いの義務に抵抗しますが、それは魂だけがその罪の意識を認識できるからです。しかし、地上の満足に引きずられることを許せば、精神的には

亡者になってしまう。 

5 私の弟子たちには、信仰と確信において確固としていてほしい。私の言葉を信じると言い、私に従うと主張する者たちの仲間にならないように。しかし、砂漠の砂が足の下で

燃えるのを感じると、この世の富を捨て去ることになると感じて、自分の道を進むのを怖がるのだ。これらは偽善者に過ぎず、まだ弟子にはなっていないのです。 

6 この道にはバラが咲いているのではなく、イバラがたくさんあることを期待してください。それはイエスがたどった道と同じであり、カルバリの頂上へと続く道である。 

7 つまずかないように正しい方向を示すのが、私の言葉です。 

8 今こそ、すべての心と魂が私の光を受け取るとき。宗派や教義が完全に明らかになり、この御言葉を聞かずに同胞が霊化の道を歩んでいるのを見て、あなたは驚くことでしょ

う。 

9 世界の平和のために祈り、私の慈悲があなたを戦争から救ってくれたことを認識しなさい。 

10 あなたがたに言うが、あなたがたは私の言葉に感心し、愛しているにもかかわらず、その価値を認めていないのだ。しかし、明日の世代がやってきて、それを見て驚嘆し、書

き残された書物に畏敬の念を抱き、圧倒されることでしょう。 

11 あなた方は、私がさまざまな宗教団体の懐で眠っているのを見つけた人たちであり、それらはすべて同じゴールに至る道であるが、私はもう一度、最短の道を示したかったの

だ。 

12 愛する子供たちよ、心を一つにして、平和に暮らそう。 

13 あなたがたが人間の知性によって長い間受けてきたこの美しい教えを、私があなたがたに与えるのをやめるときが、ますます近づいてきている。私の仕事の敵が、私の証人の

中に信仰の無敵の強さを見出し、あなたが一人ではない、私はすべての子供たちに近いという絶対的な確信を持つことができるように、あなたが何も驚かないように準備することが、私の

意志だった。 

14 今日もあなたの中から、働けという力が流れ出しています。それは、内なる自分に語りかける良心です。 

15 材料では、あなたの行動を決めるのは法律の力です。 

16 スピリチュアルな世界では、それは私の包括的な愛の法則であり、あなたが吸う空気、あなたを取り巻く世界、そしてすべての創造物の中に現れます。 

17 すべてはこの法則のリズムで振動しているのです。下等生物が生まれ、成長し、再び自然の胎内に沈むとき、それは彼らがそれを知らずに法則の中で生きているから起こるの

です。 

18 しかし、人間は、精神、良心、知性、意志の光に恵まれているにもかかわらず、なぜ、これほどまでに頻繁にわが律法の示す道から逸脱するのだろうか。なぜなら、ある者は

父を忘れ、ある者は私について誤った考えを持ち、私を人間の考えた姿に限定し、私が霊的な本質と力であり、すべてが私の意志に従うということを忘れているからである。 

人間が善意で、神の力が現されている天地創造を研究しようとするとき、種も観察し、その中に含まれる神秘に突入する。大地から植物として芽吹くのを見て、さまざまな種を研究

し、特徴は違えど、大地という同じ懐を糧にしているのです。 

19 種は、生命、増殖、変化、発展の象徴です。しかし、このような小さなものの中に創造主のイメージを観想することができるのなら、人間や宇宙を観想したり、魂を研究した

りするときに、どれほどそのようなことができるでしょうか？ 

20 自分の神を想像できるような特別な形はないことに気づくこと。私はすべてのものの中に、霊的なもの、永遠のもの、そして物質的な自然の中にもいます。私は生命であり、

空間であり、光である。私は人間に降りかかるすべての悪を解決するものである。 

21 人間が科学の力で自然界に肉体の病気の治療法を見出すように、霊的なものには魂を苦しめるあらゆる悪のための解毒剤がある。もしあなたが熟考するならば、さまざまな領

域において、御父の無限の完全性が明らかにされることを発見するでしょう。 

あなたの想像力と好奇心は、時に自分の世界にとどまらず、他の世界にも人類はいるのだろうか、地球と同じような生活や発展があるのだろうかと考えることがあります。私の教え

を学び、実践すれば、時が来れば星の生命の秘密を知ることができるだろう。そのベールを破るのは、人間の功績次第なのです。彼は、その目が最終的に私の意志に対応するものを見るこ

とができるように、そして、彼の仲間の想像力を照らすことができるように、発展の道を歩み続けるという課題を抱えている。あなたがたに告げますが、そこに至るまで、苦しまずに昇る

ことは出来ないでしょう。一歩一歩上っていくしかないのです。そうしないと、人間の脳は苦労して、何も理解できなくなるのです。 

22 だから、私はあなたの成長をゆっくりとしたリズムで進めるようにしたのです。 

23 人間は大きな葛藤の中から光を得て、人類の進歩のために新しい発見をするのです。しかし人間は、自分の進歩がすべて自分よりも強力なものによるものであること、そして

自分の心の中で、知恵である創造主の光を受け取っていることを忘れているのです。あなたが知識を深めるのは喜ばしいことですが、本当に私はあなたに言います。物質より魂にこだわる

べき。そのために私は今、あなたがたの中に、霊的にも人間的にも被造物についての真の観念を作り出し、その単純さの中にあなたがたのよりよい人生への道を開く知識を含む啓示を与え

ようとしているのです。 
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24 その人生は、地上の肉体の目では見ることができない。でも、この教えは、これから未来を体験する人たちに、ここで発表することができるんです。 
25 父である神は、自ら起こした事象を罰することはないと教えてきたのに、今は戦争ばかり見て、神の罰だと叫んでいる。 

26 自然の力が猛威を振るった原因は何なのか？これらはすべて、人が自分を取り巻く自然と調和して生きていないことが原因です。 

27 人間は、自分の魂が受けている発展を最終的に認識し、その進歩または後退の程度を感じ取り、その真の進歩を達成するための行動方針を模索する必要があるのです。自分の

ためだけに生きることに満足してはいけないし、この世の生活だけを考えてもいけないということを理解する必要があります。 

28 そして、その視線をわが律法──モーセ以来、私が人類に与えてきたもの──に向け、このように探求することで、人は私がこの時代にあなた方に啓示した教義を知るように
なり、それがすべてを包含していることを理解するのである。 

29 我が子よ、団結せよ。あなたが身につけたこの知識を、近所の人に広めてください。このような会議室にばかり集まっていないで、外に出て、山に行って、そこで私はあなた

方の間で自分を知ってもらうのだ。 

30 この時代を光の時代と呼んでいますね。しかし、私はあなたがたに言う。あなた方がそう呼ぶのは、人間の発見によるだけではなく、聖霊の光が心のあらゆる器官に注がれ、

人類に高次の生命、霊的生命に至る道を開いたからである。 

31 今回の私の言葉は、明日の人の魂と知性を育むために役立つものです。理解し、認識する能力はどれほど大きいことでしょう。 

32 そのために、わたしは光の言葉を携えて、来るべき世代を準備し、あなたがたも道を整えるようにと告げに来たのだ。 

33 この教えを学び、それを実現すれば、心に平和を、唇に雄弁を、言葉に説得力を持つことができる。 

34 師匠の愛する弟子たちよ、私のもとに来なさい。 

35 私はもう一度、あなた方のところに来た。あなた方の呼びかけに応えたのだ。あなた方が自らを準備しようとする気持ちがわかったからだ。 

36 人類は、もはやこの世にいない人々を偲ぶために、この日を伝統としてきました。人間の想像力は、それらの存在がいる場所と、それを取り巻く生命について、観念を形成し

ようとした。そして、永遠の平和を享受することを願い、父の右の座につき、その恵みを享受している姿を見ていると信じているのです。現実離れしている。とはいえ、私がその生命の実

相をこれほどまでに明らかにしたあなた方は、人の間には霊的生命に関するさまざまな概念があることを認識していても、すべての人と霊的に一体となり、すべての人が霊的振動を感じて

いることを知って満足しなさい。 

37 今、私があなたに託しているこの本を、あなたが仲間の前で開いて、この知識を心から心へ伝えることができる時が来るでしょう。 

38 すべての魂の目的は、浄化と完成の後に神性に入ることである。そのために、私はあなたの道を光で照らし、あなたの魂に力を与え、あなたが一歩一歩上っていくようにする

のだ。この地上を去るとき、あなたが持っている発達の度合いによって、あの世で住む霊的な家が決まるのです。なぜなら、宇宙は魂の完成への梯子として創造されたからです。 

39 あなたがここでの任務を終えて戻ってくる必要がなくなったとき、あなたの魂は別の世界に宿り、そこから人類の平和と発展のために働き続けるのです。 

40 一歩一歩、秘密の宝庫に入っていくのです。魂が自分自身を意識すればするほど、善への傾きが大きくなり、それがさらに神性に近づいていくのです。 

41 宇宙をさまよい、より高い世界の光に到達しようともがく存在は、地上の肉体と地上生活が残した不幸と印象を保持するものである。彼らは、精神的なものと物質的なものと

いう2つの力の間で引き裂かれ、この世の満足に対する傾きと愛をまだ感じているからです。 

42 祈りによってそれらの存在に目を向けなさい。彼らの光と力は、彼らが残したものに縛られている鎖を断ち切るには十分ではありません。彼らのために祈る。しかし、この世

と死に打ち勝った者たちは、心配することはない。彼らはまったく別の世界に属しており、人生の旅路で経験したあらゆることを光に変えて、そこからあなたにインスピレーションを与え

てくれるのです。彼らはあなたの擁護者であり、あなたの守護天使であり、すべての人の利益のために働く人たちです。彼らを思い出し、愛してあげてください。 

43 また、霊的なものには、どこに行けばいいのか、何を考え、何をすればいいのかわからない膨大な数の存在がいます。彼らは、この世を去って間もないため、眠っていた能力

や力が目覚めるのをまだ感じていない人たちです。あなたの霊の声が彼らの魂に響き、目覚めさせ、イエスがその言葉と十字架上の血ですでに地上で彼らのために示された道を見つけるこ

とができるように、彼らのために祈ってください。 

44 しかし、魂の生活を知る者にとっては、悲しみはなく、この世を去った人々が肉体を離れることで解脱し、完全が与える平安に向かって新たな一歩を踏み出したことを知るの

で、喜びを感じることができるのである。 

45 汝らに告ぐ、この道において完成への第一歩を踏み出すために、精神世界に入ることを急いではならない。この地上から、すでに肉体をもって、この完成を目指さなければな

らないのです。あなたの肉体の生活、この世の生活、あなたを取り巻く生活の中で、あらゆる苦難や運命の一撃にもかかわらず、あなたの魂の進歩のための功徳を得る機会を限りなく見出

してください。 

46 地上の身体は魂の一時的な衣服に過ぎず、経験や成長、償いの任務のために必要であれば、何度でも着替えることができます。この神の正義の法則をまだ理解していない者は

、まだ子供の弟子である。 

47 輪廻転生の法則を疑っているようでは、スピリチュアリストとは言えません。これは、私が多くの人に新たに明らかにし、それを直感していた人たちに確認した基本的な知識

だからです。この法律には、光のように明確な理由と正義がある。 

48 しかし、この教えを信じ、それを説明しようとする者は、身体は魂の殻または衣であり、この身体は魂に表現し、浄化するために必要な手段を提供するので、魂の展開に寄与

することを教えるべきである。魂と肉体の内なる闘い、善と悪の闘い、それが功徳を積むきっかけとなる。肉の苦しみ、満たされない欲望は魂の浄化であり、これもまた表面上は苦い経験

だが、後に知識に変わるものだ。自分を浄化するために、痛みが必要だと言っているのではありません。私の胸には、痛みを経験することなく、愛によって浄化された存在がどれほど多く

いることでしょう。 

49 しかし、十字架の重荷を負って山に登り、救いを得るまで苦しむのは人間の宿命である。しかし、苦しみの多い肉体を軽視せず、むしろ愛しなさい。弱い「被造物」であって

も、神の力は肉体に反映されており、その責任はあなたにあります。私があなたに説明を求めると決めたその日まで、それを守り、導いてください。 
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私が「自分の体を愛しなさい」と言ったとき、私が何を言っているのか理解してください。私は、あなた方の虚栄心や利己主義を呼び覚ましたくはないからです。しかし、あなたの

魂も愛しなさい。それは、あなたの存在の高貴な部分であり、あなた自身の父の部分でもあるのです。どんなに汚れていても、それを愛すること。たとえ闇に包まれても、私の神性である

霊の輝きを常に持ち続けるからです。そして、どんなことがあっても、子供たち一人一人に宿った瞬間から、そこには必ず純粋さがあるのです。しかし、その光を無視すれば、魂は、その

不屈の精神で、進歩がなく、創造主の懐に到着するのを遅らせ続けることになる。 

50 私の言葉と作品は矛盾しているように見えますが、そのような矛盾はありません。神は純粋で完全なものであり、あなたの魂は神性に近いものであることをお伝えしました。

しかし、魂が堕落し、肉の誘惑に引きずられ、発達の停滞の中で、創造主との類似性を疑い、父なる神の恵みと存在が魂から離れることはないものの、自分を嫌悪感や不純物と考えるよう

になるのです。これらは、もはや感じることができないだけです。 

51 魂の未来のために働け。では、なぜ死を恐れるのか？しかし、何も修理しないでおくと、後で過去の罪の後始末や借金の返済をする必要がなくなります。 

52 良い仕事をしなかった日は一日もないのだから、自分の魂のために働かなければならない。 

53 運命論者になってはいけない。自分の運命は、まさに神が自分の人生の道に置いたものであり、もし苦しむなら、それはそう書かれているからであり、もし人生を楽しむなら

、その理由は同様にそう書かれているからである、と自らを確認するのである。 

蒔いた種は必ず刈り取らなければならないことを納得させました。しかし、よく聞いてください。すぐに刈り取る場合もあれば、新しい地上の存在に入り、種を蒔いて刈り取る場合

もあるのです。今、私が話したことをよく考えてみてください。そうすれば、私の正義に対する多くの悪い判断や、多くの誤りが取り除かれるでしょう。 

54 私を理解すれば、あなたの心に迷いはなくなる。私はあなたの仲介で人類を教えなければならないことを悟ること。しかし、もしあなた方がこのような深い謎を人に説明する

ことができないと宣言するならば、私はあなた方の口を通して私の言葉を宣べ伝えよう。あなたの唇の不器用さが、わが仕事の偉大さを隠してしまってはならないからだ。 
55 自分が進むべき道を理解することを学んだ魂は、もはやその道から外れることはない。この世を離れ、他の世界に行くこともあるが、良心によって示された道から決して外れ

ることはない。準備のない魂は、この世でもあの世でも危険に遭遇する。光である知識を欠き、上昇することができず、そしてその混乱は人の中にさえ不健全な影響を及ぼすようになる。

精神的な高みに上ることができ、自らの高みを通して宇宙の教師となり、兄弟姉妹に健全な影響を及ぼす人たちとは異なります。 

56 この後者を手本に、完璧を理想とする世界に向かって努力し、あなたがどこから来たのか、そして決して去ることのない永遠の方を愛し、よりよく知るために。 

57 私の恩寵はすべての魂に放たれる。しかし、それを受け取る人がいる一方で、拒否する人もいる。愛を渇望する者は、この渇望を癒す無尽蔵の流れである私のもとで飲みなさ

い。 

58 失敗した者は、視線を私に向け、わが光線を見、その光線に導かれるようにするのだ。裸だと思う者は、わが赦しと慈愛のマントで身を覆いなさい。疑いのある者には、その

理解を鍛えさせよ。私は知恵であり、彼女から彼に明らかにしよう。悩める者は、すべてを見出すことのできる私のもとに近づけ、この愛の杯を飲み干したとき、彼のうちに信仰が燃え上

がるように。 

59 苦しむ者の世界のために祈りなさい。そうすれば、あなたは外見上非難されている者たちを受けさせることができるでしょう。 

60 私は「言葉」である、私は「言葉」である、私に耳を傾けよ。 

61 あなた方は心の底で、私に千もの質問を投げかけているのです。あなたがたは言う、「主よ、私たちはあなたの命令に従わなかったのですか。私たちは人類に良いことをして

きたのではありませんか？あなたを理解する代わりに、私たちは過ちを犯していないでしょうか。"私たちはもしかしたら、他の人たちに過ちを犯させるかもしれません。 

62 いや、私の子供たちよ、私があなたたちの間にいるのは、あなたたちを正し、私の教えで間違いを犯さないようにするためだ。強くなれば、迷いはなくなる。 

63 霊的にはもう幼子ではありません。なぜなら、あなた方が地上で生活するのはこれが初めてではなく、また最初の年齢でもないからです。今、あなたを照らしている第六印の

光は、あなたの存在を照らしたものだけではありません。あなた方は、完璧を目指す長い進化の道のりで進化した魂なのです。だから、心配しないで、むしろ主があなたがたの中におられ

るのだから、喜びを感じなさい。これは、あなたが彼を理解し、従うことができるしるしだからです。 

64 第一時代、イスラエルの人々は、偶像崇拝と異教が支配するエジプトに幽閉されていた。私は、アブラハム、イサク、ヤコブの目に見えない神を信じる民を通して、私の存在

と力を証明するために、私の民をその異教徒の懐に住まわせ、増殖させたのだ。 

65 奴隷の苦しみと辛さが頂点に達したとき、私はイスラエルの民の胸から、わが恩寵に油を注がれ、わが霊感が輝く人を出現させ、私が命じて次のように語りかけた。パロのく

びきから彼らを救い出し、自由にして、砂漠の中を導き、カナンへ通じる道を選ばせてください。この民が私が約束した土地に来たとき、そこで私の神性にふさわしい礼拝に専念するよう

にと、私は望んでいるのだ。"この男がモーゼである。 

66 モーセはどのようにしてファラオの魔の手から民を救ったのだろうか。彼は民衆に武器を持たせたのだろうか？いや、彼の武器は全能の神への信仰であった。 

67 あのファラオが、私の命令であるモーセの願いに背いたとき、私は異教徒に、彼の反抗と不信仰がいかに偉大であっても、私の判断と力はもっと偉大であることを証明したの

である。十回、彼はわが声に背いた。十回、私は大災害でエジプト人を打ち、ついに暴君の首を柔らかくし、固い心を屈服させた。 

68 モーセは、民を砂漠に向かわせ、シナイ山のふもとまで連れて行き、そこで主との出会いがあることを知りました。人々がモーセの帰還を待っている間、モーセは至高の神に

祈りながら、人類の運命を決める律法の板をエホバから受け取ったのである。従順なしもべは、その霊においてその神の啓示を受け、また、人間の生活そのものにおけるすべての事柄とす

べての行為について立法する用意があったのである。 

長い間、砂漠で苦しみ、もがきながら、人々は運命の目的地である「約束の地」にたどり着いたのです。そこで人々は家を建て、畑や庭を耕し、家族を築き、清らかな心で礼拝をし

たのです。世界に対する義務を果たし、精神の法則を守ることから、神の愛と慈悲の多くの証拠を与えてくれた神に捧げる、一つの礼拝を作り出したのです。 

しかし、霊的な崇拝はまだ完璧にはほど遠いものであった。供物や寄付は物質的なものであり、彼らの犠牲は罪のない生き物の血で構成されていた。人間の生活においても、大きな

道徳と正義を貫くことは達成されていない。"目には目を、歯には歯を 

"というタロンの掟が優先された。また、姦通で捕らえられた女性の場合、街の外の人々によって石打ちの刑に処せられるという法律があった。 
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69 なぜ、あの時、父はこのようなことを許したのでしょうか。その頃、人々は精神的な最初の一歩を踏み出していたからです。 

70 時間が経過した。わたしはあなたがたの畑の初穂、収穫の初果、あなたがたの罪のない犠牲の血を受け、祭壇の上でわたしにささげたのです。 

71 その民族の伝統は、深く根付いていた。しかし、このような法律や礼拝の形式を変えなければならないことを、誰が彼らに告げたのでしょうか。それらの形式や習慣を変えさ

せたのは、モーセでもなく、預言者たちでもない。モーセは道を始めただけ、預言者たちは説いただけ。それは、約束されたメシア、神の師が、あなた方を眠りから覚まし、モーセが受け

た律法の戒めに一つも背くことなく、その時代にふさわしくない伝統や礼拝形式を取り払い、人類の生活を変える光と知恵の新時代を発足させたのである。 

72 私は法律を改正したのではなく、法律から派生した慣習を改正しただけです。 

73 その霊的な人々の幼年期が過ぎ、成人期を迎えていた。そして、あなたがたに未知の食物を与えて食べさせ、あなたがたの無知のベールを破ったのです。私の一言は、一文に

集約された法則であった。 

"互いに愛し合う" 

74 しかし、私は聖霊として私の帰りをあなたがたに告げ、約束した。当時、私はあなたがたにすべてを語らず、私があなたがたに明らかにしたことのうち、あなたがたはすべて

を理解し解釈することができなかったので、真理の霊があなたがたのところに来て、すべてを明らかにすることが必要であったからである。 
75 1866年、初めて私の声が人間の心を通して聞こえ、人類に新しい時代、第3の時代が幕を開けた。 

76 人間の魂は精神的な幼年期から青年期に入る。完熟して果実が完璧になるまでには、ある程度の時間が必要です。 

77 キリストの教えは霊的なものであったが、人間はそれを儀式や形で囲い込んで、高尚でない魂たちの手の届くところに持っていったのである。 

78 あなた方は霊の時代、大いなる啓示の時代に入りました。この時代には、あらゆる教団から物質化、偽り、不完全さが消え去り、すべての人が、その霊によって、すべて霊で

ある自分の神を認識するようになるのです。そうすることで、彼は完全な交わりの形を発見することができる。 

79 私が初めてこの姿で現れた日から、あなた方はこの仕事の偉大さを理解しようとしたが、まだその深さも目的もわかっていない。 

80 誰がそれを理解したと言えるのか、あるいは完全に実現したと言えるのか。誰もいない！まだまだ完璧にはほど遠い。 

81 私の律法、私の仕事はヤコブの梯子であり、その上を一歩、一歩と登っていくのである。そして、高ければ高いほど、あなたの父をより近くで見ることができます。 

82 1948年が始まるとき、つまり、私が私の言葉を通してあなた方の間にいる最後の3年間の最初のとき、あなた方が勇気を持って出発し、師が教えてくれたとおりに行動す

ることが私の意志です。そうすれば、最後には、私の出発の日に、長い間あなた方を教えてくれた師に対して高揚感と愛情に満ちた敬意を捧げたいとき、その敬意を表すことが、あなたの

主にとってふさわしいものになることでしょう。 

83 なぜなら、そのとき、あなたがたは、私があなたがたとともにいて、あなたがたに自分を知らせ、語ったことを、言葉と業をもって証しすることができると知っているからで

ある。 

84 落とし穴に気づいていないのでしょうか？あなたがたの周囲には、あなたがたを照らす第六の封印の灯火が、一瞬見えなくなっている暗黒の層が見えないか。 

85 人間の法律に違反してはならない。御言葉を通して、祈りを通して、液剤を通して、病人を癒してください。善行と精神化の新たなステージが幕を開けるのです。科学者はあ

なたを馬鹿にできなくなり、人間の正義はあなたを非難しなくなり、教会はあなたが霊的権威を持っていることを認めざるを得なくなります。 

86 あなたは礼拝の行為にシンボルを導入しています。なぜなら、このような礼拝は過去のものであり、現在と未来の礼拝は霊と霊との対話だからです。 

87 人の間に帰る私の旅立ちの時が迫っている。それは静寂の中で行われたが、後に地上の境界まで響き渡り、世界が好奇心を抱いたとき、神の言葉を聞いた場所、それを伝えた

「メッセンジャー」、そして残された文章を探し求めることになるのだ。 

しかし、人が来たら、どう受け止めるか。また、あなた方の間に不和があることを示してはならない。喧嘩している家族、愛のない結婚、無礼で従順でない子供たちの姿を見せては

ならないのです。精神的、物質的な任務が果たせなかったからといって、失望するようなことはありません。自称霊能者でありながら、霊的な高揚感のないあなた方を発見したら、彼らは

どう思うでしょう？もし、あなたが狂信や偶像崇拝に陥っているのを発見したら、彼らはどう思うでしょう。 

88 人々よ、偽預言者、偽キリスト、新しい教会、新しい礼拝者が現れる時が近いことを知るがよい。 

だから、見ていて、祈っていてください。 

89 父のすべての命令に従いなさい。父の裁きはあなたのすぐそばにあることを悟りなさい。これは脅しでも非難でもなく、あくまでもヒントなのです。私の判断は完璧であり、

愛に満ちてい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 196 
1 ここには、常に自分たちの神の名を呼び、愛していると言っている人々に、ご自分を現すために来られた父がおられるのです。泣いていらっしゃるんですね。多くの涙があな

たの頬を流れますが、それは私の神性への愛からではなく、あなたの人生が苦悩に満ちているからです。それは、あなたが背負う十字架ではなく、あなたがもう背負えない重い重荷なので

す。その理由は、あなた方が教えを忘れ、本を閉じ、そこに書かれている戒めから遠ざかってしまったからです。 

2 この言葉を聞く人たちよ。国々が分裂しただけでなく、あなた方の間にも分裂が起きているのです。1931年、新約の箱の前で、結束と服従を誓ったことをお忘れですか？

あなたは私より自分の命令と意志を優先させる。しかし、わたしはあなたがたの伝統と不完全な法を破壊して、わたしの業が認められ、わたしの法が成就されるようにする。わがまま、傲

慢、あらゆる悪しき種を私の裁きで苦しめてやる。この人々から「主人」が消え、「従者」である「弟子」だけが残ることになる。民の上に立ち、民を虐げようとする者にとっては、地上

から連れ去られる方がましである。 

3 1947年は今終わろうとしています。その最後の日に、私の判断で道を誤ることのないよう、自分の任務を遂行する固い決意をすることが必要なのです。 

4 この教えが明るみに出て、人類がそれを知ることを望まないのでしょうか。まことに、わが教義を知ることを促進する代わりに、わが足跡を途中で止めることに専念している

者たちがいるのだ。私が人の心に触れるのは、彼らがこの啓示を知るため、私が与え、あなたに託したのと同じように、彼らが純粋に受け取ることができるようにするためである。 

5 もし、木の枝を所有することに同意しない者がいれば、それをわたしに返しなさい。曲がったままにしておくより、私が取り返したほうがいい。父なる神さまは、慈善の門を

閉ざした地域社会を見、困窮者が外ですすり泣き、死者を見るので、このことをあなたに伝えます。 

6 わが働きのしもべたちよ、わが戒めを聞き、それに従え、人はあなたがたの歩みを止めることはない。もし、あなたがこの仕事を秘密裏に行うなら、誰もこの神聖な計画の実
行を妨げることはできませんし、私はその一部をあなたに託しましたが、この私の顕在化の最後の3年間にあなたはそれを達成することができます。1950年には、首の曲がった人々が

やってきて、わが顕現の偉大さとあなた方の礼拝行為の清らかさに打ちのめされて、主の前にひれ伏すだろう。 

その期間は短いが、物質化、狂信、そしてあなたの神への崇拝を苦しめるすべての傷を取り除くのに十分である。私の教えは霊的なものです。だから、あなた方は霊能者と呼ぶので

す。しかし、その意味を考え、勉強したことがありますか？言葉では精神論を説きながら、作品ではその逆を説くというのは、正しいことでしょうか？ 

7 私が送るこの光を使えば、あなたはどれほど偉大で純粋な私の仕事を見ることができるだろう。 

8 人々が霊的に向上し、私の戒律に従うかどうかは、それぞれの共同体を統率する人々にかかっているのです。たとえ私の金色の羽がメモを取らないとしても、私はこの人々の

精神に消えない文字で私の言葉を残します。しかし、ひとたび霊性が高まれば、私があなたがたの間で行う奇跡を見て、あなたがたの目は驚くことでしょう。その時、あなたはわが言葉と

別れることで苦しむことはない。なぜなら、あなたはわが存在を近くに感じることができるからだ。私を聞く声の担い手がいないため、霊感、霊的ビジョン、予知夢、直感において私を助

け手とすることで、あなたの霊的才能はより開花し、あなたに大きな喜びと信仰を与えることでしょう。自分の言葉を聞き、病気が回復するのを見て、リフレッシュすることができます。 

9 ますます光り輝き、ますます大きな力を持つ霊界は、人々の良き守護者、忠実な守護者となり、私のフィールドにいるすべての人が、その任務と仕事を全うできるようにしま

す。私は、肉体にいる者と肉体から解放された者を区別することなく、魂だけを見ます。 

10 これは、私の慈悲によってこの時代に放たれた第六の封印の光である。その時すでに私は、地上で私の戒めに従い、父の意志を実現した唯一の者である私の神子、イエスをあ

なた方に送ったのです。しかし、わたしが彼を送ったのは、彼が人を自分の弟子にするためであり、彼らが師に従って、父をほめたたえるようにするためである。私は彼を送り、彼はあな

たに命を与えた。しかし、あなたはどのように彼を私に返したのですか？今日、私は人間としてではなく、慰めの霊として、新たにあなたがたのところに来たのです。 

11 私の愛の助けを借りて、あなたのハートが敏感になるように、光に完全に目覚めなさい。あなたの魂に降伏と従順の人生を歩ませ、私の弟子となりなさい。私が今、声の主を

通してあなた方に与えているこの言葉を信じ、その本質を感じ、その真実を内面化するために、あなた方自身に働きかけてください。 

12 私があなた方に御言葉を伝えるために使った口寄せは、本当に完璧ではありません。しかし、彼らは、わが命令を実行し、その結果、あなたがたのもとに戻るというわが約束

を果たすために、わがによって選ばれたのである。それは霊と霊との対話であり、子供は人間や霊の仲介なしに天の父と話し、何の制限もなく天の父の霊感を受けることができます。 

13 新しい時代に入るための準備として、当面はこの形で私の声を聞くことに満足しなさい。私の言葉を理解し、その意味するところを理解しなさい。魂が私に届くように立ち上

がり、渇きを癒すまで泉から飲むことができるように。 

14 私が使う声優を判断するのをやめてはいけないし、なぜ彼が選ばれたのかを理解しようともしないでください。ある人にとっては高い理想の実現であり、ある人にとっては償

いの行為であり、非常に大きな試練であるこの困難な使命における彼の起源と運命を知っているのは、私一人です。 

15 皆さんは私に仕えるために来て、私が与えた時間を最大限に活用することができます。あなたの仕事は、悪を追い払い、あなたの後に来る人たちのために道を開き、私を愛し

、私と一体になる方法を知っている人類の基礎を築くことである。 

16 私はいつでも、あなたが進化の道をまた一歩進むことができるように、働く機会を与えてきた。私は、あなた方が私に近づくことができるように、昇るための指示と手段を与

えたのだ。しかし、人生の道を終えて「心の谷間」に戻ってきたとき、自分の人生を振り返って、何の取り得もない空虚なものになった人がどれほどいることだろう。そして、彼らは、自

分たちが奪った魂の尊厳と恩寵を回復させ、それによって、より良い使命の遂行を私に提供するために、再び機会を求めてきたのです。私は彼らに要求された贈り物を与え、彼らは地球に

戻ってきた。 

17 私は魂に知性と意志を授け、正しい道を選び、刻々と待ち受ける罠や危険から逃れる方法を知ってもらうためにある。わたしが善と悪を存在させたのは、人間が、わたしへの
愛と自分への敬意から、悪に打ち勝ち、悪から遠ざかるようにするためである。もし道が一つしかなく、星や自然の力、下等生物のように自然の法則の力に流されて無意識に使命を果たす
のであれば、徳の道を歩むメリットはないでしょう。あなたの魂には、葛藤も努力も経験もないでしょう。しかし、私は発展の道を図り、あなた方をその始まりに置いた。あなた方が自ら

の努力によって上昇し、この道、すなわち、人が私に到達することができる唯一の道をあなた方が知るようになるためである。 
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18 私の教えを伝え、義務に反した行動をとらず、悪い弟子のようなことをしないように。あなた方の中には、同胞を導き、今日彼らに影響を与えている多くの悪を取り除くこと

ができる能力と恵みの賜物があるのだから、それを彼らに隠してはならない。あなたの魂が得た経験で語らせましょう。このように、この大きな仕事の中で、自分のところに来るものを作

っていくのです。 

19 そして、迷った羊を助け、私である羊飼いが羊の群れにその数を集めるのを助けるのです。そうすれば、私が求めた功徳を身につけ、魂の上昇を実現することができるのです
。 

20 この日、最初の夜明けから、多くの魂が「自分の死者」と呼ばれる人々のために祈りながら立ち上がっているのです。私は、あなたが彼らを記憶し、彼らに感謝、愛、賞賛の

念を抱くことは非常に良いことだと言っています。しかし、よくないのは、失った品物のように泣くことと、死んだと思うことです。もし、あなたが彼らのために涙を流し、亡くなった人

の々ために胸をなでおろすその瞬間を見ることができたなら、彼らを照らす光と彼らを生かす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あり、私たちは死者であ

る」と叫ぶでしょう。 

21 魂が生きていて、振動し、脈動していることを忘れて、命なき肉体を前にして涙を流すのは、本当に妄想の中に生きているのではないだろうか？ 

22 もし、この伝統に従って精神生活に入った人々に一日を捧げる代わりに、あなたが常に祈りの絆で彼らと結びついていれば、彼らの目に見えないが実在する存在と、あなたの

人生における彼らの有益な影響は、あなたの存在を通して感じられるでしょう--

あなたの闘争、試練、そして、あなたの甘いひとときにおいて。そして、それらの存在は、今度は、あなたの高貴な仕事と事業を支援する機会を得て、それによって、より多くの光を得る

ことができるのです。 

23 私はかつて、「"死者 "は "死者 

"を葬れ」と言ったことがあります。もし、あなたが私の言葉を注意深く、愛をもって学ぶなら、私があなたにこの言葉を言ったとき、どれほどの理由があったかを理解するでしょう。 

24 皆さんは、大切な人の最後の姿、肉眼で見た姿を、心の中で、絵の中で記憶しているのですね。子供のころに亡くなった人は、子供のころの記憶が残っていますよね。熟年で

この世を去った彼を、あなたは老人として記憶しているのです。痛みに蝕まれた体を手放した者、苦しい苦悩の中で逝った者も同じである。彼はあなたの記憶の中に永遠に残っています。

しかし、肉体と魂の違いをよく考えて、人が死ねば魂は新しい生命に生まれ、ある目はこの世の光に閉ざされ、ある目は魂の永遠の生命を照らす神の光に開かれるという結論に達する必要

がある。 

25 人間は偶像崇拝の傾向があると言ったが、この「死者」に対する崇拝によって、その偶像崇拝が具体的に証明されることになる。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人生に現れ、人が常に自由奔放に生きてきた無知の長い夜の影を払拭しました。しかし、この光は、神の星のように無限大に上昇し、その最も美しい光の火花をあなた

の魂に放射し、その訓練は、あなた方すべてが上昇の進化を通じて最終的に入ることになるその生命の一部となるように、確実な歩みであなた方を連れて来るでしょう。 

26 よりよい生命界に生きるために亡くなった人々を悼んで涙を流す人たちの中にも、霊体として残された人々のために涙を流す人たちの中にも、ずっと殻として役立ってきたそ

の肉体を離れた人たちの中にも、もうあなたはいないのですから。 

27 愛していた肉体が朽ちていくことを思い、苦しみ、恐れる存在もいる。しかし、その人間の体が成し遂げた仕事の終わりが来たのを見たとき、創造主への感謝の歌を歌う人た

ちの中に、あなたはいるのです。 

28 今日、私はあなたのすべての罪を許し、同時に、あなたの魂と心を啓発し、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、その教えを通して、神聖な

生命の書のページをお見せします。 

29 あなたは今、人類に対して大きな責任を負っており、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。あなた方は、世界に対して精神化を語らなければなら

ない人たちなのですから。偶像崇拝的な儀式や崇拝の行為なしに、ただ霊から霊へ、わたしと交わる完璧な方法を、あなたがたに植え付けます。 

30 今、あなた方の心の中にあるこの祝福された種は、あなた方が仲間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霊的遺産となるのです。 

31 私があなた方に『互いに愛し合いなさい』と言ったとき、隣人に対する敬意だけを意味するのではな 

く、一つの世界が他の世界を尊重することを意味するのだと考えてください。しかし、今日、私はあなたに言います。亡くなった人を思うとき、自分との距離を感じたり、無感情を想像し

たりしてはいけない。彼らを愛し、死んだと記憶せず、生きているとだけ記憶してください。彼らは永遠に生き続け、あなたの周りにいるのだから。 

32 まことに、あなたがたはイスラエルの民であり、さまざまな段階を経て、最初の時代から自分たちに課せられた使命を果たしたと言えないまま、この時代に至っている。愛す

る人が亡くなるのを見ると、「死者」と混同して嘆く声が今でも聞こえてくるからだ。 

33 だから、この地の住民よ、あなたがたに光を与える。あなたがたは、あの世に行った者たちよりも光を必要としている。 

34 それらの存在は、あなたが献身的になる瞬間に、あなたに近づくことができるよう、わたくしから授かったものです。でも、もう人間の姿で覚えてはいけないと言います。彼

らは今、光の精霊になっているのですから。 

35 ただ、世の中の伝統に執着して、今、あなたがたに与えられている恵みを拒んではならない。あなたがここで時間を浪費している間にも、魂は来世で前進していることを忘れ

ないでください。 

36 この機会を精神的な解放と高揚のために使えるように、肉体をマスターしてください。私はあなた方を霊的な世界へ呼び出さなければならないからです。そして、あなた方は

発展の法則を果たさなければならず、魂は肉体が地球の中でどのように分解されるかを目撃することになるでしょう。 

37 もし、あなたが混乱に包まれた永遠の入り口に到達したくないなら、あなたの進歩のために戦い、遠い人々を私のワークに近づけ、国々の平和のために祈り働き、あなたの仲

間の間で慈悲と愛を広めることによって世界で功績を上げなさい。 

38 それでも私に言う者がいる。「主よ、あなたが全能の神であるならば、あなたの力の証を私に下さい」。しかし、私はあなたがたに言う。地球を崩壊させる意志のある方に対

して、このような言い方をするとは、あなた方はなんと未熟なのでしょう。 
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39 私のもとに来るべきものであり、私の本質を認識することができる魂に、私は自分自身を感じさせます。あなたの体は、私がその弱さを許す物質です。 

40 人々よ、自らを清めよ。そうすれば、汝の魂とその肉体とが調和し、汝自身の功績によって、汝を我に昇華させることができるであろう。人々が様々な教会や宗派で私を求め

るように、彼らを非難してはならない。あなた方もまだ完全な業を行うことはできないのだから。 

41 偶像崇拝者、アロンの子孫と模倣者、神々の鋳型師は、偶像とイメージで彼らの様々な神を崇拝し続けるように。彼らは今、深い眠りから目覚めるだろう。 

42 内なる神への礼拝が父なる神にとって最も喜ばしいことであることを人々に理解させることによって、霊性化の種をまくことがあなたの仕事です。そうすることで、人々は信

じるために見ることを要求することなく、スピリチュアルで神聖なものの存在を感じることができるのです。ちょうど、あなたが愛と感謝をもって記憶している霊的存在たちが、香りのよ

うに、あるいは、彼らの示した道を歩むように誘うように、あなたに近づいてきたことを、この瞬間に感じたようにです。その存在は、この世の虚栄心など微塵も感じさせず、ただただ、

あなたを待っているあの生命を手に入れたいという魂を目覚めさせるために、人々に近づいてくるのです。 

43 愛する者を失って涙を流す者は、その死者を悼む「死者」であり、無知のまま物質化し、人生の意味を理解せず、魂の不滅を信じると言いながら、その涙と嘆きで信仰のかけ

らもないことを証明する者たちである。見えないだけで、あるいは体が消えてしまっただけで、実は生きている「死者」のために泣くのだから。 

44 キリストの戒めに従って、平和であり続けなさい。キリストはもう一度言います、「互いに愛し合いなさい」と。 

45 私のもとに来て、強められ、恵みの生活によみがえらせなさい。私の弟子となり、良い知らせの大使となるのだ。世界は私のプレゼンス（存在）を切望している。私は、あな

た方の伝達を通じて、私の言葉を世界に到達させる。長い間、私を待ち望んでいた者たちがいる。魂たちを進歩と霊化の道へと導くために、私の現存する時間が今、世界にやってきたと感

じた者たちがいる。 

しかし、私があなた方を送り出す前に、あなた方は自らを清め、鍛えなければならない。苦しみが重くのしかかり、疲れを感じるとき、私があなたの支えであることを思い出し、そ

の重さで倒れないように十字架を背負う手助けをしてください。もし、あなたが祈り、任務を遂行するために自らを捧げるならば、あなたを弱くする試練も障害もないでしょう。唇に笑み

を浮かべ、心に希望を抱いて、自分の道を歩んでいくのです。あなたは未来を恐れることなく、あなたに対する悪い判断や意図も無効化されます。大いに試されても、私を否定してはなら

ない。あなた方は、あなた方がわが弟子であることを証明するために、裁判の真っ最中に奇跡を与えることが、わが意志であるかどうかを知らないからである。 

46 私のたとえ話を聞いて理解してください。 

47 慈悲を求めるあまり、飢えた人、病気の人、裸の人の群れが一軒の家に近づいた。  

この家の執事たちは、食卓を囲む通行人をもてなすために、ひっきりなしにこれを用意した。 

その土地の所有者、オーナー、領主がやってきて、宴会を取り仕切った。 

時は流れ、困窮者は常にこの家に衣食住を求めた。 

48 ある日、その人は、食卓の水が濁っていること、料理が健全でおいしくないこと、テーブルクロスが汚れていることを見たのです。 

それから、食卓の準備を担当する者たちを呼び寄せ、"麻布を見、食物を味わい、水を飲んだかね？"と言われた。「はい、主よ」と彼らは答えました。 

"そして、この飢えた者たちに食べ物を与える前に、まずあなたの子供たちにそれを食べさせ、その食べ物がおいしいと思えば、この客人たちに与えなさい。" 

子供たちはパンや果物や食卓にあるものを食べたが、その味は不味く、それに対する不満と反発があり、激しく訴えた。 

すると地主は、まだ待っている人たちに「私の庭の実とおいしい食べ物を差し上げるから、木の下に来なさい」と言いました。 
しかし、召使にはこう言われました。「汚れたものを清め、失望させた者の唇から悪い味を取り除くのだ。私はあなた方を喜ばない。私はあなた方に、飢え渇く者をすべて受け入れ

、最高の食べ物と清らかな水を提供するよう命じたが、あなた方は従わなかったからだ。あなたの仕事は喜ばしくありません。" 

その土地の領主が自ら祝宴を用意したのだ。パンは豊かで、果物は健康で熟し、水は新鮮で爽やかでした。そして、待っていた人たち──乞食、病人、らい病人──を招き、みなで

ごちそうになり、その喜びは大きかった。やがて彼らは健康で苦しみから解放され、この地に留まることを決意した。 

彼らは畑を耕し始め、畑仕事人となったが、弱く、その主の指示に従う術を知らなかった。種を混ぜたら、麦が雑草に埋もれてしまって、作物が腐ってしまったんです。 

収穫の時期が来ると、荘園主がやってきて、「客人を迎えるために家の管理を任せただけなのに、何をやっているのだ」と言った。あなたの蒔いた種は良くない、他は畑を耕すため
だ。行ってアザミと雑草の土地を清めてから、また家を管理しなさい。井戸は枯れ、パンは強まらず、果実は苦い。私があなた方にしたように、通り過ぎる人たちにもしてあげてください

。あなたに頼る者を食べさせ、癒したとき、あなたの隣人の痛みを取り除いたとき、わたしは私の家であなたを休ませる。" 

(譬え終わり） 

50. わが神霊はこのみことばをあなたがたに与え、あなたがたを人生の道に導き、あなたがたを待ち受けている危険を警告するのである。 

51. あなた方は「第三の時間」、つまり精神化の時代に生きているのです。 

52. 私はあなたの心に平和と信仰と希望を与え、あなたがこのメッセージを心に受け取ることが私の神意である。 

53. あなたの悲しみを主の前に持ってきてください。彼はあなたを創り、あなたは彼のもとに帰らなければなりません。 

54. 今こそ、師の言葉を学び、その崇高な愛に結ばれるよう、心を一つにする時である。 

55. 皆さん一人ひとりに、まだ果たしていない使命があります。 

56. 教えから目を逸らさずに、愛を持って受け取ってください。 

57. 私の真実は、あなたが準備するのを見るとき、より明確に明らかになるのです。しかし、あなた方はまだ無知なのだ、まだ私を理解していない者たちなのだ。しかし、私はこ

うも言っている。あなた方は、霊化への道、終わりのない道を歩んでいるので、父に最も近い人たちなのです。 
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私の平和があなたとともにありますように 



 

89 

インストラクション 197 
1 師匠の愛は、弟子たちの間にも、子供たちの間にも広がっています。神様から見れば、あなた方は私の子供であり、ご主人様から見れば、あなた方は私の弟子なのです。 

2 その剣は善であり、魂に芽生え、人の心を養う悪を追い出すまで戦わなければならないのです。しかし、あなた方には、人間が無知の闇から解放されるための知恵も与えられ

ています。 

3 第二の時代に私が去った後、私の弟子であるヨハネは歓喜の中で、現在あなた方が住んでいる時代、すなわち人類が巻き込まれる危険、世界を揺るがす災難、人間の闘争と争

い、そしてこれらの後に訪れる平和を目の当たりにしたのです。また、その啓示や予言が全地上に知られるように、どのように文書で保存されるかについても明らかにされた。 

4 新しい弟子たちには、それらの啓示の意味と、私が現在与えている御言葉の本質を知ってほしいのです。そうすれば、霊能者の本質を理解し、闘争にしっかりと立ち向かえる

ようになるからです。 

5 教えは私自身であるから、汚してはならない。それは純粋さであり、誠実さであり、汚してはならないものです。あなたの主が、あなたがたのところに降りてきて、声を出す

者を通して御自分を知らせる時、人間の罪深さによって汚されることもなく、むしろ、主は彼を清められるのである。私があなた方に話している声の主たちは、善への傾きしか見せていま

せんが、彼らは霊的に無限の世界へと昇り、神性の触れ合いを受けているからです。こうして、彼らはインスピレーション、啓示、神の知識を得るのです。また、まだまだ未熟で、準備不
足であることも事実です。 

6 しかし、私は愛の霊であり、正しい人との対話だけを求めているのではない。私はまた、正しい者の住まない人々の住処に来るが、私が完全に愛している子供たちを罪と闇か

ら救うために来るのだ。彼らは、すでに救われている人たちよりも、わたしを必要としているからです。彼らは、わが正義とわが愛の火を必要とする人々であり、その中に彼らのすべてを

持つために。 
汚れを落とすために彼らは立ち上がるために、わが力とわが恵みを必要としている。それゆえ、私は彼らの良心に目を向け、自分自身を感じさせようとするのです。その時、子供は自分自

身を父親のように見ているので、創造主と一体となったのです。 

7 なぜ人は、神の恵みが罪人の間に現れることに驚くのだろうか。第二の時代、私の言葉を聞いた人たちは、正しかったのでしょうか。私の弟子たちは、すでに完成に達してい

たのだろうか。いや、皆さん、私に耳を傾けた大勢の人々の中には、罪人、固陋者、不信心者、そして私の使徒の中にも、人間的に惨めな者がいたのです。しかし、彼らはその精神に神性

の呼びかけを感じ、私の教えに身を捧げたからこそ、その模範をもって人類にもう一つの教えを遺し、人々の心にその名を残したのである。 

8 霊能者は、常にこれらの例を認め、それに従うべきである。その弟子たちは、まさに私の種をまく人たちだったからです。 

多くの場所で、それらの使徒の画像を見ることができますが、これらの画像によって、あなたが使徒に目を向ける必要はないのです。しかし、その中からも、彼らの記憶が不滅であ

ることがわかるのです。彼らを愛し、彼らの美徳を手本としなさい。私があなたがたに、自分の兄弟姉妹の中で私を愛するようにと教えたことを忘れないでください。 

9 あなたは、"真の知恵はどこにあるのか 

"と問う。そして、私はそれに対して言うのです。神様の中でまた、「本当の宗教は何ですか」という質問もありました。すると、マスターはこう答えます。私を愛し、同胞を愛する者は

、真理を見いだし、律法を成就したのである。 

10 私は、神へと続く魂の道である宗教が地上に存在することを許しました。善と愛を教え、慈悲を賛美するすべての宗教は、光と真理を含んでいるので、善である。人がその中

で枯れ、本来良いものを悪いものに変えてしまうと、物質主義と罪の下に道は失われてしまうのです。 

11 それゆえ、この時代、私はあなた方に、道であり、人生の本質であり、法則であるわが真理を新たに示し、あなた方が、形や儀式を超え、人間のすべてを超えて、灯台であり

、導きの星であるこの法則を求めるようにするのだ。このように私を求める者は、霊能者となるのです。 

12 これからの時代、人類を強くするのはこの言葉であることを、人々は目撃することになるのです。明日の霊能者は、偏屈者であるとか、祈るために世間や人々から隔絶された

僧侶であるという事実によって認められるのではなく、誘惑と戦う方法を知っているという事実によって、また、渦中にあっても真理の道を見出すことができるという事実によって認めら

れるのです。明日の霊能者は、武装した世界に立ち向かうことができ、予言者、先見者としての彼の言葉が、これから起こることを告げてくれることでしょう。彼は、破滅の危機に瀕して

いる人々を救う方法を知っていることでしょう。 

13 スピリチュアリティのメッセージは、人間の仕事ではなく、創造主の仕事であり、魂を支配する永遠の法則である。 

14 私の仕事を内面で感じなさい。そうすれば、あなたの謙遜と慎み深さにもかかわらず、あなたは偉大な存在だと感じられるでしょう。私が与えたのは真理の説得力だから、あ

なたが雄弁でなくても心配しないで。これこそ、私の言葉が勝つ理由である。 

15 精神的には、どんな教義を信奉しているかにかかわらず、すべての同胞と団結することを残します。 

16 あなたは私より早くここに来たようだが、実は私はすでに私の食卓であなたを待っていたのだ。 

17 私はあなた方と一緒にいるために、私の王座を離れ、あなた方に私の指示を与え、あなた方の苦難を慰めるために。あなたも私と一緒になるために、生まれ育った土地や家、

愛する人たちを捨ててきたのです。 

18 あなたがこの言葉に無上の至福を感じ、それに従うことで平和と調和の秘訣を見出したように、多くの民衆が私のもとにやってきて、私の言葉を生きるという仕事に身を捧げ

るようになるのです。 

19 この時代の私の教えは、長い間眠っていた人の魂を目覚めさせるものです。第二の時代、私が人に与えた私の言葉はまだ生きている。しかし、私が教えた通りに実践する者は

いない。この教えが魂の無限の道であることを納得させるために、私の霊があなた方のもとに戻り、あなた方が進化の道を決して立ち止まらないようにすることが必要だったのです。 

20 永遠を夢見る者、真を愛する者、人間の生活の惨めさを超えて上昇することを切望する者は、この作品にしがみつき、魂を憐れみ、肉体の祝祭的衣服よりも魂の装飾を好む者

であるだろう。これらを見れば、理解の糸口が見えてくるはずです。私の使命は、あなたの痛みを和らげ、あなたを病気から解放することに限定されていると考える人たちではありません

。彼らは、私の約束には痛みからの解放以上のもの、すなわち永遠の命が含まれていることを理解した人たちでしょう。 
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21 私の教えの意味は、あなた方が創造した物質主義的な世界を破壊し、その上に精神化の世界を構築するよう鼓舞するものです。 

あなたは念願の平和を享受し、今まであなたの存在の底に眠っていたすべての能力が現れ、発展するのを見ることになるでしょう。 

22 混乱した心に知識の光が差し込み、憎しみが巣食っていた人々は和解、悔い改め、愛の涙を流すことでしょう。 

23 私の使命は、スピリチュアルな仕事への呼びかけであり、この仕事にはすべての人のための仕事があるのです。物質的な生活からわずかな時間を奪って、マインに夢中になる

ことに、誰も気をもむ必要はないのです。本当にあなたに言いますが、あなたの魂がそのことを感謝する時が来るでしょう。 

24 主よ、わたしはあなたに従う者の中に貧しさを見たのです。しかし、あなたを思い出すこともなく、あなたの名を口にすることもない人々の中に、私は豊かさと楽しみと喜び

を見る。" 

わが民は、これらの事例を、私に従う者は必ず世間では貧しくなければならないことの証明と受け止めてはならない。しかし、ここに耳を傾け、人生の一部を善行に捧げる人々が持

つ平和は、あなたがたが羨む人々には知られていないし、すべての富を集めても得ることはできない、と私は告げます。 

25 ある者は、この世の財と霊の財を同時に所有する方法を知っている。また、霊のものを忘れてこの世のものを与えられない者もおり、さらに、神の法はこの世の富の敵である

と考え、この世のものにしか興味を示さない者もいるのである。 

26 モノはモノでも、正しい使い方を知っている人ばかりではありません。また、多くの人が持っているもののすべてが、私が与えたものではないことも知っておいてください。
ある者は、私から受け取ったものを代償として持っているが、ある者は、持っているものすべてを盗んでいる。 

27 人々が人生の義務を果たしたことの最高の証明は、魂の安らぎであって、小銭を鳴らすことではありません。 

28 私は、あらゆる方法であなた方に語りかけることによって、この時代に私に従っていく者たちの知識を増やしているのだ。それは、たとえそれが時には愚かな、あるいは愚か

な質問であったとしても、私がわが御言葉の中で答えてきたように、同胞の質問に明確に答える者たちであろう。 

29 私の御言葉を聞いた人の心に、光り輝く記憶を残し、思い出したときに、愛に満ちた教えの響きが心の中に入ってくるようにしたいのです。 

30 わが顕現の証人たちは、私があなたたちを迎えたように、明日の大群衆を迎える運命にあるのだ。 

31 あなたがどのように私のところに来たか覚えていますか？負けて、落ち込んで来たんですね。あなたは自分より多く持っている人のところへ行きましたが、彼らはあなたに何

も与えませんでした。あなたは知識のある人を探したが、彼らはあなたを指導しなかった。あなたは病気で疲れ、落ち込んだ体を差し出しましたが、彼らはあなたの健康を返してくれませ

んでした。そして、失望があなた方の心をとらえ、人の間に慈悲はなく、兄弟姉妹ではなく、異国人と見られると確信したとき、あなた方は信仰と希望を失いました。ある者は神を冒涜し

、ある者は呪い、またある者は死を待ち望んだ。 

32 こうして、あなた方の多くは、わたしの慈悲の源は決して枯渇することのない唯一のものであり、あなた方がそれを求めるだけで、すべての苦しんでいる魂にそれが注がれる

のを感じることができることを知るためだけに、わたしのもとにたどり着いたのである。 

33 やがてあなたは、ある民族だけでなく、すべての人類が自分自身に失望し、人間の力、富、科学のすべてが、彼らの疑問に答え、彼らの魂に平和を与え、彼らの痛みを和らげ
るには十分な力ではないことを確信することになるでしょう。そして、自分たちの世界を超えて、人間や偽りの力を超えて、真理の源を求める姿を見ることになる。 

34 どれだけの者が私を求め、霊から霊へ直接尋ねることだろう。私は彼らに答えよう。しかし、どれだけの人があなたの道を横切り、あなたに、光を求めるだろう。これらの者

は、わたしの名によって受け取り、わたしがあなたに託したものから与えなければならない。 

35 もしあなたが愛と光と霊性をもって真に同胞に与えるなら、--

真に、あなたがたに言いますが、あなたは彼らのうちに父に対する信仰を燃え立たせるだけでなく、人間に対する信頼、すなわち神の子であるあなた方の間に存在すべき信頼を彼らに回復

させるのです」。 

36 あなたの良さはわかっています。私は、私の言葉を聞くために物質的な仕事を離れた人たち、私と一緒にいるためにどんな喜びも、数時間の休息の楽しみも放棄した人たち、

あるいは愛する人たちの批判やゴシップに耐え、これらすべてを低く評価してきた人たちが、私の教えを伝える瞬間に立ち会うのを観察しているのだ。 

37 私の祝福と平和が彼らとともにありますように。自分を完成させようとする者の願いを祝福し、知識を求めて飢え渇く者を祝福する。それは、主を身近に感じるために、生活

や習慣を変えたいと思う人たちです。そして、その道を着実に歩んでいけば、必ずやその先にたどり着き、念願を達成することができるのです。 

38 このように、すべての信仰者が深い霊的欲求をもって私の話を聞きに来ること、あなた方が自分の人生をより良くすることだけを夢見て、過去の不純なものをすべて捨てるこ

とが、師の意志なのです。確かに皆さんはこの目標に向かって、ある人はより熱心に、ある人は弱々しく、しかし以前より良くなろうと努力している。私があなたの戦いを見ていないとで

も思っているのでしょうか。 

39 悪徳、情熱、偶像崇拝はまだあなたを誘惑しています。しかし、あなたはそのような時に祈り、あなたの信仰によって、それらから救われるのです。あなたの魂は、この啓示

の形で私を受け取り、このコミュニケーションの手段で私を聞く用意があるのです。しかし、それは地上での準備ではなく、その霊的成長を通して受けたものであり、この時期の私の顕現

を理解するためには、あなた方がこの世を歩く間に採用した多くの傾向を捨てることが必要だったのです。 

心構えができていない者は、この顕現を真実と認識することはできない。だから、あなた方の家族の懐に分裂が見られるのです。そのために我が子を見誤る親、親を見誤る子、昔は

分かり合えたのに今は他人行儀な兄弟姉妹、一方が信じ、他方が否定するために喧嘩し、拒絶する夫と妻などです。 

40 これは今に始まったことではありません。私の説教の時代にも、ある者は私の言葉を信じ、その真理を信じて命を捨てる者もいれば、ある者はそれを欺瞞や不真実と呼ぶ者も

いて、人々は互いに判断を誤りました。 

41 もし、人々が本当に主を待ち望んでいたなら、混乱することはなかったでしょう。 

42 私はあなたに、例外なくすべての同胞を私の食卓に招くようにと言いました。現在、すべての人が私を信じているわけではないが、私はすべての人に語りかけなければならな

いからである。 



U 197 

91 

43 その時、私は大勢で出かけた。私が話しかけた場所は、いつも私に対して無関心でした。神殿のポーチでも、道ばたでも、谷間の草原でも、海辺でも、山の頂上でも、私は彼

らに語りかけました。 

44 あなたたちに語りかけるために、声の担い手の準備が必要な今、--

私の輝きを帯びて、道や小道を通って広場や都市に出かけ、群衆に私の言葉を語りかけることができないような取るに足りない被造物--

私はあなたたちを謙虚な信心の場に集め、私の言葉を伝えようとしている。私が人々のところへ行くのではなく、人々が私の話を聞きに来るのです。だから、わたしは日々、わたしのもと
に来る者たちに言う。あなたの同胞を、私の声を聞くことのできる私の木の陰に呼び寄せなさい。 

45 これから新しい時代が始まるので、私はその準備をしているのです。私があなた方に私の言葉を与えるところで起こる、偉大な霊性と高揚の時代が幕を開けようとしています

。 

46 あと三年の間、わたしは人間の知性を通してあなたがたにわたしの指示を与えるが、それは三日のようなものである。 

47 人々よ、私の仕事において、どれほどの寛容と、どれほどの譲歩があなた方に与えられたことでしょう。しかし、何事にも限度というものがあり、父があなた方に与えた譲歩

にも限界があることを指摘せねばなりません。すぐに、あなたは真の準備であるすべてのものに対する真の敬意を維持する方法を知るでしょう。 

48 私の仕事は、多くの教えの中の一つでもなければ、世界の他の宗派でもありません。今日、私が皆さんにお届けしたこの啓示は、「永遠の法」です。しかし、あなた方は精神

性と理解の不足のために、どれだけの儀式を加え、どれだけの不義を行い、ついにはそれを歪めてしまったことでしょう。あなたがたは、わが教義にどれほどの崇拝の行為を持ち込んだこ

とだろう。あなたがたの行ったすべての行為は、わが霊感と命令によるものだと言い、それを信じた。 

49 あなた方の目が開き、スピリチュアリズムの本質を理解する時が来るでしょう。私の仕事は、あなたがたがこの世で考えたどんなことよりも神聖なものであることを、まこと

に申し上げる。それでも私は、あなたが使命のために犯したすべての罪を赦す用意があります。あなたの懺悔を通して、私の教えを最もシンプルに実践し、あなたの教えるものが真の精神

主義であるように、より精神的な新しい生活を始めるでしょう。 

50 もし私の新しい弟子たちが、この教えが始まった1866年から受け取った霊的エッセンスを使っていたなら、とっくにこの教えを吸収していただろうと思いませんか？ 

51 あなた方がわが啓示の完成を見ない限り、あなた方の理解が得られるよう詳細に説明したにもかかわらず、教えの一部を誤り、誤解することは当然であった。しかし、わが言

葉があなた方の間に完全に行き渡ったとき、それらの誤りはもはや正当化されない。 

52 あなた方は、私がこの仕事をもたらしたのは、一部の人々が置かれている物質的な貧困を解消し、あなた方が他の人々の前で偉大な存在として際立つようにするためであると

信じるようになった。しかし、今日、私が慈悲、慰め、癒しという精神的な品々を持ってきたことは、あなた方を驚かせました。 
53 真実はこうだ。自分が仲間に提供したサービスに値段をつける人は、自分が売った私の作品に値段をつけてはいない。裏切りという対価を設定した者は、自分のためにそれを

行ったのだ。 

54 まだ自由に話せる期間が短いので、私が厳しく叱ったとか、過失を償わせすぎたとか、そういうことは誰も主張できないのです。私の教えは愛に満ちており、私があなたがた

を正すために用いる手段もまた愛に満ちているからである。 

55 安らぎと満足を与えてくれるのは、世の中の報酬ではありません。これらは、あなたが仲間に施した慈愛に満ちた義務の遂行に対する報酬として与えられるものです。 

56 さらに、善意の人であれ、もしあなたが平和を愛するなら、それはあなた方と共にあるでしょう。あなたがたに言うが、魂の安らぎに匹敵する宝物はない。 

57 この言葉が聞かれなくなるのは、ごく短い期間だと言えるでしょう。すでに、あなた方が福音を伝えるために出発する時が近づいています。その時、私の使徒たちに火の舌を

出現させたように、あなたがたの頭にも主の霊が降り、その時与えられた「ことば」あるいは「ことば」の霊的賜物の象徴として、一人一人に火の舌を出現させるのです。 

私の教えの中に留まり、私の意志があなた方の中で成就することが必要なのです。もし、あなたが私の仕事のために屈辱を受けたとしても、忍耐をもって耐え忍び、許しなさい。イ

エスに目を向け、当時、イエスが人の中で最も大きな屈辱に反抗することなく耐え、その代わりに自分を怒らせた者を赦し、愛したことを見てください。 

58 左の頬を打つ者には右の頬を差し出して許しの印とせよと言ったのは、私の教えを言葉だけに限定したのではありません。私がこの世で過ごした最後の日々に、私の顔や体に

、心が怒ることもなく、視線が恨みを示すこともなく、何度、叱咤や打撃を受けたことでしょう。私の優しさ、その人たちを見つめる優しさが、私だけが見た多くの奇跡、多くの改心を引

き起こしたのです。それゆえ、救い主イエスは、謙虚さを通じて精神的に上達する道を示すために来られたのです。 

59 私が人間として誕生したときから、神の謙遜は世界に完全に姿を現した。--

魂と肉体が最も純粋な女性が、馬小屋の中から喜びをもって主に祈ったあの寒い夜以来だ。私の揺りかごである飼い葉桶の中で、私が人類にもたらした愛と謙遜のレッスンが始まったので

す。 

60 今日、あなたは違う時代に生きています。私はあなたのもとに戻って、人間としてではありませんが、私の教えである謙虚さをあらためてあなたに教えました。この時代、人

類が包まれている闇は、イエスが生まれた夜の闇よりも黒い。私の帰還の知らせを受けた人々の心の硬さは、幼き神がこの世の光に目を開かせた洞窟の岩のようでした。永遠のもの、霊的

なものに対する人間の無関心と、互いに対する愛の欠如は、あの祝福された夜の寒さのようなものです。そして、私がこの時代にわが身を知らせる彼らの心のもろさは、飼葉桶の固いわら

のようなものであった。こうして私は、あなたがたの間で新たに私の教えを始めた。しかし、私はあなたに尋ねます。私もあの時のように、十字架の上で終わらせるのでしょうか。 

61 私の軌跡を見て、それを追ってください。その上で苦しみ、犠牲、放棄、屈辱に出会うとき、あなたの視線をイエスに向けなさい。私はあなたに私の力を送り、あなたの十字

架を担う者として、私の腕を与えよう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 198 
1 謙虚に私のもとに来る者は幸いである。 

2 今、わたしは魂と心を整えた人々を残して、わたしの来臨の真理を証しするときである。 

3 私の弟子たちが、私の名によって話し、教えながら世を渡って行くとき、彼らは自分たちの中に信仰と 

というのも、私はいつでもどこでも、私の愛と私の存在の証拠を示しているからです。 

4 悲しみがあなたを苦しめ、あなたが父に叫ぶとき、あなたの信仰は、あなたが聞かれ、あなたの悲しみの顔が主に見られているという確信をあなたに与えます。 

5 人生が落とし穴と苦しみに満ちていて、人が父の慰めを求めるとき、どうして私が来て彼を強くしないのだろう。 

6 神の愛は、どんなときにも人類に注がれ、それは、私を心に深く感じた人たちが証言しているのです。なぜなら、私は全能であるが、人間に近づき、人間に感じられるように

するために、自分を制限しているからである。 

7 誰も非難してはいけない。異なる宗教団体の人々が、それぞれ自分とは異なる方法で祈る様子をご覧ください。私は、すべての人に降り立ち、すべての人の声を聞くことをあ

なたに明かしました。私を求める者から、私は自分を隠さないからだ。 

しかし、他の者は、あなたの霊的な祈り方のため、また、人間の知性によって私の宣言を信じたため、あなたを非難するでしょう。このような形で私の宣言を受け入れたために、す

でに何人の人が中傷や嘲笑の犠牲になっていることでしょう。この人々の心に燃える信仰の炎だけが、あなた方を試練に耐えさせたのです。それは、大きな争いを乗り越えたこの教えが、

世界中で認められると信じているからなのです。私の言葉を直接聞いて、人の間で教師となるあなた方は、この世から仕事の結果を見ることはない。種が実を結ぶには時間がかかるからで

す。 

8 この人類は、精神的なものの考え方を徐々に受け入れています。いったんそれが一定の発達の高さに達すると、わが顕現と啓示にはごまかしがなかったこと、それは真実であ

ったこと、師は愛と知恵と恵みのうちに、無学ではあるがわが神性によって啓発された受容的な盤器を通してご自身を注いでいたことを知ることになるのです。これらはまだ不完全なもの

であったが、私は純潔そのものであるため、自分の性向と絶えず戦っている人間の知性器官を利用したのである。 

もし人間が、私が信用されるためには、義理堅い完全な人間を通してのみ、わが身を現すべきだと考えるなら、それは間違いです。そして私は、宗教団体におけるわが神性の代表は

、完全で義理堅い人間なのかと問いたいのです。本当にあなたがたに言いますが、彼らの中には、全地上に一人の正しい者も見当たりません。しかし、彼らは過去の時代に啓示されたわが

言葉を解釈する者である。 

9 私があなた方に話す声の主は、私の代理人でもなければ、私のしもべでもない。それらは、私の執り成しを伝えるための道具に過ぎないのです。 

10 私の教えは、あなたに多くの教訓をもたらしました。私は、あなた方が神を喜ばせるために立派な教会を建てる必要はない、あなた方と同じ罪人の前で自分の罪を告白する必

要もない、と言ってきました。あなたが私を礼拝するために入ることのできる最高の教会はあなた自身の心であり、あなたが自分の犯した罪について心から後悔し、自分の道を改めようと

自分と戦うとき、あなたは本当に私を通して赦しを得るのだということです。汚れを洗い流した証は、あなたの精神が味わう平安と、あなたの心に溢れる喜びとなることでしょう。 

11 私の中にあるもの、私の作品にあるものはすべて自然なものなのに、なぜ人は「超自然的」と言うのだろう。それどころか、人間の邪悪で不完全な働きは「超自然的」ではな

いだろうか。自然なこととは、彼らが出てきた神と彼らが持ち、自分の中に持っている資質から見て、常にうまく行動することだろうからである。私の中では、すべてがシンプルで深遠な

説明を持っており、何も暗闇に残っていません。 

自分が理解できないもの、謎に包まれたものをすべて「超自然」と呼ぶのですね。しかし、あなたの魂が功徳によって高みを得て、それまで見えなかったものを見、発見するように

なれば、創造物のすべてが自然であることに気づくでしょう。 

12 もし、数世紀前の人類が、現代における人間の進歩や発見を聞かされたとしたら、科学者たちでさえ、そのような驚異を疑い、超自然的なものと考えたことだろう。しかし、

進化し、人間の科学の進歩を一歩一歩追ってきた今日のあなた方は、それらを賞賛しつつも、自然の作品とみなしている。 

13 明日、人間と神との霊的対話が地上に広がるとき、人類はこれらの現象に親しむことになるでしょう。それは、私が人間の知性を通して自分自身を知らせたと信じ、私が話し

たことを信じ、そのような顕現を不可能なもの、超自然的なものと判断しなくなる。 

14 わが教義の偉大さと本質を認識するのは、わが言葉が残された文章のおかげで、明日の人々であろう。深遠なもの、計り知れないものを説明したシンプルさ、真理を提示した

シンプルさは、彼らの感嘆を呼び起こすことでしょう。 

15 だから、この知識を求めてやってくる人たちに答えられるように、私の言葉を準備しなさい。簡単な説明では満足しない人たちが集まってくる。自然や書物に疑問を持つこと

に人生を費やしてきた科学者たちがやってきて、あなたにこう尋ねるでしょう。"主はその力があるのに、なぜ実体化せず、科学がどんな発見をするか説明しなかったのですか "と。 

16 そして、あなたはこう答えるでしょう。「その単純さに知恵が含まれている神の言葉の核心には、人間が実現すること、人類を待ち受けることについての説明と予言があるの

です」。 

17 弟子たちよ、今日もなお、わたしはあなたがたに言う、わたしの啓示の中であなたがたに教える知恵が、人間の学問に対抗するためにあると考えてはならない。もし、あなた

がこの道を進みたいのなら、今すでに言っているように、あなたは成功しないでしょう。 

18 私のもとに来るのに学問を身につける必要はない。魂を高め、イエスが第二の時代に明らかにしたように、そして今日私があなたがたに与えるように、わが言葉を表現するこ

とができれば十分である：単純さと愛に満ちている。科学的な博識が明らかになったか？この時代の人々の科学的な問題を解決しようとしているのでしょうか？ 

19 私は精神にのみ語りかける。私は完全な生命に至る道を教えただけです。この仕事はあなたにもあります。精神に語りかけ、地平線上にある「約束の地」のシルエットを見せ

ることです。 

20 私の教えを正直にありのままに伝え、人が調べ、調査し、質問することを許可する。私はこれを否定もしないし、阻止もしない。誰もが、自分にとって可能なアプローチで、

真理を見出そう。 
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21 種を蒔けば、明日には実がなる。その果実を得るのは、未来の世代だけであることは問題ではない。 

22 私の言葉を学び、その意味に浸りなさい。 

23 私の教えを伝えるために来たのであって、あなたの傷や罪深さを見るために来たのではありません。 

24 イスラエル」は人類の「強者」なのだから、「イスラエルの人々」は勇気の見本を見せるべきだ。 

25 あなた方は、大勢の人々が私を認識できるような新しい戒律を受け取ることになるのです。 

26 戦争の）恐怖が解き放たれ、「イスラエル」が眠っている間に、人々は慈悲を懇願し、私から慈悲を受けた。しかし、わが民の準備によって人類がこれを受けることは、わが

意志である。 

27 あなたが降伏と従順を実践するとき、あなたの前に御父の模範があるはずです。 

28 そのとき、あなたにはあるミッションが与えられます。あなたは異国の地へ行くことになる。人種的な区別をすることなく、さらに、私はあなた方に言います。父なる神がす

べての心に御自身を感じられる時が来るのです。 

29 私は、あなたの人間の虚栄心を見ません。私は、あなた方の心と精神が私を求めていることだけを見る。私は、第二の時代のイエスのように、模範を示して教える師のメッセ

ンジャーとしてあなた方を地方に送るだろう。 

30 そうだ、「イスラエル」よ、永遠の命のジュースである私の言葉を持ってきなさい。 

31 あなた方の仕事は、私の委任を受け、世界にその報酬を与えることです。あなた方は第三の時代の光と恩寵を持つ者だからです。 

32 私は、あなたをもう一度恵みの生活に引き上げ、正しい道に導くために、愛に満ちた父である。第二の時代、あなたたちは私に多くを要求したが、今、私は霊においてあなた

たちとともにおり、私の言葉を再び与え、愛によって特徴づけられる私の「神の言葉」をあなたたちに与え、あなたたちが私の完璧な指示に従い、それを世にもたらすことができるように

する。 

33 私の言葉、それは非常に繊細なノミであるが、私はあなたの心を働かせる、私はそれがまだ眠っているのを見るから。 

34 それは、師が弟子たちの上に降り立つ、優美な夜明けである。 

35 先見者たちは私の存在を目撃し、私の霊の光を見たのです。 

36 彼らは、内なる準備を整え、世の中の刺激に目をつぶり、その口から預言的な言葉を発したのです。 

37 もしあなたがたがそうしなかったなら、私はあなたがたに言うだろう。石は語るだろう。 

38 でも、無理強いするつもりはないんです。皆さんの心から、シンプルに、自然に、愛が溢れ出るように。 

39 あなたがたはどこから来るかわからないが、さまざまな村や地域から群衆が出発して、集会の場所にやってくる。 

40 祈りの中で立ち上がる。仲間を助けよう。私の言葉を勉強してください。戦い方を知らなかったという理由で、「イスラエル」が恥をかくのを見たくはないのです。いや、み

んな。一粒、二粒、三粒と私の前に持ってくるが、あなたの種は純粋でなければならない。あなたの仕事は、私の言葉を正しく理解することです。 

41 私は愛に満ちた父であり、父としてあなたのもとに来たのである。あなたがたは、いつも私を父として見ることができるように、自らを新たにし、自らを整えなさい。 

42 大いなる戦いの時が近づいている。三年間、あなたがたはまだわがことばを持っているが、父は大勢の信者を教えたままにしておきたいのだ。しかし、私が教会の指導者とし

て集会所に残しているあなた方は、よく準備しなければならない。 

43 理解を深め、世の中に流されない 

私の言葉の生き血を奪い、その本質を私の神聖な玉座に戻すのだ。 

44 世間から離れ、私の言葉を思い出せ。「以前のあなたは、もはや今日ではなく、今のあなたは、もはや明日ではないのだ。自分自身を新しくする。余分なもの、悪いものを排

除する。私は、偏屈者も狂信者もいらないと思っています。 

45 最初の時に私はモーセを送り、二度目にはナザレのイエスとしてあなた方の中にいた。そして今日、あなた方は聖霊として私を持つ。ヤコブの梯子の上にいるあなた方の魂が

、わが霊の恵みと光を受けているのが見える。 

46 皆さんは一つの民族を形成しています。あなたたちは、私が平和のキスを捧げる一人の子供です。 

47 私の言葉を学び、それを大衆に伝えよ、道は今整備されている。この国には人が集まる。最高の "ごちそう 

"を与え、良い模範を示して、あなた方が聖霊の弟子であることを認識させるのです。 

48 皆さん一人ひとりの周りには、あなたを守ってくれる霊的な存在がいます。そのときが来れば、それはあなたのために私に答え、あなたはそれのために答えるでしょう。本当

に、あなた方には大きな責任があるのです。 

49 熱意と欲望を持ち、一つの理想と一つの意志で一致団結して、任務を遂行せよ。あなたの心の奥底まで見抜く、私の正義の前に立ちなさい。 
50 時間は貴重なものです。ある者はすでに弟子として、またある者は弟子として、私の使命を果たすために、愛をもって急いで立ち上がるのだ。 

51 自分のことは世間に任せて、目的はただ一つ、魂の救済である。なぜなら、その時が来たら、この地球上で働いてきたすべての責任を果たさなければならないからです。 

52 あなたは無知でもなんでもなく、原因を知ってやっている。 

53 これから起こる出来事を警告する。わが言葉を聞かなくなったら、霊から霊へ、私と交わるのだ。 

54 今日、私は第二時代のわが使徒たちにならってあなた方が団結するのを見る。そして、大きな奇跡を起こすためにあなた方に働きかけているのだ。 

55 あなたは大きな力を持っています。それゆえ、わたしがわたしのことばであなたがたに与えた多くのもののうち、あなたがたの同胞に与えなさい。 
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56 私はあなたたちの間で私の知恵を流したが、羊の皮をかぶった飢えた狼が、あなたたちを堕落させるために罪深い考えを植え付けて食い尽くそうとするのが見える。しかし、

あなたの存在が衰えかけているのを見たとき、私は父としてあなたを助けに来るのだ。 

57 父への愛を胸に抱き、私に仕えようとする意志を持つ群れは、小さい。しかし、私はあなたがたに言う。我が律法の中で魂の成長を遂げることができるよう、しっかりと立ち

向かいなさい。 

58 このように団結してほしい。あなたが父の側に立つなら、私もあなたの側に立つからです。私は一瞬たりともあなたを離れず、誘惑は「イスラエルの民」から遠ざかるだろう
。 

59 わが言葉を理解し、わが顕現の時が短いことを理解し、わが愛がいかに偉大であるか、そして私があなたの魂に置いた光がいかに偉大であるかを悟るがよい。あなたは純粋に

私のところに来なければならないことを自覚しなさい。 

60 「私の王国はこの世のものではない」、だから私があなた方に言うことを理解してください。 

61 このテーブルで、皆さんをお待ちしています。私の前では、人種もカーストも家系も消え去ります。あなた方は皆、等しく私に属している。あなた方は皆、貴重な宝石として

の一つの魂を持っており、私はこの魂に語りかけるのである。 

62 あなた方が知りたいのは、この場所こそが、わが新たな啓示のためにあらかじめ定められた場所であり、そこであなた方は、地上のすべての民の面前で、私が「雲に乗って」

来るのを見ることになるのだ。 

63 これらの単語を正しく理解する。これによって、私は御霊によってすべての人に降りてくるが、すべての人がこの言葉を聞くわけではないことを伝えたいと思う。当時も同じ
ように、ある国がわが教え、わがわざの証人となり、その証人のために地上の他の国々が信じたのである。 
64 今日、私はその民の魂を集め、彼らの主人の言葉のもとで使命を完成させる。 

65 私は彼らに地上の王国を約束するのではなく、魂に永遠の光の王国を約束するのだ。 

66 彼らの魂は、今はまだ隣人の必要を考えて利己主義に満ちているが、私が彼らに与えた遺産を同胞に分け与えるために、「明日」寛大になる。 

67 当時、メシアの到来を地上の王として期待し、その神々しいまでの謙遜さを見ていた人々は、意気消沈し、混乱した。あなたがたは、主の王国がこの世のものでないことをす

でに例証しているのに、どうして今日、彼らの真似をして、私がこのように自らを明らかにするのを見て、戸惑わなければならないのか。 

68 私は、明日、この形で私を聞く機会のないすべての人々に教えるために、民を指導しているのだ。今日、私の話を聞く者は、大きな愛情をもって、自分たちに差し迫った旅立

ちを告げ、そのために、自分を取り巻くすべての人々に過剰なまでの父としての愛を与える父の話を聞くのである。それは、自分を覚えていてほしいという父の声であり、泣いている子供

を一人も残したくないという父の声であり、すべての人が自分の遺産を享受することを望む父の声であり、これは愛の声なのです。 

69 この民は、来るべき闘い、偉大な霊的戦いのために必要なものをすべて持っているのです。 

70 そうだ、人々よ、私の名は再びすべての唇に、私の態度はすべての心に、私の律法はすべての良心に明らかにされるであろう。この神業に参加した人は、どんなに幸せだろう

。この精神的な至福は、すべての苦難と苦痛を補償してくれるだろう。彼らは、自分たちがこの地上でキリストの弟子であったこと、神の師が耕すようにと教えた種を愛情をもって守って

きたことを思い出すでしょう。 

71 人びとよ、この魂の安らぎを獲得せよ、この永遠の場所を獲得せよ。 

72 私はマスターとして、あなたの前に進み、あなたの魂を導きます。だから、私の弟子たちの働きを明らかにしなさい。そうすれば、あなたがたを見る者は、あなたがたを模範

とするでしょう。 

世界は飢えている。そして、あなたは栄養となるパンを持っている。私の使徒たちにしたように、私はあなたたちを準備しているのだ。もしあなたが彼らのように私に従うなら、あ

なたはすべての悪と戦う私の力を感じることでしょう。自然の力は、使い方を知っていれば、あなたの使命を助けてくれるでしょう。 

73 今日、あなたがたは、人々の間に、欠乏と貧困、肉体のためのパンを得ることへの不安を見るが、あなたがたは、そうした苦難を受けずに自らを保ってきた。 
多くの男女が移住し、戦いに疲れた心の拠り所をこの地に求めています。彼らは恵まれた土地、豊かな恩恵を受け、あなたは彼らにパンを分け与え、彼らはここに住処を見つけ、家

を構えることでしょう。 

74 目覚めよ、人々よ。私があなた方に自分自身を知らせることができるのは、あと3年だけだ。今日すでに霊から霊へと私を求めなさい。あなたが孤児と感じる時がすでに近づ

いているのだから、試練に強くあってほしい。そうすると、霊界は、もはやあなたを励ます言葉も、忠告もしなくなります。この "コンサート 

"は、もうあの世からは聞こえてこない。だから、自分の魂に栄養を与え続けるためには、どうすれば空高く飛べるかを知ることが必要なのだ。 

75 完璧であることに近づく。あなたの意志と私の意志をひとつにしてください。あなたの魂のために良いものをすべて求め、地上の財をあまり愛さないことです。人類は、私が

引き止める限界に達しているのです。闇は消え、「もろみは根こそぎにされ、束ねられ、火に投げ込まれる」と書かれている通りです。すべて実現します。私は、あなたが生きている時代

を認識し、仲間を目覚めさせるために、人々よ、このために準備をしているのだ。身代りになることを望み、祈り、悔い改める者は幸いである。しかし、もしこのような理由で拒絶された

ら、傷つけられたら、神のような情熱を持ったイエスを思い出し、彼を手本にしなさい。 

76 理解し、侮辱を許しましょう。敵」を持ってはいけない。もし、敵が戦ってきたら、愛の武器、光の武器をとれ。このように行動すれば、完璧を達成し、地上の平和の贈り物

を得ることができます。私はあなたに種を与える。あなたの仕事はそれを植えることである。 
77 私が来なければならない時期が予告され、その予言が実現した。人は罪と唯物論の頂点を極める」と言われた。戦争は、すべてを破壊する火のように、国から国へと広がって

いくだろう。憎しみと悪意は雑草のように生え、畑を覆い尽くすだろう。" 

78 やがてあなた方が私を忘れ、私の言葉があなた方の心から離れていくことを私は知っていた。そのために、私はあなた方に私の帰りを知らせたのです。 
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その光は薄れ、人間の心は、イエスがこの世に来られた夜のように冷たく、無感動であり、母なる神は、人の家に庇護を得られず、羊飼いや群れのいる農民に庇護を求めたのである

。 

79 今日、わたしは人になるための胎を用意していない。わたしは、あなたがたに話すために御霊によって来たのだから。 

そして、そのような大きな心の荒みと不信の中で、私はあなたに出会いました。私はあなたを選び、あなたは私を受け入れるために心を整えたのです。あなたは私に耳を傾け、あなたの信

仰が燃え上がったのです。 

80 もし私に従いたいなら、私の言葉に従いなさい。あなたの十字架を背負うのを手伝います。しかし、今日私を信じたこの人々が、明日、私を十字架にかけた者のように、私を

裁き、非難することを望まない。今日、どの人が忠実であり続けるかわからない。私は、彼らは少数であり、時には孤独であることを告げます。しかし、彼らの道は開かれ、天使たちは彼

らを守り、危険から救い出し、天国のハードルへと導いてくれるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 



 

96 

インストラクション 199 
1 聖霊の平和があなたとともにありますように。 

2 弟子たちの試練が近づいているので、その時に私の業を知らせる方法を知ってほしいから、たゆまず話すのです。私は、あなたが常にその純粋さと真実のすべてを提示するよ

うに、その原則に慣れ親しんできました。 

3 私の教えは、世界をひとつの理想に結びつけます。この思考、心、意志の結合が現実のものとなれば、世界は平和を知り、魂の生命をより多く経験することになるでしょう。 

4 この時代には、世界観や教義の争いがあります。誰だって正しいことをしたい。しかし、このエゴイズムと利己主義の戦いにおいて、誰が正しいのだろうか。真実の持ち主は

誰なのか？ 

5 もし、自分が完全な道にいて、真理を持っていると信じている人が、それを誇りにしているとしたら、--

本当に、あなたに言いますが、彼らはまだその道を知りません。その道では人は謙虚でなければならず、他人の信仰に含まれる真理を認めないのは、もはや謙虚でないに十分です。しかし

、私はすでに「第二の時代」で、"柔和な人、謙虚な人は幸いである "と言っています。 

6 同胞の信仰と確信を非難する者は救いから遠ざかり、その高慢と軽率さの中で自分の神のようになろうとするからです。 

7 偽善に陥らないように、ありのままの自分を見せなさいということです。魂の完成のためには、まだまだ足りないものがあると、誠実に考えてください。 

8 謙虚に自分の受ける恵みを報われないものと考える者は、私がいくら過剰に恵みを与えても、決して自己中心的になることはありません。 

いつかは人と人が争うことになる。闘いは不平等なものになる。ある者は地上の権力の暴力に基づく主張をし、ある者は物質的な貧しさの中で愛の武器を提示するだけだからです。

彼らはその霊的遺産以外に祖国を持たないからです。 

9 わが民よ、わたしがあなたがたを集め、団結させ、ここからとあちらからあなたがたを選んだことを、あなたがたは知っている。すべての宗派や教会に、私がこの家族を作っ

た霊能者──弟子たちがいるからです。私は彼らを一つの集会所で束ねたのではなく、一つの律法、一つの同じ愛で束ねたのだ。兄弟への愛に鼓動を感じる者は皆、この民族の子供となる

のだから。あなた方が霊能者になるのは、わが言葉が霊能について語っているこの集会所に入ったからではなく、あなた方が同胞に与える愛のためだと、私は真に告げているのです。 

10 何世紀にもわたる考えや習慣、間違いと戦わなければならないと考えても、怖がるべきではありませんし、人数が少ないことを問題にする必要もないでしょう。私が与えた光

は、束縛と無知の鎖を断ち切ることを、あなたは知っている。 

11 霊能者が霊的法則、道徳的法則、地上の義務を果たし、その行く手に美徳の跡を残しているとすれば、何の罪で訴えられるというのでしょう。しかし、私が教えていないこと

については、人間の正義を非難されないように気をつけなさい。今日、私は第二の時代のように、あなた方に言う。"神のものは神に、カエサルのものはカエサルに与えよ 

"と。そうすれば、誰もあなたの欠点を見つけて非難することはありません。 

12 自分の住んでいる土地を支配する法律に従い、他の民族を支配する人々に敬意を払うことです。 

13 私は、あなたが勉強し、知識を得るために私の言葉を残します。 

14 あなたの羊飼いのように、メッセンジャーとして、心にグッドニュースを届けるために出発してください。 

15 あなたがたに言うが、あなたがたによって、人類は救われなければならない。 

16 一歩一歩、私はあなたを愛の道へと導く。その狭い道は、しかし、あなたを満足と安らぎで満たすだろう。 

17 至福に至る道を、師匠の後ろを歩いている姿を見たい。あなたを私から遠ざける悪の道をたどらないでください。 

18 使命を果たした人たちが、今、私の周りにいる。しかし、私は愛と慈悲の父として、新しい一日のうちのわずかな時間を私に捧げることを新たに教えるために、あなたのもと

に来たのだ。 

19 「労働者の皆さん、1950年の終わりに豊かな収穫を手渡すことができるよう、力を尽くして働いてください。 

20 ある者は遠く離れた場所で、ある者は家族の懐で、果たさなければならない困難な仕事。 

21 この時代に私が与えた遺産は、過去の時代にあなたが持っていたものと同じである。しかし、あなたは昔、私と結んだ愛と好意の契約を破ったので、それを思い出させるため

に、あなたのもとに戻る必要があったのです。 

22 人類は高度な堕落に達していると考えてください。しかし、純粋な心で仕えるべきであり、そうすれば、混沌の中にあっても、強い気持ちを持ち、全うすることができるので

す。教会を要塞のように、堅固な壁のように、一人一人が強固な鎖のように、団結させなさい。 

23 倒れているものを持ち上げてください。私は、すべての人に愛ある援助を与えます。しかし、世の中の誘惑に鞭打たれ、まだ良心の声を聞いていない人もいます。あなたの仕

事は、彼らが私の愛の軌跡をたどるようになるまで、彼らに手を差し伸べ、彼らのための道しるべとなることです。 

24 私の子供たちよ、父の教えを守りなさい、そうすれば、あなたがたも守られるでしょう。 

25 私は、あなたが地上で困難な任務を遂行するために、肉体を与えました。この体を愛で守りなさい、魂たちよ、もしあなたが私の命令に従わないなら、大きな苦痛を味わうこ

とになる。 

26 汝は汝の体を導き、汝を従順の道から引き離す者であってはならない。 
27 種を蒔き、発芽するのを見届けよ。そうすれば、父の穀倉地帯に繁殖して帰ることができる。 

28 あなたが謙虚になるのを見るのが、私の意志です。しかし、あなた方の多くは、その分別のなさから、私の助けを求めてきた。 

29 あなた方は私の衣を身にまとったようですね。時代の厳しさからあなたを守るため、中途半端な状態で預けたわけではありません。 

30 1866年以来、あなた方の間には私の新しい愛の表現があります。何か見落としていることはありませんか？ 

31 苦しみの杯を忍耐強く飲んだ者は幸いである。その苦しみは恵みに変わるからだ。 
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32 神棚を飾りなさい、父なる神が長い間、神棚に住むことを望んでおられるからです。 

33 そうすれば、キリストがあなたがたの中におられることを、すべての人が知ることになるでしょう。 

34 あなたがたが私の言葉に従い、人々に良い模範を示すことが私の意志である。そのために、あなたがたの内に私の力を持ちなさい。私はあなたに道を与え、それは光に満ちて

いる。私の足跡をたどって、山を登ってください。 

35 ある者は私に金を要求するが、私はあなたがたに言う。第一の時代、あなた方は地上に大きな富を得たが、わが律法に背いたのである。今日、あなたの食卓にパンがないこと

はありませんが、あなたの使命を果たす期間は短いのです。私の種をあなたの仲間にたゆまず伝え、人生の旅路の終わりには、増殖した種を私に見せることができるようにしなさい。 

36 地球人を恐れるな、私の神の正義を恐れよ。 

37 あなた方は皆、私の子供であり、時が来れば皆、私のもとにやってくるのです。 

38 マスターに近づくあなた方を通して、私は、あなたがどんなに遠い存在だと思っていても、すべての人に与える。 

39 羊飼いが用意した畑を、人々の心で耕してください。 

40 羊飼いは、羊が悲しげに鳴いているのに気づくと、急いでその羊のところに行き、羊の小屋に連れて行きます。 

41 厳しい試練にさらされる、「イスラエル」。しかし、父なる神は、あなたがそれらを通過することができるように、力を与えてくださいます。 

42 地上での使命を果たせば、来世で大きな喜びが待っている。 

43 天の国の扉は開かれていて、そこに住みたい人は誰でも招かれているのです。この扉は、あなたの良心の中にあるはずです。 

44 今日、私はあなたがたを愛の食卓に座らせて、御霊の宴を催す。 

45 私の神性の子供たち、マスターの弟子たち、私の愛が送るメッセージの光を魂の奥底まで浸透させなさい。 

46 疲れた人、病気の人、悩める人、私のもとに来る人たちよ、ようこそ。 

47 私の神聖な光線の中に、あなたは強さと癒しと喜びを見出すことができるからです。 

48 あなたがたの中には、私がこのように来ることを不思議に思う者がいるのか。 

49 私がこの体にいることは、まだ話していない。いや、この心が私のインスピレーションを受けていることを伝えただけだ。今、私は人々に新しいメッセージを与えている。そ

れは、渇いた畑や庭に大いなる泉を注ぐようなものだ。あなたの心は私の知恵の隠れ家であり、私はそこに私の光を注ぐことを忘れないでください。 

50 私の思いは、愛と真心を込めた言葉に込められ、あなたの魂と身体を癒すバームとなりますように。私はまた、あなたがたの神を、影や偶像や狂信の祭壇ではなく、真理の祭

壇で礼拝するようにと教えたのです。 

51 私がもたらす富を受け取ることができるように、あなた方は準備しなさい。今日、そのベールを破り、私の新しいメッセージの意味を完全に理解することを許可します。 

52 本がなくても、精神だけで理解させる。私は、すべての啓示の意味を解釈することを教えます。そうすれば、もはや偶像崇拝に陥ることはない。なぜなら、あなた方は寓話に

関心を持つだけでなく、その真理を解釈するために教えの底を突く方法を知っているからである。 

53 天国の天使たちは、永遠に神のコンサートを聴き続けていると聞いたことがあるでしょう。このシンボルについて考えるとき、天国でも地上で聴き慣れた音楽が聴けると思っ

てはいけない。そう考える人は、唯物論の完全な誤りに屈しているのだ。一方、この神聖なコンサートにおいて、天の音楽を聴いたときの神との調和、天使たちがそれを聴いたときの至福

を思う人は、真理の中にいることになる。 

54 しかし、あなた方一人ひとりの魂の中には、ユニバーサル・コンサートの音色があるのに、どうしてこのように感じない人がいるのでしょうか。この言葉を聞いた人の中に、

理解できない人、感じない人、誤解している人がいるのはどうしてでしょうか。 

55 愛する子供たちよ、理解力の弱いあなたたちは、祈りの中で光を求めなさい。あなたの瞑想の中で私に尋ねなさい。あなたの質問がどんなに大きくても、私はあなたに答える

方法を永遠から知っている。師匠と弟子たちの間に真理の光が差し込むように、今度は私が質問してみます。 

56 天上の音楽とは、あなたの中に神がおられることであり、そのコンサートの中で、霊的な美しさという真の高みに到達すれば、あなたの音色が響くのである。これは天国の音
楽であり、天使たちの歌である。このように体験し、感じることで、あなたの存在の中に真実が輝き、神があなたの中にいることを感じられるようになります。人生は永遠に続く神聖なコ

ンサートを提供し、その音のひとつひとつに啓示を発見することができます。 

あるときは甘美な音色、あるときは力強い音色。その完璧なハーモニーを奏でる美しい音色を、あなたはまだ聞いていないのです。たまたま一度でも知覚すると、統一できない不鮮

明な音色に見えてしまうのです。あなたはまだ、その美しさを十分に理解していないのです。感覚や情熱、物質主義の影を捨てなければ、魂の中で神のコンサートを聴くことはできないの

です。 

57 あなたは宇宙の顕現を受け取っているにもかかわらず、なぜ私との対話を不可能だと考えるのですか？あなた方は皆、神の思いに満ちているのに、人間の思考能力を通じた私

の霊の振動が、どうして不可能に思えるのでしょう。天使、世界、空間、すべての被造物が神に満ちているのに、どうして神があなたに密かに語りかけることができないのでしょう。なぜ

、私があなたの魂を手に入れなければならないのか、なぜ、私はそれを放っておかなければならないのか。そんなことはあり得ないということが、お分かりになりませんでしたか？ 

58 私の話をよく聞いてください。私はマスターです。この惑星は魂の学校なのです。人生と私の教えは、完璧な題材です。私が自分の義務を放棄し、弟子たちを忘れることがで

きると、本当に信じられますか？ 

59 人々よ、私はあなた方のために、神聖なコンサートの音があなた方の周りに響いていること、そしてあなた方の魂がそのハーモニーを知覚するために上昇することが不可欠で

あることを繰り返します。もしそうでなければ、その音を知覚する方法をよく知っている他者を予期して、その音を世界の空間に響かせ続けることになります。 

60 泣いたり苦しんだりするこの地上の憂さを晴らすために、霊的なものを受け入れる力を身につけてほしいのです。 
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61 わたしがあなたがたの中におり、あなたがたとともにいるという真理を否定する者に耳を貸してはならない。目覚めよ、そして今日あなたに聴くことを許可する私のコンサー

トのその部分を聴きなさい。あなた方の耳は、この人類の嘆きの響きと戦争の轟音を聞く用意しかしていない。それは、あなた方の不統一と調和の欠如の最たる証拠である。この証明は、

人間生活のあらゆる場所で、あらゆる分野で見つけることができます。 

62 徒党を組んでの戦争とイデオロギーの戦争はクライマックスを迎えている。大小、強弱、信者、未信者が混乱の海を漂っている。しかし、剪定は間近に迫っている。本当にあ

なたがたに言うが、良い実を結ばない木はすべて剪定されるのだ。 

63 痛みと時間と真実は、雑草を根こそぎ刈り取る容赦ない鎌となり、後に知恵の火に投げ込まれ、偽りのものはすべて焼き尽くされるでしょう。 

64 この混沌の中にあって、わが愛を疑う者もいる。これに対して、私はこう言います。私だけがこの波乱の海の波を静めることができるのに、どうして私はこの世界を捨てなけ

ればならないのでしょう。 

65 私は世の光だから、あなたが暗闇の中にいるときはいつでも助けに行くことを忘れないでください。 

66 嵐を起こすのは人間ですが、私の任務は彼らに平和をもたらすことを教えることです。そして、これこそが、私が現在行っている私の教えであり、それは、いつでも甘美で調

和のとれたコンサートとして、愛と正義の王国から来たメッセージとして降りてきているのです。 

67 これからも皆さんの心に語りかけていきます。天もまた、あなたの世界に自分を知らしめたいと願っているのです。あなたの知性でそうさせましょう。 

68 創造主と被造物の分離は不可能です。頭なしでは体が存在できず、惑星なしでは太陽が存在できないように、キリストと人間の間に距離があることは不可能なのです。 

69 もしあなたが真実を愛するなら、あなたの存在で享受する美しさは素晴らしいものになるでしょう。そして、私があなたの魂に提供する神聖な自由を手に入れたとき、あなた

は思考能力によって、天、宇宙、世界を旅することになるでしょう。 

70 昔、預言者たちが告げたこの艱難辛苦の時に、私はあなた方を慰める。この時代の私の使者であるロケ・ロハスは、やがて来る試練についてあなたに語り、私の最初の声の担

い手から、予言が今、実現することを知らせた。 

当時から私の話を聞いていた人は、師があなたがたに言ったことを思い出すでしょう。見よ、人生は変わり、人類は非常に苦い杯を飲むことになる。国家は互いに無視し合うだろう

。親は子を見誤り、子は親を見誤る。夫は妻を拒絶し、妻は人生の伴侶に対して罪を犯し、親はいても多くの子供が孤児のように育つのです。堕落が広がり、飢えと罪が増える結果、多く

の人が死ぬことになる。 

71 そして見よ、数年のうちに、これらの災厄的な出来事が、命、家、国、信念、組織を怒濤のように押し流すだろう。私の話を聞く者には、この激流に流されないように見守り

、祈るようにと何度も言っている。 

72 家族の徳と家庭の平和を見守りなさい。貧しい人たちでもこの宝物の持ち主になれることをご覧ください。 

人間の家族は、霊的家族の体現であることを認識しなさい：そこでは、人間が父親となり、天の父に本当に似ているのです。優しさに満ちた母性的な心を持つ女性は、聖母の愛のイ

メージであり、彼らが共に形成する家族は、創造主の霊的家族の具現化なのです。 

家庭は、親が自分自身を努力する意志があれば、私の法を遂行することを最もよく学ぶことができる寺院です。 

73 親と子の運命は私にある。しかし、一方と他方は、その仕事と贖罪の義務において、互いに助け合うことが必要です。 

74 もし、すべての親と子が互いに愛し合うなら、十字架はどんなに楽で、存在も耐えられることでしょう。最も困難な試練も、愛と理解によって軽減されることでしょう。神の

意志に身を委ねることで、平和がもたらされるのです。 

75 地上における最初の制度は結婚であり、この結合は最初の女と最初の男以来、創造主によって聖別されたからである。いつでも、私の法と私の啓示は、この任務の偉大さをあ

なたに語ってきた。 

私が地上であなた方と一緒にいたとき、配偶者や家族を訪問することが私の喜びでした。家庭における私のプレゼンスは、その結合を聖別し、その実りを祝福する。子供たちにも、

若者たちにも、大人たちにも、家政婦にも、父親にも、主婦にも、母親にも話しかけた。なぜなら、すべてを修復し、精神生活の発展段階であるこの世の生き方に新たな光を与える必要が

あったからだ。 

私の言葉は、みんなに向けたものだった。だから、私が話をするたびに、母親たちが子供を手や腕に抱いて急いでやってきた。その素朴な心は、イエスが「御子を知る者は父を知る

」と言われたのを聞いて、その言葉に神を聞いたと感じ、心の底から「ハレルヤ、あなたこそ私たちが待ち望んだメシアです！」と師に言ったのです。あなたが来られたその名の方に賛美

を捧げます」。 

76 私が来て、新しい時代が始まりましたが、私の言葉は基本的に同じです。忘れていたことを思い出させ、新たな教訓を与え、人生を完璧なものに近づけて高めてくれる。 

77 もしあなたが私の法則の中で生きているとしたら──私はこのような形で顕在化していると思いますか？ 

78 自分が蒔いた種を、自分の言葉で育てていく。しかし、この形では1950年までしか話せません。その後、私はあなたの魂を育み続けるが、私の顕現はより繊細で高尚なも

のになる。 

今日、私は、人間によって踏みにじられたいくつかの原則を思い起こすために来たのです。私は今、天の助言により、結婚と家庭を再び祝福する。しかし、あなた方の精神的視野を

広げ、利己主義に陥らないようにするために、私は、あなた方がこの人々の中に真の精神的家族を形成し始めることを教えます。その父はあなた方が無限に見ることができ、世界ではあな

た方はすべての隣人を兄弟姉妹と考えるようになるでしょう。 

79 愛する人への義務を果たした者は、私の教えを言葉や模範で広めるために、自分の家や人々、さらには国を離れることに、より強く、より価値を感じるようになると思いませ

んか？ 

私は、あなた方が家と祖国を離れなければならないと言うので、心配しないでください。あなたが残していくものは私が見守っていくから、二度目の旅支度は必要ないと言っている

のです。 
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私は、あなたが使命を果たせるように、道、扉、心をあらかじめ用意しておく。血の犠牲はないが、満足のいくものを犠牲にしなければならない。その子供の一人が地方へ出て行く家庭は

、祝福されるでしょう。 

私がこのようなことを話すのは、あなたがたに私の言葉を与えるのは、あと3年しか残っていないからであり、あなたがたをだます者がないように準備しておく。そんなとき、あな

たの直感の才能が、どこに行くべきか、どんな道を行くべきか、あなたを導いてくれることでしょう。 

弟子たちは一人で歩むのではなく、彼らの上には光の精霊の大軍が行き、彼らを支え、何よりも霊的な羊飼いであるエリヤが道を照らし、その羊を守るのである。わが意志は、あな

たがたの作品に現れるであろう。 

80. この仕事がかかっているのは、あなたたちだけではありません。あの世には、あなたの後に転生して、あなたの種まきを続ける人たちがすでにいるのです。世界は変わるが、

それは一瞬のことではない。 

81. 私の言葉があなた方の心の光となるように、よく考えてみてください。あなた方人間は、父の創造の中で自分が占める位置と、自分に課せられた使命を知れば、自分の運命が

永遠に愛し、祝福することであることがわかるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 200 
1 天の国の門は、その恩恵を受けたいと願うすべての人に開かれているのです。この王国は人間の精神にある。 

2 私の光のメッセージを受け取る準備をしているあなたのスピリットと私のスピリットには祝祭があります。 

3 霊的な愛を必要とする病める者、悩める者よ、ようこそ。私とともに、あなたがたに欠けていた癒しのバーム、光、力を見いだすことができる。 

4 あなたを愛しているからこそ、私の光をあなたに送り、あなたの苦しみや心配や恐れを取り除き、あなたが私の愛に包まれ、あなたを待ち受ける様々な危険から守られ、守ら

れていると感じることができるようにするためです。私の慈悲の泉は溢れ出て、あなたの魂と体を癒す。しかし、私があなたにすることは、この世界とすべての世界で成し遂げるのだ。わ

が慰めの霊は、わが子たちの住むすべての世界に降りたからである。 

5 もしあなたがたが私を養うなら、もしあなたがたが私を受け取る方法を知っているなら、あなたがたはもはや私を否定することができなくなり、あなたがたに命を与えてくれ

たこのパンを疑うことも軽視することもなくなり、あなたがたの存在が絶えず感謝と愛の証となるであろう。 

6 約束された天の御国の喜びを、あなたは知っていますか？あなたは、完全な存在の生活がどのようなものであるかを心に描きたかったのでしょう。そして、歌、美、純潔、愛

について語るのです。しかし、今、私はその世界には完全な調和があることをお伝えします。 

7 いずれは皆さんもそのコンサートの一員となり、自分を完成させて私のもとに来たときには、その至福の時を共有することになることを知らなければなりません。 

そうすれば、あなたは私に会い、私はあなたが私に与える名誉の王座につくでしょう。 

しかし、あなたが自分の中に私の存在を発見し、私の作品、私の創造物の観想にうっとりするとき、その天の音楽はあなたの魂に響くだろう。あなたが私と共にいれば、最も美しい

ハーモニーを知覚し、最も甘い歌があなたの精神から私へと昇っていくでしょう。 

8 そうして、わがプレゼンスがあなたの中で輝いているのを感じるとき、あなたはすべての歩みの中にコンサートを、すべての音の中に啓示を発見し、あなたは私にとても近づ

き、ついには私をあなたの存在の唯一の理由と目標であると考えるようになるでしょう。私は、さまよいの最終段階に達した旅人が、自分の功績とその先に待っているものを自覚するよう

に、あなたを迎え入れます。 

9 皆さん、この美しい音色の音楽をまだ聞いていないのは、皆さんの魂がまだ脱物質化できていないからです。コンサートは、あなたの手が届く世界を超えて響き渡ります。し

かし、私は、あなたがすぐに私とともに到着できるように、道を整えているのだ。 

10 なぜ、人間の知性によるわが顕現を困難と考えるのですか？私がいつもあなたの魂とコンタクトをとっていることを疑っているのですか？の時は 

私はあなたの師であり、あなたの医者であり、あなたの父であるにもかかわらず、どうして私が遠くにいて、あなたの苦しみに無関心であると思うことができますか。 

11 聞いてください。世界観の戦いが近づいている。 

受肉した魂と実体のない魂が、混乱の海で攪拌されているのです。すべての人が、痛みと悪の収穫を提示します。すべて互いに傷つけ殺そうとし、破壊の業を行う。しかし、苦痛は彼らに

も襲いかかった。 

現代では、良い実を結ばない木はすべて切り倒すという仕事をする死神が存在します。この大きな戦いの中で、正義と真実だけが勝者となるのです。 

多くの教会が消え、いくつかは残るでしょう。ある者は真実を輝かせ、ある者は偽りだけを提供する。しかし、義の鎌は、地上に存在するすべての種が裁かれるまで、切り続けられ

る。 

12 そのような時代には、精神化した者が理想、高みに到達し、その知識によって真の知恵を得ることができるのです。人間の科学的な指針は必要ないでしょう。私の教えによっ

て十分に準備された魂は、あなたが知るべきことをすべて明らかにすることができるのですから。 

13 律法の学者、哲学者、祭司がわたしのもとにやってくる。わたしは彼らに答え、わたしのことばで彼らを改心させるだろう。ある者は、わたしを理解できず、混乱することで

しょう。他の者たちは謙虚に私に許しを請うだろう。彼らは私に証明を求めない。しかし、私は彼らを愛し、彼らが私を認識することを望んでいるので、彼らにそれを与えるだろう。 

14 科学者が人々に答えられないとき、彼らの問題や疑問を解決できないとき、彼らは私のところに来るのです。そうすれば、私が彼らを指導し、慰めるために待っていたことを

知るだろう。この言葉はキリストから来たもので、キリストは苦しんでいるすべての人を愛撫する方法を知っており、愛に満ちた言葉ですべての人に語りかけるのです。 

15 あなた方は浄化の時代に生きており、苦痛の嘆きはすでに聞かれている。しかし、その痛みこそが、あなた方が浄化され、神殿の柱となるために役立つのです。そして、あな

た方の後に新しい使徒がやってくる。 

16 私は、あなたが償いの道を進めることができるように、あなたとともに慰め、揺るぎないものを与える。敵を味方につけて、闘いの中で天の御国を勝ち取り、そこですべての

働きの実りを得てほしい。 

17 あなた方の運命は、愛すること、祝福することです。イエスが生きたように、常に父と一体となり、被造物のすべての存在と完全に調和して生きなさい。 

18 あなたが何か良いことをするとき、捨てられた子供を愛撫するとき、困っている人を支援するとき、無防備な存在を保護するとき、あなたは自分の中の声があなたを祝福し、

その道を進み続けるように励ましているのを聞いたことがありませんか？誰の声？それは、良心の呵責である。それは、自分を手本にした子供に報いる父の声である。 

19 もし、あなた方が私の神性の立派な子供、私の栄光の最初の相続人になりたければ、まずあなた方自身を清めなければならない。そして、最高の清めの水が良い仕事であるこ

とを、あなた方は知っている。私がこのように話すのは、私の王国であなたを待っていること、今日あなたは神のもとへ続く道を歩んでいるが、まだ長い道のりがあることを感じてもらう

ためです。あなた方ひとりひとりを使徒とし、使徒ひとりひとりを師としたいのです。 

20 私は、人類がさまざまな形で神への崇拝を実践していることに注目しています。しかし、私はどの宗教団体も重要視していませんし、重要でないとも思っていません。私はあ

なたに愛を教えました。真実はひとつだけです。 
人類を救済しなければならないのは、教会であり、司祭であり、多くの司祭であるなどと考えてはならない。あなたがたを匿い、慰め、愛し、あなたがたのために命を捨て、真理と

命の道を教えるのは、知恵と愛の羊飼いである私である。 
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21 もし、当時の人々が、私を見ることができると信じたのであれば、そのように 

彼らは、私の命を奪い、破壊し、私の教義を消滅させるが、それは、犠牲によって得られた、より多くの命とより高い栄光を私に与えるために成し遂げただけであることに気づいていなか

ったのです。私は十字架の上から、すべての時代の使徒たちを祝福した--同じ道を歩んで私に従ったすべての人々を。 

22 同様に、現在、私を受け入れ、私の仕事を続ける準備をしているあなた方を祝福します。 

23 イスラエルよ、疲れ果てた放浪者よ、第三の時代におけるあなたの運命を完成させるために、私の言葉を求めてやって来るが、あなたの唇には苦い言葉があり、心には痛みが

あるのである。あなたとあなたの子供たちは危険な道を歩んできた。そして今日、私の霊の呼びかけを聞いて、あなたは励ましを受けると確信して急ぐのである。 

24 ある者は、私の命令を期待して謙虚に会う。また、多くの罪を犯した後、私の前で後悔している人もいます。また、私の教えを興味本位で調べて、その中に自分を責めるよう

な間違いがないかと探す人もいます。私はあなたを知り、あなたを愛し、この日のためにすべてを受け取ります。 

25 私は謙虚な姿勢で、私を待ち望む心に短時間で良い知らせを届けよう。私は罪を犯した者を、私の言葉、すなわち清らかな水で清める。私が彼を赦し、私の弟子とすることを

知れば、彼は悔い改めて、もう罪を犯さないだろう。また、尋ねて疑う者には、真理を知り、わたしのあかしをするように、わたしは啓発し、証拠を与える。 

26 そして、準備が整ったところで、心を鍛え、雄弁な者たちのもとへ送り込む。しかし、私はあなた方に偉大な霊的能力を与えたのだから、彼らに劣等感を抱くことも、彼らを

妬むこともないだろう。 

27 科学はすぐに休止する。多くの学者は、自分が得た知識が魂の幸福と平安につながらないので、心を乱し、自分の知識を無駄だと思うだろう。この結論に達したとき、彼らは

私を求め、霊的生活の本質と目的を知りたいと願い、謙虚に私の秘密に入り込むことを許してくれるよう私に頼むだろう、そして私は、私の意志である限り、彼らが入り込むのを許すだろ

う。 

28 私に最も従うのは、貧しい者、相続されない者であろう。そして、わが言葉が豊かに配るこの霊的知識の大宝を得たとき、彼らは愛に満ちて、この時代にわが来臨の証を世に

伝えるために旅立つのです。ある者は預言者として現れ、ある者はみことばの賜物で人々の心をつかみ、すべての者は人々の間で愛の業を行うのです。 

29 蔑ろにされてきた国々、ボロ布に身を包んだ民族が、目覚め、私を愛し、人類に仕えるようになるのです。その中には、苦痛の中で浄化された偉大な魂も含まれています。こ

れらの生き物の中心には、わが使者、わが使徒が隠されている。私はすべての国々を召集し、短期間のうちに私の言葉の霊感を理解する者たちが私のもとにやってきて、私の開拓者となる

のだ。 

30 イスラエル、そこには私の命令を待ち、混沌の中で生きる同胞がいる。平和を願う人がいる一方で、破壊を求める人もいる。彼らは新しい地平線、新しい土地を見ることを望

み、他の暖かい土地に移住してそこに家を構え、神の法則を実現するために魂を開放することを切望しているのである。 

31 人々の宗教の実践の不完全性は、ver-of-of-of-of-of-of-of-of-of-of-of-of-of-of-の程度で消えていきます。 

そして、偽りの偶像に疲れた魂は、私の存在、私の言葉を待ち望むようになるのです。彼らは川のほとりでも、山の上でも、谷でも、砂漠でも、わたしを呼ばないであろう。彼らは魂の底

で私を求め、そこに神殿を建て、そこで私を愛するようになる。 

32 あなた方は、地上の権力者であった多くの人々が、その社会的地位から下降するのを見るでしょう。その状態で、魂の試金石のような大きな試練の後、彼らは私の教えを望み

、その徳ゆえに立ち上がり、私が人間に与えた賜物の真価を知ることになるでしょう。1950年には、多くの予言が的中することになる。 

33 乾燥した畑のようだった多くの心が実を結ぶようになる。しかし、わたしが日ごとに世話をしてきたあなたがたに、わたしは言う、「覚悟を決めて、わたしの種を散らす用意

をしなさい」。 

34 その年以降、「イスラエルの民」の間に争いが起こり、私の律法に基づき、注意深く祈り、働き続けた者だけが、他の者の保護となる。 

35 あなた方が安全に歩き、仲間を指導できるよう、光を授けたのです。 

36 今、私の話を聞いている人たちも、まだ私の出現から遠い人たちも、みんな祝福されなさい。 

37 皆さんが生きている時代は、闘争の時代であり、精神的な闘争の時代であり、世界観の闘争の時代でもあります。 

38 このヒントが必要なのは、ひたすら教えの謎を突き止めようとする人たちの前に立たなければならないからです。同じように、あなたはさまざまな信条の男女を前にして、ど

の教会や宗派にも努力する善意の人々がいて、その行動には完全性が含まれていることを発見するでしょう。 

39 私の恩寵はすべての人のためにある。私は人間界で、すべての人が、たとえ一瞬であっても、その心をわが神性への愛で燃え立たせているのを見たからである。 

40 地球上に散らばる人々は、今も善を行おうと努力し、隣人の役に立つ道を探しています。あなたがたに言うが、この決心をした者はみな、わたしと共にあるのだ。 

41 すべての場所、すべての国、すべての大陸に光が現れるときが来ると、私は言ってきました。その光は、人間の精神的な鍛錬によって輝きを増す。しかし、そのことによって

、より正確で新しい創造の概念、新しい精神性の概念が形成されるでしょう。そうすることで、精神的な成長の新しい段階が始まるのです。 

42 すべての知性ある人々が最終的に一つになるとき、彼らの神、永遠、精神的な概念が明らかになるであろう。人は多くの試練を経験することになる。しかし、これが終われば

、さらに真実が明るみに出るだろう。そして、常に透明で大きな声を出す真実は、すべての人に理解されることができるだろう。こうして、精神統一が現実のものとなるのです。 

43 私があなたがたに明らかにした教えと、あなたがたに与えた規則は、普遍的に認められるでしょう。しかし、あなたが伝えなければならないのは、表現の仕方ではなく、わが

言葉の意味であることを忘れないでください。 

44 また、礼拝の外形が変わっても気にしないことです。本当にあなた方に言いますが、あなた方の行動の本質と純粋さだけが父なる神様に届くのだと理解する時が来るのです。 

45 もし彼らがスピリチュアリズムを深く理解すれば、あなたが保持しているカルト狂信の最後の痕跡さえも捨てざるを得ないような仲間が、あなたのところにたくさんやって来

るでしょう。 
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46 私があなたの近くに来て、声の主を通して自分を知らせるとき、私は理解せず、感じずに聞く人々を発見する。また、好奇心に駆られてやってきた人たちも。精神世界に試練

を与えようとした人もいます。多くは必要な敬意が伴わない。しかし、目の前で確認される超常現象を、どうしてそんなに信じられるのだろうか。もし、この奇跡がより高い力のおかげで

ないとしたら、彼らはこの出来事について合理的な説明をすることができるだろうか？この作品は何なのか、質問してきた人にどんな説明ができるのか。 

47 信仰を持つ者は、これらの場所から祝福された水を取り、その水で奇跡を起こすのです。しかし、マスターはあなたに尋ねます：その水には本当に超能力が存在するのでしょ

うか？あなたがたに言うが、力は水の中にあるのではない、あなたがたの中にあるのだ、信仰と誠実な行いの中にあるのだ。主はあなたがたのうちに、自然とすべての被造物と同じように

おられるからです。あの時、「あなたの信仰があなたを救う」と言ったことを思い出してください。 

48 私は、あなたの知性に光を与え、あなたの感情を動かして、善の道へと導く永遠の奇跡です。しかし、人間は父にもっと多くを求め、魂の感性を通してのみ知覚すべきものを

、見て、聞いて、その手で掴もうとしたのです。しかし、私は愛のゆえに、わが子たちにゆだね、彼らを理解し、彼らに会っている。 

49 ですから今この時、私は私の霊界があなた方に近づくことを許し、あなた方の知性を通してその顕現を賜りました。そうすれば、あなた方全員がこれらの奇跡の実現を直接目

撃し、私のプレゼンス（存在）を信じることができるようになります。 

霊的存在の発現は、私の仕事のスカウトの側に悪意ある解釈を促し、彼らはそれを武器にあなたを傷つけ、中傷し、魔術師と断罪するでしょう。しかし、その宣言が種をまいた後は

、消えてしまう。そうすれば、私があなたに与えた贈り物は存在し続け、奇跡は起こり続けることがわかるでしょう。なぜなら、あなたはその後、私の教えの助けを借りて、積極的な慈善

活動を最善の方法で実践するために常に努力し、直感的にあなたの歩みを導くからです。 

50 私の言葉を探求し、私があなた方に固定した行動を処方しているのではないことを悟るようにしなさい。 

51 私の愛のエッセンスを保存し、人生の道しるべとして散布するのです。このような集会所を必要としなくなる時が来るからです。あなたの道、あなたの寝室、山、あらゆる場

所で、わたしは自らを知らせるだろう。慈愛を実践し、わが弟子であることを証明するために、あなたのフィールドは無限に広がるでしょう。あなた方ひとりひとりの境遇もまた異なるで

しょうが、必ず善を行う機会を与えてくれるからです。あなたは、思考だけでなく、行動、言葉、そして見た目でも、この善を行うことができるようになります。 

52 自分の行動を判断する良心に慣れなさい。そうすれば、私があなたの中に置いたものすべてを表現するために、あなたがどのように働かなければならないかがわかるでしょう

。 

53 もし、私の仕事の兄弟姉妹が、私の発現の理由を説明できないのを見たら、立ち上がって説明しなさい。そのために必要な知識は持っているはずです。 

54 信仰の使徒たちだけが私を取り囲む瞬間が来ても、驚かないでください。"召される者は多いが、選ばれる者は少ない 

"と言ったはずだ。しかし、これは私があるものを選び、あるものを拒絶しているからではありません。すべて呼びます。しかし、ある者は私のもとに留まるが、ある者は去っていく。 
55 多くの人が私のもとにやってきて、そして今もやってくるでしょう。しかし、残るのは隣人愛の種を内に秘めた者だけである。 

56 この言葉は、人間だけでなく、全地上に散らばった霊的な軍勢にも向けられている。 

57 あなたの自由意志に委ねます。好きなところに行って、愛を感じるところが一番嬉しいと感じるはずです。もし、わたしのことばが声の主を通してあなたを納得させないなら
、あなたがわたしを十分に感じるところで、わたしを求めなさい。 

私に従う者はみな、私を心に感じるからである。 

58 私は、あなた方自身の間で和解させたい、あなた方を団結させたい、決して分裂させたくないのです。私はあなたに光を与え、いざというとき、真実と非真実の区別がつくよ

うにします。 

59 私は、あなた方が父親のような温もりを求めてやってくる幼な子のように、あるいは人生の道しるべとなる知恵を求めてやってくるように見えるのです。 
60 あなたは確かに取るに足らない存在ですが、それはあなたの弱さのせいで、私があなたの人生の旅路にいろいろと与える教訓を生かしきれていないせいです。 

61 私の名前と私の言葉を知っている者は、自分を無知、無意味、弱者と呼ぶ資格はない。私は道であり、真理であり、命である」と、かつて私の言葉であなたがたに告げたので

はなかったか。もし、あなたがこの愛の道を歩き、私の知恵の光で自らを養うなら、あなたに何が不足するでしょうか。人はその誕生の瞬間に正しく泣くのです。魂はすでに、涙の谷が待

っていることを知っている。 

62 なぜ、この涙の谷を平和の地に変えないのですか？私の教えの意味は、その美しいゴールにつながるものだと理解してください。「善意の人々に地上に平和を」--

これは天の恵みであり祝福である平和で、人は互いに愛し合うという戒めに従うことによって得られる平和です。 

63 これこそが、平和を手に入れるための秘訣です。私はそれを世界に明らかにし、その王国の門を開く鍵を与えた。人間はこのことをよく知っているが、愛の道で平和、偉大さ

、知識を得ようとはしなかった。彼は自分の考えで世界を作り、自分の好みで平和を作ることを好んだのです。 

64 彼の仕事は、神の中の兄弟愛という基礎の上に築かれなかったために失われてしまい、今日、彼の虚栄の世界は崩れ去っている。人間は、自分の科学の進歩に誇りを持ち、自

分の発見に勝利の歌を歌いたいものである。しかし、その代わりに、愛を込めなかった仕事の結果を感じたとき、彼の胸から痛みと恐怖と自責の念の叫びが漏れるのを聞く。 

65 私の言葉が苦く感じられるか？それは、真実しか教えてくれない。 

66 私の言葉はイラクサではなく、小麦であり、闇ではなく、光である。 

67 私の意志を実行すれば、あなたは泣くことはない。私の教えを生きれば、幸せを知ることができる。互いに愛し合えば、完全な平和のうちに生きることができる。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 201 
1 人々：真理の霊がすべての魂に光を注いでいるこの時代、この形で私の話を聞く運命にある人たちには、集中して考えてほしい。そうすることでしか、私がこの時代にもたら

した神聖なメッセージを理解することはできないからです。このメッセージは、私があなたの魂に刻み込んでいる本であり、人類が最初の時代にすでに受け取った律法の神聖な解釈であり

、「七つの封印の書」が含む本質であり、その秘密は、私の言葉の光を通してあなたの魂を啓発することによって徐々に明らかにしつつあります。 

2 明日、私の教えを理解したとき、戦いが始まるのだ。あなたはもうこの形で私の言葉を手に入れることはできませんが、あなたの心の中に私の存在を感じることができるでし

ょう。 

3 第一の時代、神はモーセを通して律法を石に書き記した。イエスの言葉は、人の心に血で書かれた。そして、この時代、私はインスピレーションの光を通して、あなたの魂に

私の啓示を書き記すだろう。 

4 もしあなたが、私が自分自身を知らせる伝達者の不完全さに直面して疑っているなら、この不確実性にとどまってはならない。わが啓示が含む偉大さと真実に気づくようにな

ることがわが望みだからだ。 

5 この民が地方、部族、村、さらには国々に出かけて行って、良い知らせを宣べ伝えるためには、強く、霊的になることが必要である。今日、あなた方はまだ無知な子供で、自

分の使命が果たされる瞬間を待ち望んでいるが、その道中に待ち受けている落とし穴や試練をまだ知らないのである。しかし、信仰と愛に満たされた人は皆、嵐を乗り越えることができ、

自分の痛みには無感覚でも、人々の必要には無関心ではいられなくなるのです。 

6 この間、私の教えが長くなったのは、多くの人に聞く機会を与えようと思ったからです。そうすれば、罪のあるなしにかかわらず、すべての目が私を霊的に見るようになり、

あなた方の希望と信頼をよみがえらせるという、過去に私があなた方にした約束が果たされるからです。 

7 あなたがたに渡すみことばを書き記すことは、わたしの意志である。なぜなら、その中には、明日の人々に知られるべき予言、告知、メッセージがあるからである。記憶力が

ないことが多いからです。 

8 私の言葉は、世界中の男女を含む覚醒した人々を育てており、彼らの力は彼らの霊性に基づいている。この民に、世界の平和と正義と道徳と真の信仰の回復を託す。 

9 今日、人類は見かけによらず眠っているのです。しかし、あなた方は本当に驚き、わが使者の声を聞いたとき、まるで花が太陽の光の暖かさと愛撫を受けるために開くように

、ある共同体が心の扉を開くのを見ることになるでしょう。今、私の話を聞いているあなた方は、すでにその一員であり、将来、全地を覆うまで成長する。あなたの任務は、人々に物質主

義を捨てるように諭し、霊と霊との対話を説き、大きな試練が彼らの上に醸造されているとき、あなたの仲間を信仰にとどめることです。 

10 今、私の言葉を聞いた大勢の人々は、明日起きる人々のほんの一部に過ぎない。試練や嵐が襲ってきても、団結することがその務めです。もし散り散りになれば、戦いは失わ

れ、これまで導いてくれた星も消え、砂漠の広大な孤独の中に迷い込むことになるのだ。それが私の真実の証になるのだろうか。それは、仲間に対してどのような模範を示すことになるの

でしょうか。 

11 愛する弟子たちよ、覚えておきなさい。私があなたたちに語りかけるために降りてきて、あなたたちを通して私の神聖なるプレゼンスと言葉を知覚させたのだから、あなたた

ちの主人は偉大な救いの行為を意図しているに違いないのだ。しかし、私が教え、愛したあなた方は、決して私の神聖な教えからその力を奪ってはならないのです。 

12 弟子たちよ、もし霊的な賜物を持ちたいと思うなら、愛と善を行う願望がその願望を与えてくれるようにしなさい。私の恩寵を受けようとするのは、自分の虚栄心を満たすた

めだけではないはずです。これらの贈り物によって、利殖によって財産を得ようとしてはならない。 

あなたがたに言うが、愛が何らかの代償を期待した時点で、その瞬間から愛ではなくなるのだ。そして、人が行う利益が、その報酬を受け取る目的を持った時点で、それはもはや利

益ではありません。ですから、もしあなたがこれらの才能を持ちたいと願うなら、それをあなたに植え付けるのは愛でなければならない、と私は指摘しているのです。 

13 この道で私についていこうとする者は、すべての利己主義、エゴイズム、虚栄心から心を解放しなければならない。純粋な心があってこそ、人はわが愛を感じることができる

。 

14 あなた方の一人が善い行いに励み、困っている仲間のために祈り求めているのを発見し、その心が隣人の痛みのために悲しみでいっぱいであるのを見たとき、わが神聖なる愛

はその人にわが癒しのバームを一滴与え、彼が求めた奇跡を授けるのだ。 

15 このとき、その責任者である子どもは 

もし、ある人が仲間のために父にとりなしをしたなら、その人は私の恩恵を受けた困窮者に自分の要求したものを与えたのですから、それは大きな喜びです。一方、人生において積極的な

隣人愛を実践するという課題を持つ人が、その賜物を利己的な目的のために誤用した場合、その人は気づかないうちに御父の恵みを奪い、もはや何も与えることができなくなり、自分自身

を欺き、同胞を欺いてしまうのです。この悪い「働き者」は、自分の行く手に麦ではなく、燕麦ばかりを蒔くのです。彼は悪い行いをした後、非常に苦い味、不満、落ち着きのなさが残り

、父の優しい顔の中に、自分の行いを祝福し確認する愛の微笑みを発見することも、兄弟に自分の霊的才能の影響を感じさせることもできない。 

16 病人が快方に向かったり、苦しんでいる人が慰めを受けたり、奇跡が起きたとしても、この奇跡はその「働き手」によるものではなく、無知ゆえに主の悪い弟子に全託した困

窮した人に対する御父の無限の憐れみによるものであった。それにもかかわらず、悪いしもべは、奇跡が起こったとき、自分のとりなしと霊的な賜物のおかげだとし、そのあかしを使って

、自分を信頼する者を増やしていくのです。そして、私の正義が彼らを苦しめ、彼らがその誤った歩みを止め、自分の行いの偽りを反省し、正しい道に戻るようにしなければならないので

す。 

17 私の正義による最初の訪問で、自分の罪を悔い改め、自分の異常の道を歩まないことを決意し、すべての罪を償うよう努力した人々は幸いである。なぜなら、魂の満足は地上

のものとは比較にならないことを、こうして証明したからである。他の人々は、良い仕事が心に残す平和を低く評価し、お世辞や銭で支払う薄っぺらな支払いを受け入れ、前者は魂を大き

くし、後者は小さくして劣化させることに気づくのが遅すぎました。 
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18 私の畑で働く者』であれば、誰でも、私がその者を遣わして、私のあかしをさせたことを知らなければならない。しかし、彼のあかしが真実であるためには、彼はその行いに

よって、すなわち、慈善の行い、良い言葉、良い思いによって義とされなければならない。そうすることによって、彼の心が純粋さを保ち、私が彼のうちに自分自身を知らせることができ

るようにするのである。 

19 かつて私は、「御子を知る者は父を知る」と言いましたが、それは、私の地上での働きによって、あなたの父がいつもあなたに降り注いでいる愛がわかるようになったことを

伝えたかったのです。今、私は、私の弟子たちの働きによって知られたいと思っていることを告げます。 

20 この民がついに私を理解し、この教えに従って生活を指揮し、真の愛でその十字架を抱くとき、人々は目覚め、自分の業を自覚し、自分を導くのは真理であると納得せざるを

得なくなるのです。そして、私の作品を神の啓示とみなし、同様に宗教、教義、世界観と呼ぶようになるのです。 

21 弟子たちよ、私が示した使命がどのようなものであるかを学び、理解しなさい。自分の責任を自覚し、自分の仕事を一つ一つ吟味して、すべてがわが教えの真理に適うように

しなさい。 

22 多くの社会、教団、集会で、人々は互いを「兄弟」と呼び合う。彼らの唇は「ブラザー」という愛すべき言葉を発音するが、たいていの場合、それを心で感じることはない。 

23 この言葉の意味をよく理解すれば、自分が生まれてきた命の源がわかるはずだ。あなたがたは、わが神聖なる優しさを理解するであろう。そして、あなたがたは、自分たちの

間でよそよそしく暮らし、自分たちが他人と呼ぶ人たちを無関心に見、常に互いに侮辱し合っていることを考えると、これらすべてがあなたがたを後悔で震え上がらせるであろう。 

24 私がこの世に生まれて人間と暮らすようになったのは、あなた方が兄弟であることを教えるためです。私はマリアに肉体を得て、あなたがたを私の兄弟と呼び、互いに愛し合

う方法を示した。私の教えの全ては、あなた方が父を愛し、父を讃えることができる神聖な唯一の法則を示すことでした。互いに愛し合わずに、どうして私を愛することができようか。ま

ことに、あなたがたに告げます、あなたがたの捧げるものは、すべてあなたがたの同胞に分配したほうがよいのです。父はすべてを持っておられるが、あなたがたにはすべてが欠けている

。 

25 あなたがたの生活と仕事のすべてを、わたしの模範によって奮い立たせなさい。本当に言っておくが、もしあなたがたがそうするなら、あなたがたはすべての道においてわた

しをほめたたえ、あなたがたの愛の真の証拠を示すことになる。もし、人が自分の存在を高めるために全能力を結集するならば、彼らは自分の中に私の存在を十分に感じるだろう。ある人

は知識を、ある人は愛を、ある人は親切を、ある人は科学を、ある人はインスピレーションを、そしてある人は力を提供するのです。そうすれば、あたかも一人の悟りを開いた、偉大で、

善良で、それゆえに強力な人間によって生み出されたかのような、強力で統一された人類が誕生することでしょう。この人は、私が長い間、私の愛の法則を刻んできた人だ。 
26 彼の心の岩は硬いが、私の言葉という神のノミの鋭さに耐えることはできない。 

27 私は、人類の調和の時をお知らせします。これは、昔、私の預言者があなた方に告げたことでもある。そして、国々が友愛し、パンと力と知識を分かち合うのを見るでしょう

。以前は戦争や敵対関係の中でしか生きる術を知らなかった人々が、平和を築いているのを見ることになるでしょう。あなたは、彼らが人間の真の医師として、どのように病人に慰めを与

えるかを見るでしょう。 

28 あなた方は今、本当はまだ、わが掟の中の兄弟姉妹として生きることに成功していないことを自覚しているのだろうか。その頃すでに、私の最高の戒めは「互いに愛し合うこ

と」だと言っているのですが、なぜだかわかりますか？ 

29 私は今、あなた方の心からその最高の戒めを消し去るために来たのでも、他の戒めに置き換えるために来たのでもない。揺るぎない、不変のもの。私はただ、あなたがその範

囲を理解し、その意味を認識するために、それを説明するのであって、それは私の知恵である。 

30 この人類はいつになったら、この法則を実現することにこそ、これほどまでに必要としている平和があり、今不足している健康があり、見つけたことのない幸福があることを

理解するのでしょうか。 

31 人々は知らず知らずのうちに、その地点に到達したとき、ようやく真実の光に目を見開くように動いていることを私は知っています。 

32 このような話をした上で、皆さんは隣人を「兄弟」と呼ぶとき、この言葉の意味を理解し、今日私が話したことの真意を感じ取ろうと努力してほしいのです。 

33 私の父の愛であなたを受け止めます。私の声を聞く者の数は少ないが、私は愛をもって自らを知らせることをやめない。 

34 あなたの心は私の光で満たされ、それによってあなたの疑念は取り除かれるでしょう。 

35 私に従う者の数は少ない。それでも、私は彼らが無力であることを見る。しかし、見よ、わが言葉は彼らを、疲れ、傷つきながらも、いつの日か、平和と兄弟愛の象徴である

旗を右手に振ってゴールに到達する、力強い兵士に変えるであろう。あなたの勝利は、多くの人を勇気づけるに違いありません。 

36 自分の使命を認識し、それを全うする者は幸いである。魂が成長するためには、確固たる決意、強さ、意志が必要です。これが欠けていると、進歩が遅く、その完成のために

は多くの地球の生命を必要とします。人々は、完成に向かう魂の道である私の教えをすべて知らなければなりません。直感だけでは十分ではない。道を踏み外さないように、時間と機会の

価値を認識し、魂の死者でなくなるように、知識も必要なのだ。 

37 生命は肉体よりも魂に現れるはずです。しかし、創造主が人間に与えた神聖な輝きの中にある、すべての人間の中に存在する恵みを表現した人は、どれほど少ないことでしょ

う。 

38 もし、人々が透視能力を心の中に保存することができたなら、それを通して自分の過去、現在、未来を見ることができるだろう。 

39 スピリットは私の神の叡智の本のようなものです。どれだけのものが入っているのか!時には、あなたには理解できないほど深い啓示を与えてくれる。 

40 すべての人間の中に存在する光の輝きは、人間を霊的なものと結びつける絆であり、人間をあの世と父とに接触させるものである。 

41 もしあなたが注意深ければ、すべてが永遠の命に関係していることがわかるでしょう。 

42 私の畑には、この種を蒔き、育てることを学び、澄んだ頭と善意に満ちた心を持った働き手が必要です。私の贈り物を受け取った多くの人は、一時的に父のもとにとどまり、

その後、快楽を追い求める「放蕩息子」になってしまったからです。しかし、私の言葉は実現し、彼らは帰ってくる。しかし、私のもとに戻ってくれば、私がいつも優しい父であることが

わかるだろう。 
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43 あなた方大勢は、この仕事のメッセンジャーとして出発し、すべての兄弟にグッド・ニュースを届けなさい。私の言葉を信じることで、奇跡を起こすことができるのです。こ

の光は、人類を眠りから覚ますだろう。 

44 それを知るために、一歩一歩、道を進んでください。それは、私の法の広範な道である。その上での葛藤が延々と続く。時には非常に苦い杯を飲むこともあるでしょうが、魂

の中に主の平和を感じるとき、無限の満足を味わうことができるのです。 

45 私は道を導き、道を示す。羊のように従順であれば、つまずくことはない。もしあなたが、私があなたをどこに導いているのか尋ねるなら、私はあなたに答えよう：魂の最高

の至福へ。愛の十字架を背負っていれば、誰が人生の道で滅びることができようか。私があなたに、人生のすべての時間を私に捧げよと要求しているとは思わないでください。あなたには

地上で果たさなければならない義務があり、それらもまた神聖化され、あなたの霊的運命の一部を構成していることを知るべきです。 

46 私の場合は、毎日、簡単な霊的な祈りだけをお願いしています。しかし、私に奉献するその瞬間、あなた方はあらゆる人間の貧しさや惨めさから自らを解放し、真に私の前に

立ち、私の愛撫と平安を享受することができるはずです。 

47 皆さんには、霊的に果たすべき課題があります。ある者は今まで住んでいた地域を離れず、またある者は他の土地を目指し、旅立ちます。ある者は親族のもとを離れて仕事を

し、ある者は家族の懐で仕事をする。 

48 ある人は、マスターはこの時、あなたに精神的な仕事を託しただけだと考えています。しかし、それは大きな間違いです。あなたの魂は、その起源から、自らの中にあらかじ

め描かれた発展の道筋を持っているのです。今回も、過去と同様に、私は、あなたの魂がこの地上に来る前に父と交わした約束を思い出すだけです。 

49 弟子たちよ、愛をもって自分の任務を受け入れなさい。そうすれば、あなた方の同胞が私の足跡に続くことを達成できるだろう。あなた方は、この種をまく人になるために必

要なものはすべて持っていることに気づかなければなりません。あなたの魂と肉体には、試練に耐え、戦いに勝利するためのすべての能力が備わっているのです。 

50 汝の魂を肉体の舵取りとし、汝の精神の光で道を照らし、肉の情念と衝動を支配するのだ。そうすれば、課題を達成するのは簡単なことです。 

51 一人一人に託された霊の種は、増やして私の穀倉に保管することを忘れないでください。これによって、あなたは、自由に使える時間を活用しなければならないことを理解す

るでしょう。 

52 苦難の杯を辛抱強く飲む者は幸いであり、最後にはその苦痛は幸福に変わるのです。信仰と勇気に満ちていれば、人の裁きを恐れることはない。一つの弱点や間違いが、重大
な結果を招くことがあるからだ。もし、あなたの仲間の一人が、世界を覆う暗闇によって盲目になったばかりに、あなたの心を裏切り傷つけたなら、彼を許し、私のもとに来なさい、そう

すれば、私はあなたの傷を私の愛で塞ぐことができる。 

53 あなたの十字架の重荷を忍耐強く負い、この存在と困難な霊的使命を遂行することが、あなたの魂をその権利のある王国へと引き上げることを可能にするのだと知ってくださ

い。 

54 地上での任務を果たせば、来世でも果た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 202 
1 あなたの霊のまなざしで、あなたの父の前にあなたを導く星を見なさい。 

2 この救い主は、人生の悲しい巡礼に悩むあなたがたの魂が必要とする神の温もりを、その言葉によって伝えてくれるのです。 

3 あなたが苦痛のために私に近づくとき、私の愛はあなたを受け止めます。信仰を持ち、この顕現の荘厳さに参加する。 

4 あなたの心に寄り添い、私の存在を心から感じられるような存在になりたい。私があなた方の最初の光であり、神の約束であり、あなた方の魂を神にふさわしい完全なものに

しようと努力する疲れを知らぬ主であることを、あなた方と私はこの夜の調和と親密さの中で一つになりたい。 

5 たとえ1時間でも、あなた方と一緒にいたい。しかし、あなた方が私から離れることができないように、そのようにしたい。ほら、あなたがたを真心と希望と癒しのバームで

満たしたい。そして、私がこのような夜にこの世に現れたのは、私の人生と模範的な業を通して、天の国へと続く道を示すためであることを思い出してほしいのです。 

6 このみことばの真髄を心に受け、心から静かに発せられるあなたの祈りが、この厳粛な時間に天のすべての歌と一体となるように、私に近づけなさい。 

7 皆さん、貧しい人のために、苦しんでいる人のために、投獄されている人のために、病気の人のために、孤児たちのために祈りなさい。あなたの思いが、苦しむ人を救い、悲

しむ人を励まし、泣く人の涙を乾かすことができるよう、お祈りしてください。 

8 あなた方の中で、どんなに心が荒んでいても、この瞬間に心を動かされない人はいないでしょう。しかし、他人のことを考えるには、自分を忘れていなければならないとも言

う。そうすれば、彼らもあなたも私も、この霊的な交わりの時間に一体となることができるのです。 

9 そして、今日の私の教えが終わったとき、私の存在の痕跡として、この民にとって忘れがたい香りを残していくだろう。 

10 苦難と傷に満ちたあなたの心が私に差し出す枯れた花を集め、そこに信仰と希望の灯火を残しておこう。 

11 人類の心の中に新たに立ち上がるために、私の霊が今日求めているのはあなたの心なのです。 

12 本当に申し上げますが、もしあなたが私の文章をあなたの掟とし、私の歩みを追い、私を手本とするならば、何世紀も前に人間となったときに不死の種をもたらした神聖な愛

が、あなたの心の中で花開き始めることでしょう。 

13 私は今、この愛の理由を説明するために来たのです。あなたが理解できなかったからです。 

14 あなたの魂は私に耳を傾けながら震え、私にこう言うのです：「主よ、あの時、私はあなたと一緒にいたようです。あなたの言葉は、私にすべてを思い出させてくれます。こ

の不安から私を解放してくださいますでしょうか、ご主人様" 

15 あなたがたに言うが、そのころ、霊も人も、わが来臨と世におけるわが働きの証人であった。 

16 あなたの魂は、たとえ別の世界に住んでいたとしても、別の身体に宿っていたとしても、同じです。今日、それは違う目で泣いているが、その本質は同じであり、その問いか

けも同じである。彼女も私に尋ね、私を見ようとし、私を発見しようとする。そして、恐れるな、喜べ、無限大の人生は絶え間ない問いかけであることを悟れ、神の教えを理解するには謙

虚で忍耐強く、強い信仰心を持つことが必要であることを伝えます。 

17 まず大を理解し、次に小を理解したいと思うことはよくあることです。しかし、まずは自分自身を知ることから始めましょう。自分自身を理解し、自問自答し、そして自分の

存在の炎をどのように養い始めるかを体験してください。神はそれを聖霊の火で燃やされたからです。 

18 漠然とこの指示を理解しているのは、自分の成長に対応する以上の知識を持つことができないことを知っているからです。しかし、自分の存在の中で、自分の魂の神殿で、私
を求める方法を知っている人は、何世紀にもわたって説明を見つけることができなかったこれらの質問に対する答えをすぐに受け取ることができると、私は保証します。 

19 もし人間に霊的なものに対する反抗心があれば、その小さな心が無限のものを判断できないのは当然である。そして、師が父なる神の偉大さを語るように、人間はこの真理が

含むものを把握することができないのである。 

20 私は、あなた方に、あなた方が神について持つべき知識について、正確に話しているのだと言わなければなりません。すべてを把握し、すべてを貫き、自分の思うように知る

こと、それは実現できないからだ。 

21 神を本当に知っているのは神だけだ、と師は語る。 

22 人々よ、今この時、宇宙が主を迎え、礼拝している深い沈黙に気づいてください。すべては愛に満ちた献身、崇高な瞑想、深遠な崇拝に没頭している。 

23 その理由は、すべての存在とすべての被造物は、私が今まさにわが言葉を与えていることを知っているからです。この言葉は、人と自然の王国が従い、難病が道を開き、死者

がよみがえるイエスの唇から出た言葉と同じものです。 

24 自分自身を準備し、高める方法を知っている人のための精神的な饗宴のこの夜、あなたは目に見えない、触れることのできない、あなたが天使と呼ぶそれらの存在の存在と訪

問を持っています。もし、あなたが自分の魂を肉体から切り離すことができたなら、野原や街、家や宇宙が、光と平和と愛のメッセンジャーである無数の存在たちの天の輝きに照らされて

いるのを見ることでしょう。 

25 天は地上に近づき、その光は、時間をかけて思い出す人と、霊的な真理を忘れてしまった人の両方を求めます。 

26 人々よ、せめてこの夜だけでも喜びなさい、あなた方はまだこの平和を永遠に保つことができないのだから。 

27 誠心誠意、善に帰るという自然な喜びの心で喜びなさい。そうだ、永遠の悟りである精神の喜びで喜べ。 

28 ラビがこの世に誕生した日にちなんで、この夜を「聖夜」と呼んでいるんですね。 

29 このような思い出の神聖な影響の下で、人々は近づき、不在だった人を思い出し、過ちを許し、家族が集まり、友人が訪れ、心が希望で満たされるのです。この夜、人々は心
の硬直の中に少し心を入れ、物質主義の中に少し精神を入れるのです。しかし、あなたに尋ねます。この夜だけは、人が「聖なるもの」と呼ぶにふさわしいと思いますか？少しの愛で、あ

なたの存在のすべての夜と昼を「聖なるもの」にして、人生はすべての瞬間に聖なるものであることを経験することができないでしょうか。 
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30 あなたは私にこう言います。"あなたが私たちの世界に来て、愛のメッセージを伝えてくれたあの夜を毎年記念する夜です"。しかし、その時は、「ことば」が人となったあ
の人が生まれた瞬間を指しているのであって、わが霊はその時も、以前も、そして今日も、人に寄り添っているのだと、私は答える。 

31 しかし、あなたがたが完全に掟と真実と互いに愛し合う日常生活を送っていない限り、せめてこの想起の夜に霊的に一致する努力をしなさいということです。 

32 すべてを私に求め、すべてを私のもとに来なさい。しかし、従順に、謙虚に、あなたの主の慈悲からすべてを期待して来なさい。 

33 誰も自己中心的な考えや虚栄心で来てはならない。あなたがたは、貧しい罪人でありながら、わが赦しの水晶でその汚れを洗う謙虚な者として、わがもとに来たと言うのであ

る。 

34 ああ、もしあなたが私と一緒に霊的に来て、ここから人類のすべての不幸を見ることができればいいのに。 

35 もし、権力者や金持ち、快適な生活に囲まれている人々がその夜、私と一緒にいたいと望むなら、私は彼らを霊的に、彼らが見たくない苦痛と貧困の場所に連れて行くだろう

。 

36 そして、「ちょっと宴会を離れて、あなた方の兄弟である貧しい人たちが住んでいるところを一緒に訪ねましょう」と言う。ある人は悲しみ、ある人は喜びを分かち合うこの

祝福の夜を、彼らはどのように祝うのだろうか。安心してください、ほんの少しの間だけお願いします、その後は宴会と歓談にお戻りください、と言うことです。そして、彼らをあちこち

に連れて行き、惨めな夜のキャンプの孤独の中で、希望だった子供たちを戦争で奪われたことを嘆き悲しむ老母を見せるのである。 

37 この女性は、記憶と祈りだけで生きている。快楽に酔いしれる者が多い中、彼女は苦しみの杯を飲み干す。彼女の魂は、この世を去り、永遠に続く時を待っているだけなのだ

。彼女の人間に対する希望は、とうの昔に消え失せてしまったからだ。 

38 その後で、人の間をさまよい、隣人の命を尊重せず、困窮者を愛したり理解したりしない子供たちを見せるのです。 

39 私は、このような人々に、人間の無知さゆえに、多くの不公平、多くの悪意、利己主義、残酷さの理由を問う子供たちの深い質問を聞かせたいのです。 

40 そして、嵐に打たれて枝が折れるように、自分の体が壊れていく病人の息苦しい呻きや嘆きが聞こえるような場所に連れて行くのである。病める者、敗れた者、忘れられた者

。 

41 その後、私は刑務所の門に私たちを通させ、愛と慈悲と光と正義と平和の欠如のために、刑務所の暗闇に落ちてしまった何千人もの人々を見させるだろう。 

42 そして私は、権力への邁進、貪欲、憎悪、物質主義、支配者の偽りの権力への飽くなき渇望がもたらしたすべての不幸と苦痛を、あちこちから一つの映像に映し出して見せる

のだ」 「自分が強いと思っているがそうではない人たち、正当なものを誰にも所有させない人たちのことだ。 

43 しかし、私は彼らを呼ばない。なぜなら、彼らは私の声を聞きたがらないことを知っているからである、彼らの良心には聞こえているのだが。 

44 しかし、現在私の話を聞いている人々で、窮乏、孤独、寒さ、そして孤児であることを知り、それゆえ、飢えと渇きから正義を求めて叫ぶ人々に非常に共感している人々よ、

私のもとに来なさい、そして、私たちは共に霊をもって病人、苦悩者、世界のすべての貧しい人々、忘れられた人々を訪ねよう。 

45 私のマントを広げ、あなたのマントと一体化させ、愛情をもって全人類を覆う私を見ることができるように、来てください。もう泣くな、悲しむな、人生の光である信仰と希

望に目覚めよ」と、泣く者に向かって言う私の霊の声を聞くために来なさい。本当に申し上げますが、あなたが真の信仰をもって祈り、再び「目覚める」ことができれば、この人類の苦痛

の日々は短くなるのです。 

46 そう、愛する人々よ、ここから、私の声を聞くために休む席から、あなたの魂を私の住まいに近づけることができる。そうすれば、人間、彼らの兄弟の悲劇をよりよく見て、

理解し、感じることができるだろう。 

47 拍手喝采に包まれたあの群衆を見ますか？彼らは、戦闘中に短い休戦を取り、私に数分間の祈りと追憶を捧げた兵士たちである。しかし、彼らの喜びと幸福感は欺瞞に満ちて

いる。彼らは苦しみを和らげるために食べたり飲んだりする。彼らの心には大きな痛みがある。彼らは苦しんでいる、人々、彼らは非常に苦しんでいる、特に彼らにとって苦痛であるこの

夜に。すべての記憶は刺し傷であり、思い浮かべる名前や顔は傷である。 

48 あなたが悩みを抱えながらも平穏に過ごしている間、親や子や妻は、抱きしめることができない苦しさや、もう二度と会えないかもしれないという恐怖に耐えなければならな

い。 

49 多くの、多くの人々が、生活を破壊し、家や町を荒廃させ、痛みと悲しみと涙をまき散らし、そして、家族の元へ、平和の元へ、懐に戻る権利を失ったと思い、苦しんでいま

す。 

50 彼らの多くは無罪であり、心の中には憎しみも破壊の意志もないことを私は知っています。私は、彼らが犠牲者であり、奴隷であり、真に邪悪な者の道具であることを知って

います。 

51 私だけが彼らを救うことができ、私の愛だけが彼らを守るように覆うことができる。世界では見捨てられている。 

52 この試練が何を意味するのか想像もつかないが、今日、私の言葉によって心の最も敏感な糸に触れた人々よ、慈悲と光に満ちたあなたの思いを彼らに送ってあげなさい」。な

ぜかというと、彼らはなぜかわからないが、力を得て、祈りと希望を持つようになるからである。 

53 祈ってください。そうすることで、世界が新しい日の光を待ち望むようになり、人々が私の約束を思い出すようになります。 

54 また、私はあなた方に言います。では、次にその心境に迫ってみましょう。 

子どもたちから、そして、何もかもが足りない人たちを探しましょう。彼らのことを考えなさい。彼らは眠っていて、夢の中では誰にも非難されることはない。 

55 今日、食卓にパンはなかったが、新しい日に向けて自信を持って休んでいる。ボロボロの服を着ていても、無邪気だから恥ずかしくないし、体が温まらないのに微笑んでいる

。アーギュメントのない笑顔は、天国の清らかさを映し出し、地上の天使のようです。 

56 無邪気よ。あなたの最高のマントで彼らを覆いなさい、彼らこそ天の王国なのだから。 

57 あなた方はこの夜を「聖夜」と呼び、私はすべての子供たちに祝福の洪水を浴びせます。 
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58 私はあなたのものであり、あなたは私のものであることを知りなさい。私があなた方、庶民の間に住み、貧しく生まれ、いばらの中で労苦し、窮乏の中で死ぬことによって、

あなた方に対する私の愛を証明したことを思い出してください。 

59 あなたは私について、私があなたを理解していないと言うことはできません。私はあなた方の苦しみを見ただけでなく、私自身がその苦しみの中で生きてきたのだから。 

60 そして、人生の春を過ぎ、冬の寒さを感じるようになった人たちのことも話しているのです。年を取ると、体力、気力、健康が不足する。仕事は難しくなり、手足は不器用に

なり、協力も求められなくなる。 

61 こうして高齢者は、他人の生活闘争から排除され、一人取り残された自分を目の当たりにし、謙虚な心は悲しみに沈み、苦難、不幸、飢え、孤独を知るに違いないのである。

彼らもまた、あなたの助けと慰めを必要としているからです。人々よ、彼らを愛せよ。そうすれば、私があなた方に言うであろう霊の宴の大テーブルに座る権利を得ることができるのだ。

師に従い、苦しむすべての人を理解することができたあなたがたは幸いである。 

62 こうして、自分の中に慈悲の心を育み始めるのです。そうすれば、わたしはあなたの手を用いて、わたしの祝福を彼らに伝え、二度と、わたしがあなたの手を用いて兄弟に与

えることに抵抗することはないであろう。 

63 もしあなたが今までに積極的な慈善活動を実践してきたのであれば、それを続けてください。しかし、もしそうでなければ、あなたのドアをノックする最初の困窮者から始め

ましょう。それが魂や身体の病人であれ、荒れ果てた心、やもめ、老人、子供であれ、です。 

64 本当に困っている人はイエスの代理人であり、イエスはその一人ひとりの中に入って、あなたに「私は渇いている」と言い、あなたが互いに愛し合うことを渇望していること

を忘れないでください。 

65 この人類が提供する大きな痛みと不幸の映像を前にして、人々の心が揺らぐことはないのだろうか。はい、はい、可能です。私は、何の苦労もしない人々が、神の子である人

間よりも優しさをもって、自分の持っている宝物をその眼差しで愛撫しているのを見ます。 

66 愛する人々よ、あなたたちはこの短い時間の中で、私に同行して困窮者を訪ねてきたのだ。このために祝福されよう。私が金持ちや権力者を忘れたと思わないでください。彼

らは私を必要としていないように見えるが、私は彼らの悲惨さ、苦しみ、また不幸を最もよく知っているからである。しかし、今日、彼らはすべてを手に入れたと思っている。では、なぜ

私に助けを求めるのか。彼らによれば、私は病人、偏狭者、苦悩する者のキリストなのだから。彼らは、真の永遠の至福を与えるために、彼らを偽りの輝きから救うことが私の仕事である

ことを知らない。 

67 あなた以外の誰が、私の言葉を熱心に聞き、その魂が愛に震えるのを感じたか知っていますか？それは、愛する人々よ、創造主の懐に住み、その心の奥底で常にイエスの記憶

と結びつく母なる霊、マリアである。 

68 彼女の世界は短かったが、私よりは長かった。彼女の短く愛情に満ちた言葉は、天国の愛撫のようだった。 

69 霊的に彼女を感じ、愛し、霊的に彼女に振り向く。あなたが慈悲の行いをするときはいつでも、彼女はあなたとともに、苦しみ、血を流す世界の上に執り成しと母性愛のマン

トを持ち、あなたの嘆きや悲しみの一つ一つに、温かく答えてくれる声を聞くことができることを知りなさい。怖がらないで、私はここにいます、信じてください。 

70 人々よ、あなたは私と共にあり、私の息がこの祝福された夜、あなたの心に入り、すべての苦難を忘れさせてくれたのです。 

71 あなたの救い主の光が、あなたが今日渡るこの嵐の海を導き、導いてくれるよう祈ってください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 203 
1 自分の存在の最高点を発見するために知識を広げたいと願うあなた、ようこそ。 

2 はっきり見たいと願う人は幸せであり、祝福されるだろう。しかし、本当に言いたいのは、自分の目を覆っている包帯を取る努力をしない限り、これは実現できない、という

ことだ。 

3 人間は二重の罪を犯している。最高の教えを知ることを妨げている包帯を外す努力を全くしないばかりか、魂の快楽とは対照的に--

肉体の快楽へと誘惑する物質の束縛から自分を解放しないのだから。このため、彼は情熱の支配下に自分を隷属させ、自分の魂が何もしないで治らない跛行者のようになることを許してい

るのだ。 

4 どの地域でも、大多数の人は不安定で、どこへ行っても弱い人にしか会わない。その理由は何でしょうか？自分がはまり込んでいる汚物から抜け出す勇気と十分な意志の力が

ないこと、物質に縛り付ける枷を偽造する惰性を克服しないこと、これがあらゆる悪徳、あらゆる誤りの起源である。 

5 しかし、人間は自分に与えられたその力、つまり意志を生かそうとしない。 

6 一方では情熱と欲望が、他方では理性と意志が、この戦いに勝利してあなたが解放されたと言えるようになるまで、戦うのです。 

そうすれば、偉大な預言者、偉大な覚者、「超人」になることができるだろう。そして、野生動物と一緒に暮らしたり、爬虫類と遊んだりすることができるようになるのです。本当

にあなたがたに言うが、あなたがたを苦しめるのは、あの小さな兄弟を恐れさせる罪であり、また、これが彼らがあなたがたを攻撃する理由でもあるのだ。 

しかし、じっくりと人間を観察してみると、虎よりも荒々しく、コブラよりも毒を持った人間がいることがわかる。 

7 古代の預言者たちが奇跡を起こせたのは、そうなるように運命づけられていたからだと考えてはいけない。いや、勝利するまで戦い、神殿の真の奉仕者となったからだ。しか

し、本当にあなたがたに言います。真理を達成するために最も努力する者は、罪と情熱に左右される。 

しかし、あなたは自分を啓発する光を持っています。それは神の力であり、不滅の純粋な性質であり、すべてを活気づけ、人間を最高の至福へと運ぶ不滅のエッセンスなのです。こ

の不滅のエッセンスは、すべての人間が持っている純粋な要素である。しかし、人間は地上の快楽に毒されたため、この不滅の物質、この不滅の本質は、死すべき衣に覆われ、自ら進んで

犠牲となったのです。 

しかし、それが持つ力によって、死すべき人間の尊厳を徐々に回復させ、その時、彼は不滅の果実の喜びを望み、悪い果実が与える腐敗した喜びのために努力することを永遠に放棄

するだろう。 

8 しかし、これらを実現するために必要なものは何でしょうか？そうすれば、あなたの目を覆っている目隠しを取り去り、はっきりと見ることができるようになります。 

9 私は、あなた方が秘密と呼ぶものについて話をしました。しかし、すべての光を感知するためには、私の言葉を徹底的に勉強する必要があります。 

10 神も自然も人間に対して秘密を持っていない、この偉大な真理を理解してほしいのです。神の教えを理解する力が弱いからこそ、人間は真の法則に従えないのです。したがっ

て、彼は何も理解せず、何も感じず、神が人間の精神の中におられ、彼の利益のために常にご自身を明らかにされることを理解せずに、あっちからこっちへ、あっちからこっちへさまよい

歩くのである。 

11 真の法とは、完全を意味する。ある宗教を実践しているとか、別の宗教を実践しているとか、そんなことを言っても仕方がないでしょう。あなたの作品、あなたの考えが全く

逆のことを言っているのに、あなたが神を信じると言って何になるのでしょう。私が父の中におり、あなたが私の中におり、私があなたの中にいることをあなたが見ることができるように

、私があなたに私の天国の王国を与える日が来るでしょう。この契約は「平和の契約」と呼ばれることになる。そうすれば、あなたは律法を全うすることができる。あなた方は彼を唯一の

主と認め、一方を他方より優先することはなく、あなた方は皆、互いに一つ、一つの存在として愛し合うようになるのです。 

しかし、もしあなたが望むなら、愛するあなたが努力するなら、真の神殿の奉仕者になりたいなら、私たちはまさに今日、この平和の契約を結ぶことができるのです。 

この契約を結ぶために、この惑星を離れなければならないとは思わないでください。いいえ、必要なのは意志です。テーブルが用意されましたので、お座りください。来て、自分の

席に着き、私があなたを導き、あなたに仕えるようにしましょう。私と共に真理のパンを取り、愛の松明で自らを啓発し、目を覆う包帯を手放し、情念の絆を断ち切り、神の子として最高

の光で自らを啓発しなさい。 

私はあなたを招待します、私と一緒に来て、賛美歌に加わりましょう：「いと高き神に栄光あれ、平和の契約は今地上に確立されよ。ハレルヤ！ハレルヤ！主よ"わが恩寵の露、わが

満足を受けよ。あなたの苦難を私に委ね、もう思い出さないでください。共に歌おう 

"アレルヤ、アレルヤ"「私の愛する者よ、あまり大声にならないように、私はあなたとともにいるのだから。 

12 天上のコンサートと調和することができれば、もう二度と毒のある果実を食べようとは微塵も思わなくなるはずです。あなたは常に不滅の存在を自分の中で輝かせていたので

す。愛する子供たちよ、食卓に着きたいですか？設定されており、私はあなたのサーバーとして、あなたを導きます。来てください、私はあなたを待っています。 

13 パリサイ人のように、神殿や会堂で青ざめた顔をして、断食をしたと人々に言わせ、その後、悪事と衝動に駆らせるようなことがあってはならない。いや、愛する者よ、あな

た方は集会場でも、街路でも、家庭でも同じであるべきだ。いつも澄んだ水よりも大きな声で、イエスの教えを攻撃しようとする人たちがそれを見て、私の教えは本当に良いものだと言う

ように。あなた方は公私にわたって徳の生き鏡であり、愛と真実と善をいたるところに残しているからである。 

14 今この時、私はわが民を観想し、彼らの心にわが言葉を書き記すために近づいているのだ。私は、これらの声の担い手を通して、私の宣言の記憶をあなたに残します。よく考

えてみれば、私が一瞬たりとも黙っていたことはない、私という言葉は常にあなた方に語りかけてきたのだ、ということがわかるだろう。私の声は、人の心に、霊に、あるいは心に、さま

ざまな形で送られ、励まし、強め、希望、インスピレーション、そして時には裁きとなります。 

15 また、私はあなた方に言います。いつの時代も、人は私を霊的に求めます。 
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16 なぜなら、この世ですべてを見つけることはできないからです。知識と啓示は、あなたがそれを求めるとき、私を見つけることができるように、私が自分自身のために蓄えて

おくものがある。私の愛、私の慈悲を否定したことはない。それは、あなたにとって良くないと知っているものでさえ、あなたがそれを求めたとき、あなた自身が自分の誤りを確信するよ

うに、与えるまでに至った。 

17 この霊的な顕現と神の言葉の時間は、あなた方がその食べ物で自分を満たすために招待された饗宴、宴会でした。裸で来た人は、ちゃんとした服で身を包むことができる。 

18 長い旅と努力の末、あなたは大樹の陰に入ることができました。そこで力を取り戻し、曲がり角であなたを正しい道から遠ざける誘惑のささやきに打ち勝つことを学んだので

す。こうして少しずつ、良い弟子であることを学んでいくのです。 

19 あなた方に私の指示を与えたので、私はあなた方が熱意をもって──この大義のために自らを捧げ続ける用意があることを知った。あなたは、この作品に内在する純粋さと誠

実さをもって、この作品を知らしめる責任、義務を理解したのです。熱意と従順さと愛情をもって働けば、人の道から多くのアザミやイバラを取り除くことができることを、あなたは今実

感している。皆さんは、地上のさまざまな場所から、この呼びかけに従って兵士や弟子となりました。 

20 今日、あなたがたは、私に忠誠を示し、私に従い、私だけが知っているあなたがたの労働の成果を私に捧げるために来たのだ。私だけが、あなたが今まで誰で、今誰で、明日

どうなるかを知っています。あなたがたは良い行いのために飢え、愛と愛されることのために渇いていた。 

21 あなたは、私の神聖な愛を認識し、感じたとき、あなたの心が閉じ、世間から隠していたすべてを、包括的な告白の中で私に委ねたのです。あなたが犯した罪に対する後悔は

本物であり、あなたの魂は以前から私の光に照らされていたのだから。 

22 私は、あなたが再び私の声を聞くとき、あなたの作品とあなたの献身を通して、あなたが私の神性と交わした愛の契約を尊重するために、あなたが装備されることを望みます

。あなたがたは今、父としてわたしを経験しているが、わたしはまた、裁き主としてあなたがたのところに来なければならないのだ。 

23 寝ている人を驚かせてはいけない。彼が起きるのが遅くなり、涙を流さなければならなくなるからだ。 

24 この言葉を聞くことができるのは、あと3年間だけ。絶え間なく教えてくれていますね。いつマスターになるのですか？私の代わりに、大勢の人々に栄養を与え続けることが

できるでしょうか？今日の私の言葉は、目覚ましのようなものだ。今、私の言葉の集大成の時が、すでにあなた方に明けたからだ。 

25 私は、あなた方が精神的に団結し、使命を果たすために固い決意をもって出発し、兄弟的に抱き合うことができるように、あなた方に近づいたのである。 

26 あなた方は皆平等であり、あなた方の中に主人や上司はいないことを理解することです。皆さんには、私の大義に仕える者になってほしいのです。 

ほら、わが言葉の歴史は、私が「金の羽」と呼んだ者たちによって書き留められ、次の世代がこれらの文章を通してあなた方の間に分裂を発見することを望まない。あなたもこれを

望んでいるはずです。あなたが信仰の兄弟に励まされたように、あなたの行いを手本にして、彼らも道を切り開くでしょう。 

27 私は皆を愛撫し、私のマントで覆うために降りてきたのだ。しかし、この人類は無反応で耳が聞こえないままである。私は奇跡によってそれに話しかけましたが、それは首が

固いままでした。わたしは彼らにわたしの正義を感じさせたが、彼らはわたしの正義から逃れた。あなたがたには、証人となるように愛の言葉をもって話したが、あなたがたは良い知らせ

を与えず、また、自分たちが置かれている時代を占う者もいなかった。皆さんは、精神的には同じ資質を持っています。しかし、ある者は使者として用意し、ある者は受け取るように用意

する。 

28 常に私の意志に従う「労働者」として出かけましょう。もしそうでなければ、私の神性によって満たされているにもかかわらず、手ぶらで来てしまうでしょう。 

29 私は、私の完璧な作品を罪深い手に委ねたのです。しかし、これは明らかにしない理由にはならない。もしあなたがたがふさわしくないなら、私の愛があなたがたをふさわし

くし、互いに愛し、救う手段を与えるのです。 

30 わたしは力があるので、被造物が困窮しないようにと思い、罪深い手にわたしの宝物や財宝を置き、彼らが身を開き、他の人に豊かに与えるようにした。 

31 自分の魂で持ってきたものをすべて受け継ぐことができた者は幸いである。信じない者、利己的な者、無知な者は、自分の中にあるものを認識することさえできなかったから

です。ラザロ」を死者の中からよみがえらせ、盲人に視力を与えることができるよう、信仰の民となりなさい。 

32 私の言葉がどんな素晴らしい真理を含んでいるかを知りたければ、それを試すために従うのだ。しかし、あなたがたが試されるのは、これではなく、あなたがた自身なのです

。もしあなたが自分の言うこと、行うことに信仰がなければ、他の人はあなたに対してどんな信仰を持つことができるでしょうか。あなた方は、同胞が自分を見て、あなた方が私のメッセ

ンジャーであることを認識できる鏡のような存在でなければなりません。 

33 任務を果たせば、大きな閉ざされた門の前にいることに気づくだろう。その門は、あなたの手が鍵を持っているから開けることができる。この門の向こうで、私はあなたを待

っています。外国の鍵では門を開けることはできないし、梯子の一段目から三段目へ行くにも、二段目からでなければできない。この7つのステップは、あなた方全員が通らなければなら

ない精神的な完成の道を示しているのですから。 

34 私はあなた方を一つの心にして、一つの意志と一つの理想を持ってあなた方に残すことができるようにするのです。 

35 あなたがたが義と高みを目指して歩み、弱い者に手を差し伸べることができるようにと、太古の昔からあなたがたに法と戒めを与えてこられた方が、今この瞬間にも語ってお

られるのです。しかし、あなた方の果実は微々たるもので、私がいつもあなた方に提供している愛と善と慈悲というパンの中身で、まだあなた方を養っていないのだ。あなたがたは、わが

啓示を隠し、その賜物を独り占めしている。しかし、人の魂は貧しく、いつかその責任を問われ、その責任を知ったときに、その裁きの厳しさを感じてほしくない。努力すれば、あなたの

種を増やしてあげよう。 

36 確かに、あなたは非常に重い十字架を背負っており、非難、悔い改め、非難が重くのしかかっています。しかし、もし自分の仕事を果たさなければ、その責任をより強く感じ

ることになります。 

37 今頃は、良い知らせが広まり、私の弟子の数はもっと多くなっているはずです。あなたが癒した病人、あなたが改心させた罪人はどこにいるのですか？私があなたに与える使

命は、あなたの力と能力を超えるものではありません。あなたの十字架は私の十字架と同じで、放棄、犠牲、愛の十字架です。真の理解を持って取り上げる者は、同胞の無理解に心を痛め

ながらも、私との間に平和を得、その仕事に満足して、私のもとにやってくるのだ。 
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38 ここに見る教会の指導者たちの上に、あなた方の兄弟であるエリヤが立ち上がり、あなた方の魂を啓発し、奮い立たせているのです。そして、あなたの神聖な母であるマリア

もまた、被造物を差し出して私に近づけ、父と子の間に常に交感があるようにするのである。マリアはあなたの絶え間ない擁護者です。彼女の目には、あなたたちはみんな小さくて優しい

子供たちとして映っているのです。愛する子供たちが罪を犯すとき、どれほどの涙を流すことでしょう。現実には、あなたは彼女の愛と献身を知らず、彼女の母なる魂を慰めてもいないの

です。私の正義は、彼女の執り成しによって何度も守られた。しかし、彼女の中に私と対立する意志があるなどと考えてはならない。彼女は私の神聖な霊の一部なのだから。マリアは私の

優しさを具現化したものであり、母性愛のモデルです。 

39 この時、祈りと私の教えをよく実践して心の準備をする者は皆、解き放たれた自然の力から免れることができるのです。ぜひとも祈り、皆さんが自らを救う機会を与えてくだ

さい。 

自然界の諸要素が不従順な者の隊列を浄化し減少させる間、あなた方は「注意深く働き」続け、仲間のために祈ることです。 

40 私は何度も、ひとつの教えを世に問うために、あなた方が団結するようお願いしてきました。分ければ大きな試練があり、償いも大きくなるからです。あなた方は、わが意志

と困難な使命を知っていながら、わが戒律から背を向けてしまったからだ。自らを団結させ、一つの精神と一つの意志であり続けなさい。互いに愛し合いましょう。 

41 あなたは私のプレゼンスにあり、自分の使命感の欠如を恥じている。あなたは善い行いをせずに来て、私があなたを飾った恵みの衣を失いました。あなたがたは、わが戒めに

背き、わが指示を人間によって与えたので、わが不完全性をわがものとしたのである。あなたは、人間には神の言葉を伝える能力はないと思っているのですね。しかし、私は今、私の決断

が正しいことを証明しているのです。 

人は私の霊を持ち、私を理解することができる。だから、私は彼を声の担い手とし、私を世界に伝えるために使っているのだ。 

42 あなたの魂には、地上でのさまざまな転生で得た作品を書き留めた本が宿っています。そして、裁きの時である今、ある者は償いのために、ある者は困難な任務を遂行するた

めに遣わしたのだ。私は、大勢の人間の中からあなた方を選び、人類を浄化し、再生し、精神的な高揚をもたらす仕事を成し遂げようとしているのです。 

43 世間は、なぜ私があなた方無学な罪人を選んだのかと思うだろう。私はあなたに言います。すべての生き物の運命は私の中にある。私は今、あなた方を私の使徒とするために

働いており、それが成功すれば、浄化の時間は終わります。 

44 イライジャはあなた方の知覚を鍛え、すべての魂に恵みと光をもたらした第六段階の始まり、解かれた第六の封印を明確に見ることができるようにしたのだ。 

あなた方は、私の単純で理解しやすい言葉によって、秘密を明らかにし、道を開き、すべての被造物の中に光を灯したのです。多くの予言が成就し、大きな試練を前にして、あなた

方は目覚め、私の教えを実践する準備を整えています。 

45 私は、1950年まで私の声を聞く恵みを与える。その年の終わりには、私の声の伝達者は私の言葉を伝えることをやめる。あなた方全員に、兄弟愛と任務の不変性を求めま

す。彼らが誤りなく伝達できるように、そして私の教えがすべての共同体で同じ本質を持つことができるように。あなたに語りかけるのは、ひとりの主人だからです。世界は良い知らせを

待っている。そして、それをもたらすためにあなたを選んだのは、私の意志である。 

46 あなたの国の指導者たちは、その中に、人々の間の平和と良き理解のために祈り、「見守る」ために、わたしによって選ばれた信仰の民がいることを知らないのです。私は彼

らを準備し、私の顕現とあなた方の宗教の実践を評価するために、あなた方の間に彼らを来させる。 

47 私の言葉を正しく解釈し、私の戒めを守るように気をつけなさい。無知や狂信の果実を人に与えてはならない。汝の不完全さを正し、汝の心を敏感にし、汝の従順のために、

汝の同胞と汝自身の生命と平穏を破壊する自然の力を停止させよう。 

48 しばらくの間、私はまだあなたに私の言葉を許可します。私に約束された時が近づいている。その時、あなた方は教会の指導者と「働き手」とが心を一つにしなければならな

い。私を手本にしなさい。マスターは、第二の時代の仕事を完成させるために、十字架を負い、それを肩に担いでカルバリーに行ったことを忘れないでください。謙虚に、自分の使命を受

け止める。あなたの痛みは私に届き、あなたの涙は私の涙と混ざり合う--人類のための愛と痛みの涙。 

49 愛と慈しみの業を行い、熱意と正義をもって群衆を導きなさい、私のように。 

ウィルは 

50 一九五〇年が終わった後、あなた方は私の教えを民の心に伝え、民が万国に散るよう、備えをしなさい。私の言葉を聞いてから、あなたの道は凸凹になるのです。あなたを祝

福します。 

51 あなたが私を迎え入れた瞬間から、私の平和はあなたとともにあります。 

52 この顕現と、長い間あなた方に授けたこの言葉を、忘れられない記憶として残します。 

53 私の言葉はあなたを飾ったが、決して誇ってはならない。私は、あなたがこれまで誰で、今誰で、これから誰になるのかを知っています。魂に飢えと渇きを抱えてやってきた

者たちは、わが言葉を聞いてその欲望を満たし、今日、わがしもべとなったのだ。このしもべたちは、私が第六の封印の光を見せた弟子たちである。 

54 この日、あなた方がさまざまな地域から集まってきたのは、私の声があちこちから聞こえてきて、あなた方に集まってくるように呼びかけたからです。 

55 私は、あなたを裁くために来たのでも、あなたの責任を追及するために来たのでもありません。あなたの良心と直感が、あなたの責任と作品の価値を最もよく教えてくれるで

しょう。 

56 あなただけが私を愛していると思わないでください。この世のすべての道には、私を求め、私に従い、私を愛する者がいる。しかし、あなたがたには、わが教えによって自ら

を鍛え、それによって、不完全な、あるいは不誠実な方法で私を愛する者たちの模範となることを望む。あなたがたに言うが、全人類には、予言、霊感、（内なる）言葉の賜物が配されて

いる。 

57 眠ってはいけない。この形で私の声が聞こえなくなるまで、あと3年しかないのだから。いつになったらこの教えの教師になるのでしょうか。 

58 私は今日、あなた方が真の霊的愛の理解において団結し、わが意志にしたがってあなた方の間に主人も部下も存在しないことを理解するために、目覚めるよう呼びかけるため

にあなた方を団結させたのだ。私の言葉は、書かれたままです。しかし、あなたの不完全な部分をこの本に書くことは私の意志ではないことを忘れないでください。 
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59 自分の犯した罪の歴史を、後世の悪い見本として残したいのか？ 

60 私の仕事は聖なるものであり、神である。しかし、私はそれを罪深い者の手に委ねた。罪人が主から愛され、名誉を受け、赦されたと感じるとき、彼らは最大の愛と忠誠と放

棄をもって私に従うのである。 

61 さらに、この地上の正しい人たちはどこにいるのでしょうか。 

62 弟子たちよ、あなたがたに言おう。私があなたがたを私の教えによって完全なものとして残すことができるように、あなたがたの側ですべての善意を働かせなさい。 

63 不器用だからといって、自分を疑ってはいけない。私は岩をも語らせることができるのだ。 

64 あなた方の道には、あなた方の人生には、人間に始まり神に終わる梯子があるのです。あなたの魂が最高の完成度に達したとき、あなたの父なる神の懐に達するまで、一歩一

歩その上を歩んでください。 

65 エリヤはこの時、あなたの道を照らす灯台のようなものです。主は試練の中であなたを強め、まだ来ていない試練をあなたに告げます。 

66 このような時、霊に導かれて私の言葉を聞く「働き手」は幸いである。なぜなら、彼らは健康、平和、喜びを自分の道に蒔く方法を知っているからです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 204 
1 私はあなたたち、人々を受け止めます。私の王国の門は、あなたを歓迎し、あなたに私の愛を注ぐために開かれています。ある者の信仰とある者の困窮に応じて、今この瞬間

、あなたがたに必要なものを与えているのだ。 

2 私はあなたの心の聖域を求め、あなたに真実の光を与えます。それは愛の光であり、その強大な力は創造物を動かし、その中のすべてを秩序正しく、調和し、均衡を保つので

す。だから、あなたがたに愛を教えるのは、生命の秘密を知るためである。あなたの愛が、苦しんでいる人の心を喜ばせる歌のようになるように、寛大になりなさい。 

3 自分の使命を認識し、それを果たすのはあなたの手にかかっているのです。あなたの運命は、魂があらゆる不幸と罪に勝利し、あなたの全存在を高め、あなたを高貴にし、あ

なたを価値ある存在にすることです。暴力を振るわず、知恵と同時に慈悲をもって自分の体をコントロールすることを望んでいます。もし、人々が私の法律を議論する代わりに、愛に満ち

た従順さでそれを実行するならば、彼らはこの世を、最初の人々が不純な考えや行いによって汚される前に、無邪気で従順だった時に楽しんだような楽園にすることだろう。 

4 もし人間が天の父の意志に従って生きるなら、この世は物質的な利益と精神的な高揚の谷となるであろう。彼は、自然の力の逆境に不平を言わず、自然やすべての生物と調和

して生きていくのです。それは、人間一人ひとりが音符となる神の演奏会である。しかし、人間は神の法則と調和して生きないから、苦痛の囚人、自分自身の奴隷になってしまったのだ。 

人は鎖を引きずり、苦しみ、涙を流し、絶望しているが、それがすべて自分のせいであることに気づいていない。義理がない涙はないことを理解すれば、すぐに救われる。 

5 あなたがたに言うが、人類が被るすべての悪からの救済は、人間の手に委ねられているのだ。彼は自分の主治医になれる。だから、良心の命じる道を歩めば、あなたの魂は私

のもとに昇るのだと、私はあなたに言う。 

6 もし、それが永遠のものであるあなたの魂のためでないとしたら、あなたは何のためにこの人生を望むのですか？あなたは病気で、涙で、痛みで、この世界に来て、少しの善

意で人生が変わることを知りたがらない。 

7 真に私を愛する者は、まず世界を、次に全宇宙を包含する賢者となるのです。あなたの神の愛が、すべての被造物に現れているのを見なさい。賢明な行動、完璧な言葉、それ

が天の国への鍵なのです。宇宙の中心である愛は、思考によるすべての存在の交感が達成されるまで、あなたの存在を高めてくれるでしょう。 

8 人々：1年は365日ですが、その中であなたはどれだけの慈悲の業、愛の業を行いますか？困っている同胞に何もしないのに、なぜ私を愛していると言うのか。私があなた
を愛していると言うとき、私は真の作品でそれを証明します。 
人々はキリストを愛していると言いながら、刻々と私を傷つけ、私を裁き、私の記憶と私の模範を自らのうちに破壊し、私の行動様式に従おうとしない。このようなことは、いばら

の冠と新たな十字架刑に等しいと思いませんか？もし私が病人や苦しんでいる人、貧しい人、投獄されている人を霊的に助けるのなら、どうしてあなたはそこに同行しないのですか」。な

ぜ、あなたに頼む人に少しの慈悲も与えないのですか。なぜ私があなたがたに、あなたがたは私を再び十字架につけたと言ったのか、それを悟りなさい。愛を否定する者は、私を否定する

ことになるからです。 

9 私は、神の子として、神のように行動すべきであると言ってきました。なぜ、あなたは自分の精神的、道徳的、あるいは霊的な創造物で、父の創造物を美しくすることに協力

しないのですか？ 

10 真の神のしもべとは、人々に愛の妙薬を与え、心からの慈悲を行使する人である。 

11 あなたによって引き起こされた私の痛みは長い間続いており、この痛みはあなたの理解と愛の欠如から来るものです。 

12 この3度目の正直で、私はこの言葉を愛情を込めて繰り返します。"互いに愛し合う" 

13 皆さん、私の癒しのバームを受け取る準備をしてください。受け取る準備ができている人は皆癒され、弱っている人は皆強くなる。あなたの心に集中し、あなたの魂を私に引

き上げ、希望を持つ。あなたが考えている以上のものを、私はあなたにあげます。黙って受け取りなさい、黙って与えるのだから。私は、愛する羊たちよ、あなたたちの希望の太陽です。

しかし、私が与えるように、あなたも与えるのです。視野が狭くなってはいけない。与えるときは、子どもたちから何を奪っているのかを考えないでください。与えることが自分にとって

難しいことであれば、やらないほうがいいからです。 

14 同胞の命を非難してはならない。そうすれば、自分の唇だけでなく、心も汚れてしまうからだ。しかし、自分のあらゆる行動を非難し、良心の呵責に耳を傾ける覚悟が必要で
す。 

15 そして、神の子たちとの調和に近づくにつれ、あなたが切望している平和を感じられるようになるでしょう。 

16 この朝のお勤めから、三度との比較が現実のものとなり、私がまだ言葉を与える三年間を象徴的に表しているのだ、と。ですから、私の光はあなた方の理解を解き、魂に浸透

した今、私の教えはより深いものになるでしょう。 

17 あなた方はもはや、原始的な状態で、自分たちを導く霊的な法則を十分に知らなかった第一時代の人々ではありません。父から遣わされた預言者たちが神の存在を証言する必

要があったのです。彼らは皆、同じ神の存在を語っており、こうして人類の中に生ける真の神への信仰が芽生え始めた。主への愛を貫いたアブラハム、試練に耐えたヤコブ、霊感と律法を

得たモーセは、人間の神への知識を確認し、増大させた。 

18 その人たちは、ある時代の先駆者であり、あなた方は別の時代、つまり精神化の時代の先駆者でなければならないのです。 

19 第一時代を象徴するこの1948年、あなた方は私の御言葉の中で、その時代に関連する多くの教えを学ぶことになります。第一時代に救われ、第二時代に霊的に贖われたの

は、イスラエルだけではなかったという歴史の意味を知ることになるのです。あらゆる人種の心の中に、その信仰の民を見出すことができるのです。また、すべての宗教団体の中にイスラ

エルを発見することができます。なぜなら、この民族は、全人類に模範と教訓を示す道具として選ばれたからです。ですから、あなた方が霊的に属しているイスラエルの歴史は、すべての

人に知られるべきであり、その中には、私が最初の人に与えた偉大な啓示が含まれているからです。 

20 そのような時代に、創造された何ものにもまさる純粋な愛で主を愛したアブラハムのような偉大な霊がいたことに驚かされることでしょう。その人の人生と働きを振り返れば

、彼の信仰、強さ、従順さ、愛こそが、イスラエルの木の真の根幹であることがわかるでしょう。 
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21 当時は、自然の力を神として崇め、不純な崇拝を行う偶像崇拝、異教徒の民族がいた。その時、アブラハムが現れ、主から受けたインスピレーション、すなわち真理と正義の

光を知らしめたのです。しかし、民衆は心が荒み、信仰を持たないため、家長を裁判にかけました。彼はすべての罠と迫害を逃れて、彼らを善の教義に改宗させ、アブラハムの神を目に見

えないが、すべての時代の生ける神として認めるように導くまでであった。 

22 このような精神的な戦いが、人の間にどれほど長く存在してきたかを見てください。しかし、彼らの後では、常に真実の光が輝いていることを自覚してください。 

23 わたしは、わたしのことばによってあなたがたの生活を難しくするのではなく、あなたがたの礼拝と礼拝の行為を単純にするのだと理解しなさい。私はあなたがたに、われに

喜ばれるためには、世の中の品物を粗末にしたり、義務を怠ったりする必要はないことを教えている。肉体を持つ限り、人間の欲求に従わなければならないのです。しかし、私はあなた方

に、あなた方自身が魂のために法則に従って地上のものを使用することも教えているのです。このように生きるならば、私の掟を全うすることになる。 

24 第一の時代、私はすでにあなた方を導く霊的な羊飼いを与えましたが、その羊飼いは同時に、私の民の間に私が来ることの先触れでもありました。あなた方はこの教えを十分

に理解せず、無知から自然の力や金の子牛を崇拝する誤ったカルトに陥ってしまったのです。 

25 私があなたに富を与えようと、あなたの知性に光を当てようと、あなたに世界に君臨する力を与えようと、真理の神はいつもあなたの存在の中にご自身を現わした。 

26 かつてあなた方は主人であり、豊かな暮らしをしていたが、その利己心と虚栄心によって、庶民を下僕や奴隷にしたのだ。しかし、私はあなたがたを赦し、父として来て、倒

れていた者を回復させ、すべての者を祝福したのである。私はあなたのためにあなたのしもべとなり、あなたが私に求めたことをすべてかなえてきたのだから。しかし、私は、あなたが、

時の初めから私があなたに託した使命を果たすために旅立つ時を、忍耐強く待っていた。 

27 私は正義です。それでも、私はあなたを罰しない。わたしは、わたしを十字架につけたことについて、あなたがたに責任を問うことさえしていないのだから。ですから、あな

たの苦難や苦しみは、ただあなたを浄化するためのものなのです。私の法則に従わないからこそ、浄化、賠償、本来の純粋な精神状態の回復を必要とするのです。しかし、あなたは魂の進

歩と救済のための確かな道を歩んでいるのです。 

ただし、自分の使命と、自分が生きている時代を意識する必要があります。なぜなら、もしあなたが自分の良心に、人類のために何をしたのか、私の法がすでに世に知られ、私の仕

事が進歩したのか、と問えば、それは「いいえ」と答えるだろうからです。 

28 今、私があなたに話しているのは、あなたが私の言葉に慣れてきたということです。信仰を見出すために、私は単純で無学な心を選び、その仲介を通して自己を知らしめたこ

とを悟るのです。しかし、あなたは、あなたに語りかけているのは人間だと疑い、信じるようにさえなっています。だから私は、私が自分自身を現す人々を、歓喜のない通常の状態で調査

することを許し、彼らの無知と教育の欠如をあなた方自身に納得させるのである。 

私はあなたに謙遜と慈悲を教え、あなたを準備し、私の民に命令を分配した。しかし、すでに受け取った人の多くは、独りよがりになり、自分を主人にして、一番になりたがってい

るのです。 

29 私だけが第一人者である。しかし、私はあなたがたを卑下せず、私の奴隷にせず、あなたがたの手に不足しているものをすべて握らせる。私は父であり、あなた方の苦しみに

無関心ではいられません。私は神であり、あなたを暗闇の中に見捨てることはできない。それゆえ、わたしはあなたがたにわが身を現わし、あなたがたはわたしを認識し、だれと一緒にい

るのか、だれから聞いているのかを知ることができるようにする。 

30 あなた方は団結の模範を示さないので、教会や宗派の間に兄弟愛と調和がなく、その争いや不和が優越感を養い、新たな「戦い」の準備をしているのがわかるでしょう。 

31 あなたはまだ、私の掟を果たすことができないのです。この道は光に満ちているが、あなた方はしばしば暗闇の中を歩いてきた。あなたは常に主人の愛を受けながら、それで

も反感を買っているのです。あなた方は常に道徳や美徳に関する教えを受けていますが、それでもあなた方の中には悪い行いや考えがあります。だから、最後に来た者たちは、私の弟子た

ちに不誠実なところがあると見て、嘲笑するのだ。また、科学者たちは、私の顕現を目撃したとき、人間の理解力を通して私の普遍的な光線の顕現を信じることはない。ラザロを墓からよ

みがえらせ、目の見えない人に視力を、足の不自由な人に運動能力を回復させるなど、人がこの時代に私があなた方の間に来ることを信じるために見なければならないすべての証拠を示し

て、力の偉大な証明をしなければならないのです。 

32 魂が任務を遂行するための障害となり、わが意志に抵抗しているのは、あなたの身体であることが証明されたのです。しかし、魂が不本意な肉体が贖罪や試金石となるため、

肉体の情念との戦いに勝ち、功徳を積むために、私はあなたの魂に剣を授けたのです。 

33 そのため、私はあなたのお手伝いをするためにやってきました。私はあなたの救い主であり、「約束の地」を知り、そこに住む機会を提供する。 

34 私が与えた時間を使いなさい。あなたは、私があなたを呼ぶ時間を知らない。あなた方は物質主義から解放され、積極的な慈愛を実践し、真の使徒となりなさい、そうすれば

私はあなた方の仲介で神の慈悲の力を人々に明らかにしよう。 

35 大きな試練があなたを待っています。覚悟を決めろ私は、あなた方が明日、教えを受けなかったと言うことを望まないし、あなた方が自由に使える絶大な力を持ちながら、堕

落したり困窮したりするのを見たいのでもないのです。あなたに多くの愛を与え、宴会の席で食事とワインを楽しませた私は、その後、あなたが不幸と苦しみの鎖を引きずっているのを見

たくありません。 

36 もし、その使命を果たさなければ、あなた方はつらい未来を用意することになり、最初の存在ではなく、最後の存在になってしまうでしょう。愛する人が死に、日々の糧が乏

しくなるのを目の当たりにすることになる。戦争はあなたから愛する人を奪い、私が私の光と平和を与えるために選んだこの地上は、罪のない血で染まるのを見ることになるでしょう。あ

なたは外国のくびきを感じ、彼らの奴隷となり、真の道から遠く離れることになるでしょう。そうすれば、もう私の声を聞くことはないでしょう。 

37 創造主である私は、あなた方に強制することも、私の法律を押し付けることもしない。私は、それに従うことと、謙虚であることをお願いするために降りてきたのです。 

38 人々よ、あなたがたが善意で私の言葉を聞くときはいつでも、平和があなたがたとともにあるように。 

39 私はあなた方の心の庭を手入れし、天の水で水を与える神の庭師であり、私はあまりに大きい地球の苦味に神の愛の一滴を流したのである。父の国へと続く道を示す。その道

には決して終わりがなく、常に進歩を遂げ、新しい栄光を知ることができる。 
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40 今日、私の言葉はあなたを削り、形にしている。私は、人間の内面、魂を扱う仕事をしています。自分自身を形作ることを学び、自分自身に美しい形を与える。私はあなたの

仕事を祝福し、その後、この世界でのあなたの偉大な使命の実現を完了するようにします。 

41 私はあなたがたの主人である。しかし、私を父から切り離したものと考えてはならない。御子と聖霊の間には何の違いもない。聖霊は一つであり、それが私であるからだ。私

のすべての時代の啓示の中に、多くの多様な教えを通してあなた方に御自身を示された一人の神を認識しなさい、 ── 

多くのページを持つ一冊の本として、多くの愛の教えを持つ一冊の本として。 

42 そうすれば、無知と罪の闇からあなたを解放する光を、あなたの中に見出すことができるでしょう。 

43 皆さん、私の言葉によって形成される前の自分の姿に納得していますか？過去には、今はもうできないような行動をたくさんしていたことを覚えていますか？今の生活と過去

の生活を比べてはいけない。かつての君たちは、存在を照らし、希望を与える光もなく、自分の道を旅する孤独な放浪者だった。今日、あなた方はイエスの弟子となり、その愛の泉で渇き

を癒し、傷を洗ったのです。私の愛は、あなたの中にある茨を引き抜きます。あなたの十字架に釘があるならば、それも引き抜きますよ。 

44 私はこの世界の光であり、すべての世界の光である。この光をあなた方にまとってほしいのです。私の言葉は癒しのバームだ、それを聞いたらそれで自分を癒しなさい。あな

たの中に神がいるのに、なぜあなたは病気になり、苦しみ、泣いているのですか？自らを点検し、正すべきはすべて正す。浄化すべきものはすべて浄化する。"内と外から器を清めよ 

"と言ったんだ。つまり、自分の内なる存在が、自分の肉体や人間の部分と意志やインスピレーションを合わせているということです。 

45 私はあなたの内面を形作っているのだ。外見だけでなく、内面も含めて、あなたの心を映し出すのです。そうすれば、あなたの行いは誠実で真実なものになるでしょう。とい

うことです。 

その理由は、人は片方の顔だけを世間に見せ、もう片方の顔は隠しているからです。 
46 あなたはもう自分の傷を調べましたか？私が与えたバームで傷の手当てをしましたか？私のバームの効果を疑うのであれば、新たに治療してください。しかし、もしあなたが

信じるなら、救済策を放棄しなさい。そうすれば、私の愛が彼らを癒し、あなたが彼らを求めるとき、彼らはもはやそこにいないことを見ることができるでしょう。 

また、信仰や祈り、思考力によって健康を手に入れることができる人もいます。大勢の霊的存在がやってきて、彼らの力と力を結集し、あなたを治療し、癒してくれるでしょう。 

47 霊能者は "人生はなんと美しいのだろう "と言っています。不勉強な唯物論者は、"人生はなんと苦しく、なんと悲しく、なんと陰気なものだろう 

"と言う。内なる高みを持たない人は、すべてにつまずき、すべてが彼を傷つける」。内なる高みにいる者は、道の逆境に気づくこともない。高邁な人は他人と接するとき、その人の美点

を褒めたり、欠点を弁解したりする。決して非難したり、咎めたりはしない。一方、心の卑しい者は、他人の欠点を非難し、中傷し、公表し、それを喜びとする。 

48 同胞を非難し、干渉する者に問う。自分の罪の重荷が軽すぎると思い、他人の罪によってそれを増やしたいと思っているのか？自分の重荷を取り除くことができないのに、な
ぜ他人の重荷を増やすのか。なぜ、あなた方は自分を豊かにしてくれる精神的な価値を仲間に求めるのではなく、汚物で自分に負担をかけることを好むのでしょうか。 

49 「私の父の家には多くの屋敷がある」しかし、高い精神領域に住む人々は、人が重荷を取り除くのを助け、あるいは重荷を負うのを助けるが、人を非難することも、人の不幸

をほくそ笑むこともないのだ。 

50 ある日は冒涜し、別の日には悔い改める姿を見たことがあります。私の宣言を否定しておいて、その真偽を証言するのを見たことがあります。あなたがある日誹謗中傷し、次

の日には誹謗中傷した人を擁護しているのを見たことがあります。誤りを正すのは良いことだが、再び悪に陥らない方が良いので、正すべきことは何もない。 

あの日、あなたが愛の贈り物を、それを必要としない人に与え、本当に貧しい人には否定するのを見ました。しかし、私はあなたを非難したり、裁いたりすることはありません。私

は、あなたが再び罪を犯さないように、私の教えの光によってあなたを啓発する。しかし、私はまた、時にはあなたが役に立つ、高貴な、慈善、慈悲深いのを見てきました、そして、これ

らの長所は、常に私から尊敬され、信用されてきました。しかし、あなたの心の中には、すでに麦よりも多くの麦があるはずです。 

51 内心に立ち上がりたいという気持ちを持たずに、機械的に唇を動かして祈ってはならない。声を出さずに感じて祈る。昔は簡単に偽りの誓いを立て、不必要な誓約をしたよう

に、今は真実を語るべきだ。 

52 外国のものは持っていかないでください。外国のものを取り上げる者は、苦痛と恥を伴ってそれを返さねばならない。私は誰も裏切ってはいないが、私の言葉の中で自分に当

てはまる部分を皆に聞き入れてもらいたい。 

53 私は、あなたがまだ無知と未熟と物質化の暗闇の中で自分の道を歩いていたときにしたことについて、あなたを非難したり、責任を問うことはしません。しかし、今日、私の

掟を十分に知りながら、禁止されていること、不正なことに固執するならば、神の前でその行いに答えなければならない。神は、あなた自身の良心において、あなたに対して容赦ない態度

を示すであろう。 

54 あなた方は私の種であり、ご主人様はそれを刈り取るのです。もし、良い種の中に雑草が生えたとしても、私は愛を持ってそれを受け入れ、黄金の麦に変えるのです。雑草、

汚れ、犯罪、心の中に芽生えた敵意、それでも私はあなたを受け入れ、あなたを愛します。私はこの種を撫で、太陽の下で小麦のように輝くまで浄化する。 

55 私の愛の力には、あなたを救済する力はないと思っているのか？あなたを清めた後、私の庭に蒔いて、新しい花を咲かせ、新しい実を結ばせる。私の神業には、あなたを立派

にする仕事も含まれているのです。 

56 私の愛はあなたを祝福し、あなたを赦し、私の言葉を聞くのにふさわしい人にします。 

57 私の言葉は道である。私は、あなた方が常に善と正義の道を歩むことができるように、太古の時代からわが律法を教えたのだ。 

58 この教えは、過去に私があなた方に与えたものと同じです。 

59 あなたの霊魂は、創造主の完全な愛の子です。感情の根源である心臓は、愛のシンボルです。 

60 だから、愛を与えなさい。人々は愛を必要としているのだから。人々の心には飢えがあり、精神的な萎縮があり、生への憧れがあるのです。 

61 私の話を聞いたあなた方大勢は、命のパンで強められ養われているのだから、魂と疲れた心に栄養を与えることができるのだ。 
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62 誤った信念、誤った考えを見つけたところには、私の光をもたらすのだ。しかし、決して武力で私の教えを押し付けてはならない。決して金持ちと貧乏人とを区別して扱わな

いように。そうすれば、彼らの苦しみの底に、倒れてうめき声をあげている人間の兄弟を見ることができる。その痛みに心が動かされると、痛みを和らげる方法を模索するようになる。あ

なたの思いやりが、露出したものをカバーします。安らぎのない者に安らぎを与えるのです。あなたは、暗闇の中を迷いながら歩く人の道を照らす星のような存在になるのです。そうして

任務を果たせば、私があなたを「マスター」と呼ぶにふさわしい存在となるのです。 

63 私の教えは、新しい群衆を集めるために集会所を建設する必要はないのです。 

私の意志は、人が心を通して建てられる普遍的な神殿を建てることです。 

64 第二の時代のイエスが、ご自分の言葉を宣べ伝えるのに、集会場を選ばず、教えやたとえ話にふさわしい場所として廊下を探されたことに倣ってください。 

65 しかし、集会所を使って人々の無知や苦痛を商売にするような者は、私の光を享受することはできないし、霊能者を名乗ることもできないでしょう。 

66 戦うべき場所は、家庭でも、仕事場でも、旅先でも、どこにでもあるのです。 

67 そこで、しかるべき時に、あなた方は自らを整え、私の霊感を受けて話すのだ。あなた方の話を聞く者は、誰が自分の良心を通して話したかを知ることなく、だ。 

68 人々が、ある瞬間からその習慣を忘れると期待してはいけない。また、誰かに騙されたと言われても驚かないでください。第二時代の私の教えも、多くの人には誤りと映った

ようですが、その後、最高の真理として受け入れられています。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション205 
1 私の教えのエッセンスを吸収し、魂を静め、心と体を静める。 

2 あなたの主人の平和に吸収されるような方法で、私に近づきなさい。 

3 あなたが来たように、あなたの兄弟姉妹も遠い国からやって来るでしょう。 

4 私はすべての人に、後に魂のための教えを理解するための準備となる最初のレッスンを与えます。 

5 その言葉について考え、一文一文を丁寧に見て、常に私の教えの意味、本質を探ってください。あなた方、国民は私の法律を守らなければならないのであって、私の法律があ

なた方の考えや都合に合わせなければならないのではないことを理解してください。 

6 もしあなたが、私の教えを私ではなく、あなたの意志に従ってあなたの人生に適用することを許したなら、本当に、あなたは精神的な停滞から抜け出す道を見つけることがで
きず、あなたの魂の発展、展開、完成を許すことはないでしょう」と私は言います。 

7 それは、神の律法が命じることに従わず、神話と異端によって律法を自分の意志に従わせようとしたためです。 

8 この時代の多くの人々は、あらゆる宗教から自らを解放し、霊的なZと私を求め、自分の存在の最も奥深い部分で感じるあらゆる資質、才能、能力を開発できるようになるこ

とが必要でした。 

9 永遠の命を語るメッセージを受け取ることができたのは、このような人たちなのです。 

10 私の啓示が輝き、私のメッセージが響くこの道にあなた方を導くために、私はあなた方が通っていた様々な道から背を向けなければなりませんでした。あなた方には、人生を

より高い次元で見つめる人たちであってほしいからです。 

11 魂のない身体は何なのか？このような場合、「unsouled cell」と呼ばれる。魂は肉体の命ですが、一方も他方も神から出現しています。 

12 すべては神から来るのだから、神はあなたの中にいる」と考えたことはありますか？しかし、なぜ彼はあなたの中にいるのか、何のためにいるのか。それは、自分を現すこと
なく、そこにとどまることなのでしょうか。なぜなら、神は現れ、語り、啓示し、自らを感じさせ、あらゆるところに自らを現すからです。だから、神があなたの中にいて、あなたにメッ

セージを与えずに隠れたままにしていると考えてはいけない。アイデアなしに、主があなたの中にいられるとは思わないでください。神はあなたを通してご自分を完全に現したいと思って

おられることを知ることです。 

13 なぜ神があなたの中におられるのか、と聞かれたらあなたは答えられますか？なぜかというと、主はすべてであるにもかかわらず、あなたが魂と呼ぶものの中に、あなたの存

在のその部分におられるからです。なぜ神はあなたが神の啓示の道具となることを望んでおられるのか？弟子たちよ、あなた方はまだ私に答えることができない。なぜなら、誰もあなた方

を内なる思索に導かなかったからだ。ですから、あなたがたは、自分がどのような形で父なる神を現し、なぜ自分の作品を通して父なる神を表現するのか、知らないのです。しかし、もし

あなた方が愛情をもって私の教えを学び、実践するのであれば、これらの疑問や他のさらに深い疑問に答えることができるようになると信じて疑わないことです。そして、この知識の光を

得ることができれば、あなたは、父がなぜ、どのような目的で、その子供たち一人ひとりに宿っておられるのかを真実に知ることができるのです。 

14 神は存在しないと言う人もいれば、神の存在を信じると告白しながらも、そのことに興味を示さない人もいる。しかし、自分の中に彼がいるという事実を知らず、他の人と同

じように、彼なしでは生きられないということを知らない人もいます。 

15 皆さんがこの真実に気づき、自分がその神聖な本質の霊的な子供であると心から信じるようになれば、自分の魂の中に存在する神が自分を通してご自分を現すことをどの程度

許しているのか、しばしば疑問に思うことでしょう。 

16 時が過ぎ、長い道のりを経て、ある日、あなたは立ち止まって、主があなたの仲介を通してなさった業を不思議に思うことでしょう。そうすれば、父なる神の御心を実現させ

た師であるイエスを思い出すことでしょう。 

17 あなたに命を与えてくださった神様が、ご自分を現すために命を使おうとしていることを、あなたはいつ理解するのでしょうか。ここにあるメッセージ一つで、自分が到達し

た場所よりもずっと先のことを見たり知ったりできるようになることがあるのだと考えてみてください。そして、この理解によって、あなたは奇跡を起こすことができるようになるのです

。なぜなら、あなた方は自分自身を知ることができ、したがって、自分の霊的遺産をどのように適用すればよいかを理解することができるからです。 

18 愛する弟子たちよ、あなたたちは愛を与え、善を行い、魂を込めて与えることを学ばなければならない。自分の魂の力を世に明らかにし、その知識の源から引き出して人に提

供する者は、父なる神の意志を成し遂げることになると、私はあなたに告げます。 

19 自分の中にあるすべての能力とパワーを知ることで、自分の存在の本質が明らかになり始めるのです。そのとき、人生の問題がいかに簡単に解決できるか、アセンションのた

めの闘いがいかに穏やかで優しいものであるかを体験することができるでしょう。 

20 不幸や苦痛や病気は、祈りによってそれらを追い払う御霊の力によって消えていきます。 

21 私を迎える準備をしなさい。しばしば、主との交信の準備ができるような魂の準備の時を持ちなさい。 

22 もしあなたが、自分の中に神が宿っていると信じるなら、病気はあなたを苦しめるだろうし、また、あなたを苦しめるかもしれない。 

誘惑に負けてしまうのか？本体の弱い力でコントロールできるわけがない。 

23 私はあなたを自由で強くし、世界と肉体に打ち勝つようにする。私はあなた方を導き、父との完全な交わりに近づけるからだ。 

24 これらの心によって持っているものですでに完璧な談話を持っていると考えてはいけない。また、時に心を啓発するような単純な直感でもない。最も高度な対話、最も浸透し

た対話を実現するためには、決して身体を通しては起こりません。 

25 弟子よ、身体は殻に過ぎないのだ。しかし、その中には「香りの瓶」があり、その香水やエッセンスは魂である。その香水があればフラット全体が香るのに、閉じ込めておく

のはおかしいと思いませんか？フラット」は、今日はあなたの家かもしれないし、明日は世界かもしれない、後には果てしない空間かもしれない。 
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26 人々：あなたの内なる神殿を開き、そこにこの言葉が含むエッセンスを受け取ることができるようにしましょう。もしあなたが外にいて、あなたの聖域に入る努力をしないな

ら、後になって私の声を聞きた くなくなり、離れていって、来たときに背負っていた重荷を背負い続けることになるでしょう--苦 労、病気、失望の重荷を。 

27 すでに私の声を聞く準備をしている人たちから、まず魂の中に存在する内なる神殿に入ることを学びなさい。彼らは私の愛のメッセージで自らを強め、癒すのです。 

28 あなたには、顔を上げて希望を持って微笑み、恐れずに、不信感を持たずに、未来を見つめる信仰が欠けているのです。 

29 このように考えるから、病気になることが多いのです。そして、自分の思考を通して闇の力を引き寄せ、その力で物質的な生活と霊的な上昇の道を覆い隠してしまうのです。 

しかし、私がここにいるのは、生命、真実、永遠、完全なる平和への信頼を取り戻すためであり、また、光を引き寄せることを教えるためでもあるのです。 

30 弟子たちよ、神の計画はあなた方を完全にすることであり、今もそうであり、これからもそうであろう。しかし、もし神があなたの形成のために完全という考えを認めたのな

ら、父が設計したすべてのものと同様に、あなたの存在の中に置かれたその真理の光をなぜ曇らせるのでしょうか。人は宇宙のようであり、宇宙は人のようであることを知れ。宇宙は、主

の子らの大いなる故郷である。しかし、その中には、あなたの完成のために通らなければならない多くの生息地があり、人間の魂は、あなたの主が住まわれる聖域です。 

31 もしあなたが私の言葉を理解するなら、あなたはすぐにこう言うでしょう。"父よ、今日すでに私の内なる神殿の門を開いてください。""そうすれば、命と健康、知恵と力で

あるあなたの本質が、私の中に入ってくるでしょう"。 

32 私はあなたに言います。もし、あなたがこのように私に話しかけるなら、魂がその任務を受け入れたからこそ、そうなるのです。そうすれば、私があなたを通して、あなたの

体という取るに足らないものであっても、その形成において偉大さを有していることを見ることになるでしょう。 

33 今日はこの世界に住み、明日は地球を超えた別の世界に住み、それぞれの世界から自分の完成のために必要なものを利用するのです。 

34 宇宙は生き物でいっぱいで、みんな神の子だからです。 

35 太陽、星、世界、自然界の王国、あらゆる存在、原子、力、最高の天使から未知の這うものに至るまで、それらはすべて絶対的存在の子供であり、すべては彼から来るのであ

る。所有者のいない富は存在せず、この普遍的な富の所有者は神であることはご存知のとおりです。 

36 さて、弟子たちに聞きますが、あなたは病気なのでしょうか？この教えは、あなた方を自由にし、幸せにするためのものなのに、あなた方は悲しんでいるのだろうか？ 

37 私がもたらした啓示のためには、霊的な悟りが必要であり、それは魂の師である私だけが与えることができます。 

38 もしあなたがいつも魂よりも肉体のように感じていたのなら、私は今、肉体よりも魂のようになること、そして感じることを教えているのです。これこそが、救いであり、救

済であり、平和なのです。 

39 時々、あなた方は、なぜ過去の時代の人々よりも今の時代の方が苦しいのか、なぜ以前にはなかった霊的使命を果たすために来なければならなかったのかと自問することがあ

ります。しかし、私はあなたがたに言う。この善と光の道を霊的に歩んで神の山の頂上に到達するという使命は、常にあなたの魂の中にあるのです。一方、現在の存在には、古い借金が積

み重なっている。 

40 新しい命の意味を理解できない者は、私の正義に反抗し、贖罪の義務を罰と見なす。一方、新しい存在の中に、負債を払い、汚れを洗い流す機会を認める者は、主の名を祝福

することになる。 

41 あなた方はまだ幼い子供であり、幼い子供として誠実であるべきなのです。あなたの祈りの中で、小さなことを私に求めることを恥じてはならない。肝心なのは、私があなた

を感動させ、教育することをあなたが祈ることです。 

42 祈り、私の表現を使い、信仰とこれらが広がる力によって強め、癒してください。 

43 明日、あなたの祈りが病気を治すためではなく、御父との交わりの中であなたをリフレッシュさせるためのものになったとき、あなたの魂は心にとって未知の領域を彷徨うこ

とになるでしょう。ある人はあなたの光を、ある人はメッセージを、ある人は勇気と幸福を与えてくれるでしょう。 

44 あなたの中におられる神は、あなたの魂と体がメッセージを伝える方法を知っていれば、あなたの口を通して神のメッセージを伝えてくださるでしょう。 

45 "神が人間を通して語るなんてありえない 

"と思うかもしれません。しかし、あなた方に言っておく。その時、「言葉」は神の言葉を語るために人となったのである。"知恵の表現である言葉は、肉をとり、その体は人イエスであ

った。 

46 なぜ、「言葉」が語られた方の弟子であるあなた方が、魂や肉によってさえ、それを明らかにしないのでしょうか。 

47 今日、皆さんはまだ学生で、私の授業を理解することができないこともあります。しかし、今は、心で、思いで、神に語りかけなさい。そうすれば、神は、あなたの存在の最

も奥深いところで、あなたに答えてくださるでしょう。あなたの魂に語りかける彼のメッセージは、あなたが少しずつ発見し、後に慣れる、明確で賢明で愛に満ちた声であるでしょう。 

48 そうすれば、御父から受け取ったメッセージを本当に認識することができ、決して自分の誤った魂の声、考え、思い、さらには啓示と混同することがなくなります。静寂と瞑

想の中でこそ、それぞれのメッセージがあなたに届く道を認識することができるのです。 

49 自分の魂がどの精神領域に入り込み、どのような光の高さまで昇ることができるのか、いったい誰が言えるというのだろう。誰もいない。ですから、祈り、神との交わり、霊

的な観照の方法を知らない者は、しばしば間違いを犯すのです。なぜなら、彼は光に向かうのではなく、暗い球に入り、そこから悪い霊感と偽りのメッセージを受け取るからです。 

50 努力して、精神の永遠の光につながる知識を得ようとするんだ」 「自分の原点と目標がどこにあるのか。 

51 健康の流れが私の言葉を広める。受け止める準備をすれば、健康になれる。こうして健康を手に入れることができれば、御霊によって自らを癒したことを証明することになる

のです。 

52 求めよ、祈れ、我に帰れ。また、いくつかの進歩を認めます。しかし、功徳を積むように努めなさい。 

53 あなたの人生が、すべての兄弟姉妹と一つの家族を形成することによって、ますます調和したものになるようにしましょう ── 

現在も不在も、目に見えるものも見えないものも──。 
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54 そうすれば、互いに愛し合うという神の命令に従うことで得られる、かつて経験したことのない心の平和を楽しむことができるでしょう。 

55 愛する労働者たちよ、私はあなたたちが熱心に畑を耕し、大地を整え、明日実を結ぶ種を置いて、その努力に報いている姿を目にします。種を選び、土を掘れ。わたしがこの

ようにあなたがたの間で自分を知らせる、過去三年間の最初の年が今始まるのだ。残された時間は短く、準備を急がなければならない。あなた方を弱い子供のままにしておくのではなく、

すでに師匠に近い上級の弟子として残しておきたいからです。 

56 私が去った後、あなた方は私の教えをあなた方の言葉や作品を通して解釈する責任を負います。人々は、あなた方の行いと生活によって、私の教えを判断するのです。 

57 私のインスピレーションを欠かすことはないでしょう。それを通じて、あなたは自分が話さなければならない瞬間と、何を話さなければならないかを認識することができます

。あなた方は、明瞭、正確、かつ単純な言葉で、私があなた方に明らかにしたあの世の存在を知らせ、それによって真の愛をもって仲間のために霊的な道を作り、常に行いと実例によって

その言葉を補強しなければならないのである。 

58 だんだん他人の苦しみを自分の苦しみとして感じられるようになるのです。その理由は、あなたの魂が私の教えで満腹になると、上昇し、距離を克服して、あの世の謎に入り

込み、そこで、すべての存在の起源が一つであることを発見するからです：父、その中であなたはすべての兄弟姉妹です。 

59 しかし、あなたの魂だけが、私の仕事の進展のための刺激を受けたわけではありません。また、自分の中の霊的なひらめきがどんどん強くなっていくのを感じながら、知的な

能力も発達し、以前ははっきりと認識できなかったすべてのことへの理解が深まり、謎が明らかになっていくのがわかります。 

60 もしあなたが精神の世界に完全に入り込んで、そこに含まれるすべてのものを理解し、感じることに成功しないなら、それはあなたがまだ物質の圧力と世界の影響にさらされ

ているためです。 

私はあなた方に多くのことを明らかにしましたが、本当に言いますが、人間はこの地上にいても、自分を待っている世界がどのようなものか、魂はそこでどのように生き、神性を前

にしてどのような至福を経験し、不完全なものに満ちた者がどのように浄化を受けるのかを理解することはできないのです。 

61 もし人間の知性が、あの世の純粋な魂の至福を理解するとしたら、その至福には人間のような限界があるはずだ。だから、ここからでは理解できないが、推測はできると言っ

ているのだ。 

62 魂が良心によってわが神性の前に引き出されるときの苦痛の激しさは、あなたにも想像できないでしょう。ですから、いつも言っているのです。あなたの魂が知るべき教えが

明らかにされるために、あなた自身の準備をし、魂を高めてください。魂と知性の間には、本当の意味での対応関係があるはずだということを認識し、ここでもその真理の一端を知ること

ができるだろう。 

63 私は、あなたの知性を高め、必要な光を無限に求めることを許しました。私は、あなたが自分の道を選ぶことができるように、あなたに意志の自由を与えました。しかし、わ

たしはわたしの戒めをあなたがたの意志より上位に置いたのだ。その法則の中で、あなたは正しい道を認識することができ、その中で、あなたの仕事を浄化するための知識を見つけること

ができます。もし、この道を進みたくないのであれば、自由に背を向けることができます。しかし、あなた方はもはや自分を欺くことができなくなり、あなた方の良心が絶えず語りかけて

くるようになるのです。 

それでも、あなたが私の前に現れると、--すでに地上の肉体を持たない--

その内なる良心の裁きがあなたを裁き、あなたがどの浄化の道を歩むべきかを教えてくれるでしょう。その正義の光は、あなたの中におられる神ご自身の一部であり、あなたに善を愛し、

悪を拒むことを教えておられます。 

64 この準備期間に、あなた方は私の教えを学ぶことに専念しなければならない。あなたの言葉を必要としている心がたくさんあるからです。あまりの堕落に疲れ、霊的に生きた
いという飢えがある。 

65 このワークの弟子たちは、精神的な糧を生み出し、人類がこれまで抱いてきた誤解を正し、あなた方が生きているこの時代の福音を伝え、世界観とこの時代がもたらす生命の

進歩を告げ、階級、宗派、宗教、人種による差別なく人々に奉仕し、あらゆる精神的、肉体的必要性に応えていきます。この弟子たちは、難破した人の舟を照らす灯台のように、夜の道を

迷う人を救う星となるのです。 

66 彼らは石造りの教会を建てず、祭壇を築いてその業を知らせようとはしない。彼らは、愛の力で結ばれた人々の心を石とした、偉大な精神の大聖堂を建設するのです。 
67 この3年間の私の教えをよく聞いてください。この教えを学んだ弟子たちが、1950年以降の教師になってくれるからです。その時、あなた方が一致団結し、真に私に身を

委ねることを望むなら、私はあなた方を私の霊感の光で照らし、あなた方が偉大で根本的な仕事を成し遂げることができるようにするのだ。しかし、あなたがたはこれに備えなさい。わた

しが定めた時が来れば、わたしはもはや声豚を用いないであろう。 

68 私の光は、マスターとの直接対話の時を準備している私の子供たち一人ひとりの中で輝くことでしょう。 

しかし、それは私の仕事を売って、詐欺師になる人の中にはないでしょう。1950年に私の言葉が終わるとき、あなた方は道を進むための手順を理解しているように、自分自身を

準備しなさい。十分な準備をしていない者は、すべて混乱に陥る。 

69 愛する人々よ、私の意志に従って、私の言葉を人々に伝えなければならない方法を理解しなさい。だから、失敗しないように、人類が何世紀にもわたって持っていた習慣を、

ある瞬間から次の瞬間まで変えようとしないことです。私の教えを与えれば、その中で生きてきた異常さを理解することができる。私の教えが持つ説得力は、彼女の知覚を啓発し、真実を

認識させることでしょう。そうすれば、彼女の目には、かつて間違っていると思われたものが、無限の光で輝くことでしょう。 

70 わが子たちよ、わたしがあなたとともにいて、あなたの心に触れたのは、あなたがその中にわたしの場所を用意して、そこにわたしが永遠に住めるようにするためである。 

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 206 
1 あなたに対する私の慈悲は、私の愛から湧き出し、すべての生き物に絶え間なく注がれています。私の愛は常にあなた方を祝福し、許し、あなた方が私を身近に感じ、あなた

方自身を私の子供として認めるに値するものとなるよう、あなた方の発展の道においてあなた方自身を高めるよう助けてくれるのです。 

2 わたしがあなたがたに与えたのは、わたしの律法であり、あなたがたはそれに従って身を処することができる。これこそ、太古の昔から私があなたがたに示してきた道であり

、あなたがたの作品を築く土台である。この律法は、私の賢明な戒めを含んでいるので、あなたにとって必要な原則を示してくれるでしょう。 

3 今日、私があなた方に伝えているこの言葉は、私が最初の時代からあなた方に伝えてきた教えの続きであり、始まりも終わりもないため、止まることはないのである。そして

、あなたの魂が成長するにつれて、私の賢明なレッスン、あなたを完璧にしたいという私の願いがますます理解できるようになるでしょう。 

4 私は、あなたが最も威厳ある方法で私を愛することができるように、そして、あなたが私の顕現を受容し、それを正しく解釈することができるように、最高の霊化であなたを

鼓舞します。 

5 私の御言葉を学び、その意味を理解したとき、あなたは強められ、完全に満たされた気持ちになるのです。その時、あなたは、この時期の私の到来を何も知らない全人類に愛

情を込めて語りかけ、慈愛の気持ちがあなたの全身を満たすことでしょう。あなたは、私があなたに話したことをあなたの仲間に明らかにして、私があなたに残したすべての財産を、あな

たの手にある神聖な財産であるかのように、彼らに与えるでしょう。 

6 人類が一歩を踏み出すためには、光が必要なのです。信仰に基づくすべての被造物には、飢え、生への欲求、真理への知識、そして旅の行き先を知りたいという欲求がありま

す。私は、自ら準備し、困難な使命の中で、彼らが礼拝の行為で発見するすべての誤りを愛情をもって正す方法を知っている者たちを通して、彼らを指導するのだ。あなた方は私を手本に
しようと、この任務を始めるのです。痛みを和らげるために、金持ちと貧乏人の区別をしないでください。自分の信仰を押し付けたり、自分の知識を誰かに強要してはいけません。また、

過去の証書を持つ者が私の最後の教えを知らない、あるいは受け入れたいと思わなければ、争わないでください。 

7 暗闇に光をもたらし、心に平和をもたらし、私を待ち望んでいる人々の焦りを鎮めてください。同胞を助けよ。われはおまえの家族と財貨を見守る。 

8 このように行動するならば、あなた方は人の魂の中に永続する神殿を建設し、そこで私が愛する子である人に常に期待している礼拝を行うことになるのです。 

9 作品に誠意があることを確認する常に真実を語り、私の弟子となりなさい。この言葉の中で、私は来るべき時代の人々、私に従い、私を模範としようとするすべての人々に語

りかける。 

10 1950年が過ぎたら、祈りや私の言葉を学ぶために特定の場所を求めてはならない。家か、屋外か、パンを稼ぐ場所か、選んでください。私の12人の弟子たちを例にとる

と、彼らはどこに行っても神殿を見つける方法を知っていた。なぜなら、彼らは自分自身の中に、魂の中に神殿を持っていたからであり、彼らの行いにおける偉大で崇高なものは、彼らの

高揚と私との交わりに基づいていたのだ。 

11 地上に苦しみがある限り、不幸がある限り、マリアの執り成しは一瞬たりとも止むことはなく、その霊はすべての被造物の命を照らし出すでしょう。 

12 あなたは、私を呼んだところから、あなたの心の住処を私に差し出し、私はすぐに待ち合わせ場所に急ぎました。 

13 私の道で、あなたは今まで地上で見つけたことのない心の安らぎを経験しました。あなたの味覚の甘さを求めて、あなたは多くの道を旅して、私の言葉の蜜を見つけた。 

14 幼少期から青年期、そして壮年期に至るまで、あなたはたゆまぬ努力で正しい道を探してきました。しかし、私の霊の光があなた方の前に現れ、その日はあなた方の復活の日

であり、それはあなた方の誕生の日と同じくらい大切な日なのです。 

15 私の言葉を初めて聞いた日を忘れてはならない。それは、あなたが光の生活に戻った瞬間だった。 

16 ある者は謙虚に、またある者は誇らしげに、わが現存の力に魅了されながら、あなた方は必要としてやってきて、わが言葉を探求してきた。あなたは私のところに来なければ
ならなかった。たくさんのことがあなたを待っていたのです。しかし、ある者は私の愛撫を軽んじ、私に背を向け、不確かな道を歩んだが、ある者は私のもとに留まり、私の言葉を喜び、
私の仕事の奉仕に身を捧げたのだ。 

17 私はすべての子らの中にいる、殺人者の心の中にさえも。私は誰からも離れない。そして、自分を最も価値のない存在だと思う者に最も近い。 

18 来場された方は、倒れた方のために祈ることをお勧めします。しかし、彼らを裁いてはならない、彼らもまた光に到達するのだから。 

19 あなたが手本となることなく、人々が自己を更新することを期待しないでください。寄生虫にはなってほしくない。 

20 あなたがたは、私が与えたみことばの賜物によって、人間の暴走を止めるのだ。水やりや手入れが必要な柔らかい植物のように、人を託していく。人々はあらゆる道から私の

もとにやってきて、牢獄からも私の弟子となるためにやってくるからだ。もしあなたが今日の仕事を果たさなければ、あなたの魂は、あなたが道に置き去りにした「死んだ」人を生き返ら
せるために再び来なければならないでしょう ── 

あなたが世話をしなかった病人を癒すために再び来なければならないでしょうし、あなたが世話をしなかった空腹の人にパンを提供するために努力しなければならないでしょう。しかし、

今、義務によってそれを果たすことができるのに、なぜそのような苦しい償いを求めるのでしょうか。 

21 人間の科学は素晴らしいが、科学者の魂は眠ってしまい、人を死なせてしまう。だから、私はあなた方の手に癒しのバームを置き、人の医者となったあなた方が、親切と愛の

模範となるようにしたのだ。 

22 世界で疫病が発生し、人類の多くが滅びるだろう。それらは、科学が無力な未知の希少疾患となるだろう。 

23 全世界が雑草から解放されるのです。私の判断は、利己主義、憎悪、権力への飽くなき欲望を排除します。大自然の現象が現れる。 

24 国家は荒廃し、地域全体が消滅する。皆さんの心に警鐘を鳴らすことでしょう。 

25 道は用意されている。私はあなたのガイドです。あなたの人生の道には切っても切り離せない存在です。 
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26 イスラエルの祝福された人々よ、あなたの主の御前で歓迎されよ--

柔和に、謙虚に、この地にあなた方とともに住まわれるその主よ。しかし、それは私が自分を示す物質的な場所ではない。住処はあなたの心の中にある、目に見えない、それはあなたが霊

的に昇華する瞬間に私に差し出すものです。 

27 あなたが私の言葉を欠いていることは知っています。それがなければ、わが民よ、あなたはどうなってしまうのでしょう。あなたが私を必要としていることは知っている。私

はあなたを強くするためにたゆまぬ努力をする。この純粋で明るい御言葉は、人間の手によって書かれたどの本にも見つけることはできない。 

28 私の話を聞いた科学者たちは、この言葉が他に比類のないものであることを、あなたがたの前で告白しない。しかし、彼らは心の奥底でそのことを認識している。 

29 今まで地上では得られなかった魂の安らぎを、この道で感じさせてあげたのです。あなたは多くの道を歩んできました。無知なハチドリのように花から花へと様々なハチミツ

を試したが、あなたの口にはこれほど甘いハチミツはなかった。しかし、あなたの唇の上で蜜となったこの言葉は、あなたが今まで味わってきた味をすべて消し去ってしまったのです。 

30 あなたは絶え間なく正しい道を求め、さまざまな道を見つけてきました。あなたは暗闇と戦ってきたが、あなたの速い走りは遅くなり、疲れてしまった。 

31 しかし、私の神霊の光はあなたのために輝きました。あなたの精神と魂にとって忘れがたいその日は、来世の記憶帳に記録され、その中で、あなたが地上で行ったこと、師か

ら聞いたことすべてを霊眼で読まなければならないのです。その日は、あなたの魂にとって、恵みの生活への復活の日だったのです。 

32 ある人は成功者として、またある人は困窮者としてここに来た。ある人は、ある人は、時間が決まっていた。愛情をもってあなたを待ち、あなたを迎え入れ、霊的な生活に復

活させたあなたの父のもとに来なければならなかったのです。 
33 あなた方は私の言葉によって喜びに満たされ、あなた方を包む肉体の物質が、あなた方が私の祝福された仕事に完全に身を捧げることを妨げていると感じているのです。しか

し、あなた方は服従するのです。なぜなら、弟子たちは私の高邁な命令に干渉することは許されないこと、弟子たちは献身的で従順でなければならないこと、この物質の体を通してあなた

方は光の道と偽りの道と闇の道の両方を知るようになることを知っているからです。 

あなたは強大な木の陰で幸福の果実を享受し、不和のリンゴを取り除くのです。緑のヤシの木陰でリフレッシュし、その葉が毛虫に荒らされず、猛禽類がその上に巣を作るのを見守

るのです。 

34 いろいろな種類のハチミツの味を知り、最終的に自分の口に合う味のものを選んでもらうために、私はあなた方の道を残してきたのです。私の神聖な原子の息吹に導かれて、

あなたが区別し、常に善に傾くことができるように、私はあなたに二つの極端を知らせたのである。 

35 あなたが「死」と呼んでいる閉ざされた扉の向こうには、「生」があるのです。ライフ・イズ・ミー死とは、あなたに誘惑を与え、あなたの目を曇らせ、あなたが私の側で生

きることを許さないものです。しかし、あなたには誘惑から解放される強力な武器があります。それは、祈りです。それは、あなたに強いという感覚を与え、あなたを私の神性に近づけ、

あなたの霊的成長の道を私と一緒に歩ませてくれる武器なのです。 

36 父である私は、愛と赦しの懐から誰も拒んでいない。誘惑に負けて奈落の底に落ちた者でさえ、そうなのだ。私は誰も非難していない。地上にも「精神の谷」にも、無防備な

存在は存在しない。あなた方の中で、罪人であり、私の慈悲を受けるに値しないという理由で、私の懐から追い出される者がいるだろうか。良心の声から来る呼びかけに耳を貸さなかった

ために、わが神霊の光を受け取ることができなかった硬直した罪人の心の中に、私は生きているのだ。あなたは、彼の悪行の連鎖のために、私が彼から自分を切り離したとでも思っている

のか。いいえ、そうではありません。私はすべての被造物の父であり、わが子を一人も拒絶することはない。私は愛であり、愛する父として、私の民を誰も顧みない。 

37 失われた者のために祈り、私の霊の光が彼の魂を照らし、彼が目覚め、誘惑の絆を断ち切り、彼を盲目にしている暗闇を払拭するよう求めるのは、あなた方の役目です。 

38 しかし、イスラエルは眠っていたのです。イスラエルは、人々が自らの功績によって再生を達成することを期待しています。その課題は、他の模範となることであるため、正

当な位置を占めていないのです。 

39 しかし、人々よ、わたしは言う。「わたしは、だれのために、わたしの律法を残したのか。硬直した罪人の手に？法律はあなたの手の中にあるのです。では、わが戒律がまだ

従われていないのは、誰の責任なのか。イスラエルしかし、さらに、私はあなた方に言う。なぜ、地球に寄生する植物として成長させたのですか？なぜ、私が与えた命令を実行に移さない

のですか？なぜ、罪人が奔放に自分の道を歩むことを許すのですか？なぜあなたは、私があなたに託したその言葉の賜物をもって、彼を私に近づけ、私の名によって彼に話しかけないので

すか。闇が人の目を曇らせ続けることを望むのか？あなたの仲介によって、闇が取り除かれなければならないことを知らないのですか？ 

40 起きよ、人々よ、父はあなたがたに言われる。倒れた人を起こしてきてください。私は人類に新たな命令を下さなければならない。私は、それぞれの国、それぞれの支配者、

それぞれの住民に、偉大で新しい使命を与えよう。 

41 素晴らしい現象があなたに起こるでしょう。季節は移り変わります。冬は厳しく、いつ春が来るかわからない。男はそのための時間を決めているからだ。しかし、誰が私の意
志に逆らうことができるだろうか。雨をせき止めて、畑に届かなくなる。だから、人々よ、覚悟しなさい。あなたがたの間に混沌の時が近づき、イスラエルはその闘いを倍加させなければ

ならない。 

42 あなた方の間には平和が支配している。持ってろ!この平和をあなた方の心から追い出してはならない。この国は私が選んだのであり、これに手を加えることは私の意志では

ない。しかし、あなた方の精神的な使命の遂行によって、この国と人類は光を受けることになるのだから、覚悟しておきなさい。 

43 イスラエルよ、ここに私がいる。あなたは、私を見ることができずに、私の声を聞くだけです。しかし、天の鐘の音を聞いて満足することだ。 

44 あなたの呼びかけの声を追って、夜の陣の片隅に。あなたの苦しみは何一つわたしに気づかれないはずがない。わたしは肉体と魂のためになるものをすべて与える。 

45 私は偽りの富を与えません。あなた方が自らを破滅させるからです。しかし、この世の後、わたしの右の手に上げるために、あなたを救うのだ。 

46 魂の豊かさを私に求めよ、そうすれば私はそれを与えよう。魂を裸にしたまま、体を飾るな。 

47 二つの最初の時代に人間に与えられたわが掟は、いまだ従われてはいない。だから、私は再びあなたたちとともに、あなたたちを贖うためにいるのだ。 

48 1866年以来、わが言葉はこの国で聞かれ、霊的に渇いている人々に水源から清らかな水が注がれている。私はここに身を置き、私の愛する子供たちの石のような心を滑ら

かにする。 
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49 ああ、すべての人がわたしの声を聞きに来るのならしかし、ある者は、わたしの言葉を聞いたにもかかわらず、主の光の道を歩まず、瓦礫の多いでこぼこ道を選ぶ。しかし、

これはあなたの兄弟、恩知らず、不従順な者で、永遠の命のパンではなく、地の苦いパンを好んで食べているのです。 

50 放蕩息子」を待っているキリストが私であることを知りながら、私と共に留まる者は幸いである。 

51 あなたの父は、ご自分の教えを教えるために来られたのです--狂信を許さない霊的な教えで、神の法則と人間の法則を完全に果たすように指導しています。 

52 私の許しを得るために、自分の体を傷つけたり殺したりすることは教えていない。私があなた方から受け入れる唯一の懺悔は、有害なもの、または、そのようなものを放棄す

ることです。 

悪いことは放棄した、しばしば心に痛みを感じながらも。このように行動するたびに、あなたの心は私の霊の安らぎを感じてきたのです。 

53 私がこのように話すのは、あなたの魂が、現実の世界は別にあるのに、地球の塵の上を引きずるようなことがあってはならないからです。 

54 あなたは、この人生の後に何が待っているか知っていますか？あなたの魂はどこに行くのでしょうか？私はただ、「見て、祈れ」としか言いません。学び、行動する。あなた

方はこの世をさまよっているが、やがてこのさまよいが終わり、私に近づくことができるだろう。 

55 3つの時代において、私は人類に様々な形で姿を現すことを選択しました。モーゼを通して第一時代に、自由と光に向かうあなた方の歩みを導くために。第二の時代には、「

言葉」として人となることで、世界に救済の跡を残しました。今日、私は「白い雲」に乗って、平和の虹として、あなた方に言います：聖霊の光を欲して来なさい。新しい時代の到来を待

ってはいけない。来るべき時代は、より大きな痛みと、より厳しい試練をもたらすからだ。 

56 私は今、あなた方が学び、従うべき第三の聖書を残しています。1950年がもう間近に迫っているからだ。 

57 私の教えを使わなければ、師匠の別れの言葉を聞いたとき、あなたは激しく泣くでしょう。それを待っているのでしょうか？疫病や飢餓も蔓延し、悲しみや苦しみが家庭に入

り込むまで待つのですか？ 

58 団結して、強いあなたを残したい。互いを誤解せず、愛し合えば、平和は普遍的になる。 

59 明日、海を越え、山を越え、遠くの土地に入るのは誰でしょう。私の言葉を伝えるために、家族や子供たちを捨てなければならないのは誰か？ 

60 見ていて、祈りなさい。1950年の以前から、あなたは私が与えたパンをひとりで食べていたのだから。その食べ残しを隠すために手を閉ざし、喉が渇いている人のことを
考えずに水を隠したのですね。しかし、この3年間は、私があなた方に言葉を与える期間であり、この後、あなた方は新参者を指導する師匠として出発することになるのです。 

多くの不完全なものから自らを清め、教会や宗派の模範となるように。今、私に耳を傾けている者の多くが私に背を向けるだろうから、覚悟しておくことだ。他の人たちは、自分た

ちの意志で出て行く。あなたがたの中で、私を裏切り、私を引き渡して売り渡す者がいる。 

61 明日になって、彼は話した人であって、あなたがたの神ではないと言うことのないように、わが言葉を研究しなさい。しかし、誰が私のように話すことができるのでしょうか

？私のように民衆を変革し、新しく生まれ変わらせる能力を持った人間がいるだろうか。 

62 まもなくその声は聞こえなくなるが、1866年から1950年まで私があなたたちとともにいたこと、そして多くの人が私の声を聞いたが、そのうちの何人かは私の言葉を

彼らの心から追い出したことを思い出すだろう。わたしと一緒にいたあなたがたは、永遠のうちに父と一緒にいることになるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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1 あなたはもはや、私の存在を感じるために、私を象徴するいかなる絵画的表現も必要としないので、祝福されなさい。これは、あなたが精神化に向けて踏み出した一歩なので

す。 

2 目の前に広がる広大なフィールドで、次から次へと教えを学んでも、終わりがない。なぜなら、あなた方が人間として生きるこの人生は、すべてを理解するのに十分ではない

からです。 

3 私の声を聞いてから、あなたの周りのものの見え方がどう変わったか!目を覆っていたベールが破れ、もはや目を閉じることができない。光を見る者のうち、誰が再び闇の中

にいたいと願うだろうか。 

4 あなたはもはや、私に対する感嘆、感謝、愛を心の中で押し殺すことはできず、あなたの霊的な祈りと行動の中で、私にそれを証明するのです。あなたはもう、人工的で選ば

れた言葉ばかりで、頭では理解できず、心でも感じられない、暗記された祈りを忘れてしまったのです。当時、あなたは自分の神と話すのに適した方法を持っていませんでした。 

5 今日、あなたが仲間の苦悩、不幸、痛みに出会ったとき、あなたの存在の奥底から慈悲、愛という感情が湧き上がってくるのを感じますが、それはあなたの隣人に対する善の

願いを最もよく表現する言葉です。 

6 長い間、あなた方は自分たちを崇拝するために神殿を建てていた。あなた方は、自分が他人を支配できる力と支配力を知って、自らを賞賛してきたのです。あなた方は自分を

愛し、自分を強く思い、力強く生きてきた。 

7 私は、あなたのこの傲慢さを曲げて、あなたが地上での自分のちっぽけさを認識し、謙虚さを感じるようにしたのです。あなたの中には、あなたの価値と力を確立するものが

あり、そのためにあなたはうぬぼれることができないこと、その何かはあなたの精神であること、その偉大さは、あなたが肉体の中で感じる自己重要性とはかけ離れていることを、私はあ

なたに明らかにしたのだ。霊は神の一部であり、物質的なものの上にあるのですから。これこそ、私が人間に課した真の偉大さである。しかし、その光が弱まることがないように、功徳を

積んで発展の道を歩むことができるように努力しなければなりません。 

8 以前、あなたの人生が情熱に支配されていたとき、あなたの精神は鎖につながれ、抑圧されていると感じていました。私の弟子たちの心には、高慢も利己主義も憎しみもあり

ませんから。あなたの霊は今、あなたの行動、思考、そして人生のすべてのステップを導き始めました。この服従は、あなたが犯した罪を清めるために服従する自発的な罪滅ぼしのような

ものです。 

9 こうして精神はますます善の力を得ることになる。そして、こうして人生という人間の旅が終わるとき、その栄光は非常に大きく、この世を去るとき、それについて傲慢さの

痕跡や苦難の兆候もなく、完全に霊の世界に入るのです。 

10 この謙虚さと高揚感をもってあの世に入った者は、この地上に残した苦労を忘れることはできないだろう。そして、弱者、病人、迷子の保護者、守護者となるために、そこに

戻る。 

11 善の実践を通して、あなたの精神の賜物を発展させなさい、そして、本当にあなたに言います。災難、疫病、病気は、霊性を保ち、良い準備をする人から退散するのです。こ

れは、彼が誇りに思うようになるために起こるのではありません。彼は肉体的な力によってではなく、謙遜によって力を持つ精神によってそれを達成したことになるからです。 

12 私と団結し、私の言葉を聞いてください。 

13 世界は救いを求め、善意の人々が私の教えを守るために出て行くことを必要としています。 

14 これは、人間が自分の精神的な状況を完全に把握していない時である。 

15 私の言葉を聞いて目覚めた者の数は、私の顕現を知らない者に比べれば、ごくわずかである。スピリチュアルなものの近さ、存在を直感的に感じる人がいる。 

16 人々は救いの手と救いの言葉を必要としています。その手と声は、私の新しい弟子たちのもので、努力によって、失われた人々を救う霊的知識をもたらすでしょう。 

17 試練のときが近づいている。私が発表したことをすべて経験する強さと勇気を持つように、あなたを訓練したのです。この争いの中で、人々は国家間の戦争や世界観の争いの

原因は、キリストの教えを理解できず、疎外されたまま生きているからだと理解するようになるのです。もし、これが守られるなら、世界は満足するはずだから。でも、もし愛の代わりに

利己主義があるとしたら、どうして自分の人生の作品に明晰さや霊性があるでしょうか」。このような状況下で、霊が肉の反対を押し切ってその本質を明らかにするにはどうしたらよいの

でしょうか。 

18 現代人は、いたるところにある不幸を解消するのではなく、それを自分のために最大限利用しようとする。 

人はなぜ、より純粋な感情や精神にふさわしい願望を与えてくれる理想を求め、上へ上へと進化してこなかったのだろうか。なぜなら、彼らは人間の目で認識できるものの先を見よ

うとしなかったからだ。つまり、苦難や地上の楽しみ、物質主義的な科学の先を見ようとしなかったからだ。 

彼らはこの世に与えられた時間を、できるだけ多くの富と快楽を得るために使い、活用してきた──肉体が終われば、それですべてが終わる、と考えている。 

人間は、上へ上へと成長し、自分を神の子とみなす代わりに、その無知な傲慢さのために、下等な存在のレベルに沈み、その霊が神格と霊的生命について語りかけると、神の正義へ

の恐怖が彼を支配し、この内なる声を沈黙させてこれらの警告について何も考えようとしないことを好むのです。 

自分の存在も、心身の状態も考えていない。このように生き、考える限り、彼は塵であり、惨めであるということ以外に、どうしてありえようか。 

19. それゆえ、私はあなたがたに教えるが、見よ、私の話を聞く者は、心の中で別の考えを持ち、魂のものであるその高い生命について深く考え、それは、私の神聖な恵みである

、人間の中に高いものが存在すると理解すれば、すでに地上の生活の中で生じ始めることができるのだ。 

20. これによって、すべてを支配する法則や力は神であり、その力と知恵は、神の完全性の反映である自然の中に明らかにされていることがわかるだろう。人類が父の偉大さを認

識し、認めるとき、父を崇拝するために父の像を作る必要はないことを理解し、一見取るに足らない被造物の中にさえ神を発見する方法を知るとき、人類は良い道を歩み、すべての被造物

が自らの内に秘めている神の知恵と力を認識する道に進むことになるのです。そうすれば、私の教えを受けた人たちは、より広い視野を持つようになり、ますますスピリチュアルになって

いくでしょう。そして、彼らを閉じ込めていた壁が目の前で崩れ去り、次々と教えを理解できる世界を目の当たりにすることになる。 
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21. しかし、本当にあなたがたに言います。あなたが学んだことは、わが意志のすべてを理解するには、まだ十分ではありません。まだ長い間、この長い道を歩かなければなりま

せん。しかし、無知のベールを破れた瞬間から、もう後戻りはできないと言うことです。この天の歌を聞いた者は、もはや私の霊感に聴覚を閉ざすことはできず、その唇は主を賛美するこ

とをやめることはできないだろう。 

22. 今日は、毎回違う祈りを、心の底から言えるようになりましたね。少し前まで、あなたはまだ心や本の中に起源を持つ人工的な言葉を編み出していました。今、あなたの祈り

には限界がありません。あなたが真の信仰をもって内側に立ち上がるたびに、あなたは戦いに近づいていることを感じるからです。だから、自分や他人の痛み、そして感謝を捧げるとき、

口先の言葉ではなく、インスピレーションがあなたの魂に近づいて、主の臨在へと運んでくれるのです」。今日、主の栄光を讃えるのはあなたの唇ではなく、今、あなたの全身が主の善を

証しするのです。 

23. 己を知り、己の過ちを発見したら、それを改めよ。すべての魂が行くべき場所に戻るという希望をもって、自らを励ましてください。その思いで自分自身と戦ってください。

自分たちの精神性が優れていることを、自分たちで証明しなさい。情熱や悪い傾向があなたを支配しようとするとき、あなたは自分自身に打ち勝つことができると証明することです。 

24. しかし、肉体の満足のために生き、自分自身を永遠で強く、強力だと感じて神殿を建てて崇拝していた過去の時代の遺産は、精神的価値と物質的価値の意味を実感することに

よって取り除かれるでしょう。 

25. 自分の強さ、自分の精神的価値の確信が、虚栄心の理由であってはならない。精神的な偉大さは、地上での偉大さとは全く異なるものだからです。 
26. スピリットは光の輝きであり、愛の種であり、生命の胚胎である。 

27. 偉業を成し遂げようとするあまり、この世の野望ばかりに気をとられていた自分が、いかに間違った道を歩んでいたかを思い知るのです。 

28. あなたは今、少しずつスピリチュアリティを理解しています。ですから、あなたに与えられたこの人生の終わりを迎えるとき、あなたの魂は光と知識と恵みを手に入れるでし

ょう。 

29. では、あなたは自分が生きている時代を理解しているのでしょうか？ 

30. 民族間の対立を解決するために集まっている各国の代表を助けることができるように祈ってください。それぞれの解決策について、全員が異なる考えを持っていると思います

か？いや、人々よ、彼らは間違っている──内心では、彼らの良心はそう思っているのだ。自分の信念を無視させるのは、物質的な利益である。誰もが自分の良心に従って行動すれば、す

べての紛争を解決するのはどんなに簡単だろうか。そうすれば、世界は平和になる。そうすれば、国家の運命を左右する人たちは、自分たちの偉大さを考えるよりも、すべての人の幸福を

考えるようになるでしょう」。しかし、そのようなものは見られず、不信感から人々は常に警戒している。 

31. もう一度言いますが、私はあなたに言いたいのです。もし世界が私の道に戻り、私の教えに従えば、問題は解決し、平和に暮らせるようになる。 

32. この日、私の普遍的な光線があなたの魂に降り注ぎ、永遠の命のパンであなたを養うのです。あなたを呼んだのは、私の声です。 

私はあなた方の中に、最後に来た人たちを見ます。彼らは私の言葉でリフレッシュするために招かれています。ある者は信仰を持たず、ある者は偶像崇拝をし、ある者は優しい羊の

ように群れに入り、ある者は偽善の仮面を顔につけています。彼らは私の存在を疑い、内心では私の教えをあざ笑っています。なぜなら、創造主が人間の理解力によって自らを知られるこ

とは彼らにとって不可能だからです。 

33. もし、自らを知らしめるのが真の神でなかったら、私があなた方に与える証拠を作り出すことも、徳の道を教えることもないでしょう。信じない者は、考えていないからそう

なるのだ。彼の心は閉ざされ、暗闇の中にある。 

34. という声が聞こえてきます。私は真の神であり、父であり、命であり、光である。私は、このような形で自分自身を知らせるために降りてきて、あなた方の異常、誤り、そし

て真理を理解し遠ざけるような卑しい情念を取り除くために来たのだ。 

35. 私は誰も裏切りません、あなた方は私の宴席にいるのですから。あなたの霊の中にある私の光を通して、あなたの魂に語りかけ、揺さぶり、目覚めさせます。 

36. 私は、第二の時代であなたが非難したキリストと同じです。しかし、時代は私の意志に従って刻まれたのです。 

37. あの時、あなたが私を十字架に導き、その上で私があなた自身を愛するために私の血の最後の一滴を流したとき、私はあなたを自分が何をしているのかわからない無垢な者の

ように見せました、あなたは原因を全く知らずにメシアを非難しましたが。しかし、私はあなたを12人に託し、彼らは師に従い、人類に私の教義を広めた。 

38. 今日、私はあなた方の中に、ある時は大声で「彼を十字架につけろ」と叫んだ者たちを見出した。彼は魔術師だ！"そして、その結果、私が配給する利益を見誤った人。 

39. 時代は流れ、あなた方の魂は、愛と命の言葉である「神の言葉」を別の方法で聞くために、私の意志に従ってこの国に住むようになったのです。 

40. ここに私もいますよ!私はあなたの心に触れて、あなたが私を庇護するようにします。私は、私がとても愛しているあなたの魂が欲しくて降りてきました。あなたがそれを罪

に縛りつけ、その光を暗くしたからです。 

41. あなたの知性が輝くときはいつも、隣人を愛することではありませんでした。あなたの愛は、快適な生活と物質的な満足の中で、緩んでしまったからです。 

42. 魂の永遠の命を忘れ、ついにはこの世で自分を神だと思い込んでしまうのです。あなたがたは、私が裁き主としての非情さを理解せず、苦痛による罪の償いと浄化を許さず、

人の間で血を流すことを妨げないことを見て、次第に私の存在と私の正義を疑うのである。 

43. 心を開いてください魂を高めろあなたが聞く声は、いつもあなたに愛と慈悲と完璧さを語りかけてきた声と同じであることを教えてあげましょう。3度目の正直で驚いた!第

二の時代のように、私を人間として見ようとしないでください。私が「雲に乗って」やってくると言ったことを思い出してください。わが神聖なる霊はあなた方に降り注ぎ、それゆえ、私

は完全の梯子からわが光線を声楽家の上に降ろし、こうしてわが声はこの世界の汚れの中にさえ聞こえるのである。 

44. 私の言葉を聞くのはあなただけではありません。私、"言葉 

"は、地球上に光を放ちます。でも、みんなに「あの世から降りてくるような声を聞いたことがあるか」と聞くと、「ない」と答えるでしょう。なぜ？ 

なぜなら、人々は良心から来る呼びかけに耳を傾けることなく、罪と狂信に抱かれながら、世の中の道をつつましく歩いているからです。 
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45. 1866年以来、私はあなた方にわが言葉を与えてきた。それはあなた方の魂の救済であり、あなた方が地球全体の完全な平和を達成するための道をあなた方に示すものであ

る。 

46. 私はあなた方の魂に、主への借りを返すという難しい使命を託しているのです。これから雑草を抜いて束にして灰になるまで火に投げ入れるところです。最終的には光が射し

、私の教えが世界に認められることになるからです。 

47. 人間は新しい教えと新しい法律を作るだろうが、それはもはや彼の意志ではなく、私の意志である。そうすれば、平和、調和、兄弟愛が生まれるでしょう。もはや心は憎しみ

に飢えることもなく、殺戮の手が上がることもないだろう。しかし、そのためにはまず、あなたを清めなければなりません。あなた方の中には、これらの予言が霊的な谷から実現するのを

見る人もいるでしょうし、地上に住み続ける人たちが1950年以降の新しい世代にこれらの予言を証しすることになるでしょう。 

48. 民：私があなたに示した、私に届く道は一つです。光でマークされています。その上に人生と祈りがある。それは、魂の道である。その上を歩けば、滅びることはない。この

道を歩むならば、聖霊の教義を世に宣べ伝え、わが啓示を証しし、完全なる祈りをもってわがもとに来るよう同胞を教えよ。 

49. 皆さん、オリーブ園で私が父なる神様に人類の赦しを懇願した時の祈りの例を思い出してください。イエスの体は天の父の前にひれ伏し、いかなる像の前でもなく、私は私の

言葉を天に向けて、人類に遺したのと同じである。 

50. もう一度、私の慈悲をあなたがたの間に注ぎ、あなたがたを愛情をもって抱く。人生のさまよえる者たち、弟子たち、子弟たちよ、師の声が降りてきて、あなたがたを愛撫す

る恵みの日である。わたしは厳しい裁判官としてではなく、公正な父として御自身を示し、わたしのことばで、あなたがたが迷い込んだ道に導きます。 

51. 皆さんはファイターです。落ち込んで到着する人もいるようですね。また、勝利を収めた者もいれば、まだ勝利の歌を歌えない者もいる。あなたはまだこの戦いの真っ只中に

いて、その結果を知りません。あなたがまだ知らない、あなたが蒔かなければならない畑は広大です。しかし、あなたには豊富な種があり、それを蒔くことができるだろう。 

52. ある者は献身的に強く任務を遂行し、ある者は疲労に打ちひしがれながら、すべてを見る目、すべてを聞く耳、すべてを書き記す手があることを知りながら。今日を生きてい

る貴重な時間を経過させ、明日には光がなければ目が開かなくなると考えてください。その時、あなたの魂は、あなたが私の言葉を聞こうとしなかったので、悲しんで立ち上がるでしょう

。この時のように私の声を聞きたいと、あなたの魂に計り知れない欲望が宿るでしょう。しかし、厳しい声だけが届く、良心の声、それはあなたを震え上がらせるでしょう。 

ですから、今日、あなたがたに言います。私の言葉から離れず、私の指示に耳を貸さないでください。この教えからその意味を聖なる経典のように汲み取って、私の前で答えなけれ

ばならないのだ。 

53. 私の教えの偉大さを理解できないのは、人々の罪と苦痛の結果である。 

54. 私があなたに与えるこのエッセンスは、魂に生命を与え、すべての悩める精神に癒しを与えます。不毛の地の露のようなものです。 

55. もし、あなたがまだ良い実を結んでいないなら、あなたの良心にその理由を尋ねれば、良い結果を得るためには、働き、見守ることが必要だと答えてくれるでしょう。土地に

良い例を蒔き、美徳を蒔き、私があなたの魂を創造した能力を明らかにしなさい。悪い情念を剥ぎ取り、良い行いを身にまとわせる。そして、地上において、あなた方は私の真の子供であ

り、私の神性を体現する者となるのです。 

56. この仕事は人類が議論し、心の中に思想の革命を起こし、この仕事の始まりを理解できず、その最終目標を理解することもできないすべての人々を混乱させることでしょう。 

57. 私の種蒔きは眠っていて、清く大きい私の仕事を知らせない。彼らは自分の悪い仕事をそれに混ぜたと認識しているからだ。この宣言で世界が私の言葉を聞くことができるの

は、あとわずかな時間しかないのです。眠れば、明日、心に痛みと苦しみを持つことになる。しかし、あなたを裁くのは父ではなく、あなたの良心であろう。 

58. 残り少ない時間ですが、ぜひ召し上がってください。1950年の終わりに、わたしと一緒にいるのは誰でしょう。あなた方の収穫のうち、肥沃な麦を持つのはどちらか。 

59. 世界は深い眠りの中で、あなたが来て、それを生き返らせてくれるのを待っているのです。あなたがまだ「死者」のために出発していないのは、私への信頼が欠けているから

です。国民から何を恐れているのか？彼らの正義や死を恐れているのか？私は、あなたを死から解放すると言ったのです。私が永遠の命を与えたことを忘れないでください。 

60. 私は「永遠の言葉」であるため、あなた方に話すことに飽きたことはない。私の言葉は、私が澄んだ水を湧き出させる石の心を鍛え、滑らかにする鑿（のみ）である。 

61. この苦しみと悲劇の時、私を手本にしてほしい。しかし、私に全幅の信頼を寄せれば、あなたの仲間はスピリチュアリズムの輝きを知ることができるようになります。あなた

も私と同じように、不安がらないでください。十字架の重荷は、あなたの力を超えるものではありません。 

62. 人々よ、あなた方の大きな試練に報いるために、あなた方には私の言葉がある。あなたは、私の仕事のために、大切な人たちから誤解され、軽蔑されてきたのです。あなた方

のうち何人が、世の乱痴気騒ぎや快楽に没頭し、その結果、魂を退化させ、そのためにすべての酩酊が打撃となったことでしょう。しかし、最終的にこの道から迷わせたのは誰なのか？─

─ ご主人様あなた方は私の愛を理解し、それに感謝し、私はあなた方の断念の報酬としてあなた方に語りかけていることを知っているのです。 

63. 自分の過去を知ることができる視線はないと信じていたんですね。しかし、私はここにいて、あなたが私の存在と私の存在を疑わないように、あなたの人生の本を読んでいる

のです。 

64. 第二の時代に使徒たちを私の周りに集めたように、この時代、私はあなた方を私の弟子の位置に置いたのだ。 

65. 私の言葉が、私の足跡が残した道を、あなたを導くのです。長い間、旅をしていても、あなたの唇から勝利の叫びは聞こえてきません。あなたはまだ闘争の最中であり、人生

の旅路の終わりに到達したときにのみ、報酬を受け取ることができるのです。ある人は強く、ある人は疲れ切っているように見えます。私は休息を与え、あなたがそれに反映されるように

します。今は誰も無駄にしてはいけない貴重な時間なのです。 

66. 私の指示を無視してはならないし、私の声に耳を傾けてはならない。この言葉を聞いて、その意味を汲み取ってください。その偉大さを認識するために、心を澄み切らせ、心

を清めなさい。その中には、あなたの魂に命を与えるものがあります。これは私が乾いた野原に降らせた露であり、あなたが人類にもたらすべき種である。もし、私の子供たちの中に、種

を蒔いても実を結ばない者がいたとしたら、それは種が純粋でなかったからだ。良い種を蒔き、良い実を待つ。 
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67. あなたの心の中から、あなたの使命を遂行することを常に妨げてきた人間に対する恐れを追い出しなさい。あなたの魂を裸になるまであらゆる汚れから解放し、あなたの善い

行いの光をまとい始めなさい。そうすれば、私の法を広めるにふさわしいと、内心で思うようになるでしょう。私のドクトリンを説明し、人々がそれを探求するように。私の仕事を理解す

るとき、彼らは始まりを発見することもなく、終わりを見ることもないだろう。 

68. 私の教えはとても純粋なので、人に謝ったり恥ずかしがったりすることは何もありません。それにもかかわらず、恥じることがあるとすれば、それはあなたがそれに加えたも

の、あるいはあなたの生活があなたの教えるものと調和していないためであろう。しかし、私があなた方を派遣したのは、あなた方の良い行いの例を示して、この良い知らせを伝えるため

なのだ。 

69. 世界は、思いがけず新しい時代が到来したことを認識し、これらのことを伝えることができる人々に目を向けるだろう。でも、もしあなたが眠るとしたら──どれほどの苦痛

を伴って目覚めるのでしょう 

70. この御言葉を聞くことができるのは、あと「瞬間」だけです。それが終わるとき、私と一緒にいるのは誰だろう？わたしがあなたがたに与えたように、わたしの律法を清く保

つ者はだれか。 

71. これからは不屈の精神で、崇高な使命を果たすべく出発することを忘れないでください。あなたがたは死を恐れてはならない。しかし、あなたが体に抱えている誘惑に致命傷

を与え、倒れないようにする必要があります。良い弟子は、他人に自分の弱点や情熱を克服するよう教えるために、自分自身を克服することを学ばなければなりません。 

72. 私があなたに話すことが単純であることに気づかないのですか？それは、第二の時代に現れたものと同じで、私が自分を限定して人間と同じようになり、私の言葉と模範によ

って人間を高めて、神のようになるようにしたのだ。 

73. 私の道具となりなさい。しかし、私が心に届くように決して邪魔をしないでください。なぜ、自分にもできると疑うのですか？あなたは教えをよく理解していないのです。あ

なたがたはわが子であるから、父から同じようなものを受け継いでいるのであり、あなたの父は善良である。 

74. あなたは、あらゆる運命のストロークを超えて、神のマスターの痕跡を求めるために、霊的なものから地上に降りてきたのです。そして今、わたしがあなたを通して自分を知

らせようとしているとき、あなたはわたしの声を聞くために、自分の持っているものをすべて捨てようとしているのだ。あなたがたは、自分の離俗や犠牲が、われに報われないとでも思っ

ているのか。運命の最終目標を一日たりとも忘れることなく、日々一歩一歩前進していくように。 

75. あなたは私に何も与えないということを忘れないでください。手に入れたものは、すべてあなたのものになるのです。 
76. なぜ、私は身を低くして、時には深い淵まで降りて、あなたを救おうとするのでしょうか。あなたを愛しているからです。 

77. この教えの中に、あなた方は祖国に帰るための基礎、短い、そして確実な方法があるのです。それは、精神化の教えである。それを理解したとき、あなたの思考、あなたの言

葉、あなたの作品にどれほどの光が宿るでしょうただ口先で、自分たちは霊能者だと繰り返すだけではいけません。本当にそうなれば、それを捏造する必要はなくなるのです。 

78. 今、私があなたの心と魂に与えているこれらの教えについて考えてみてください。明日は、そこで探して仲間に教えてあげなければなりません。 

私の平和があなたとともにありますように 
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コンテンツ情報 
Verse No. 

インストラクション 175 

スピリチュアリズムとの闘い  

 エゴイスティック・マテリアリズム4 

 科学は神から祝福される8 

 神の正義が輪廻転生を認める11 

神はその正義において、以下のような制限を設けています。 

 よこしまなこころ15 

 精神が立ち上がれば痛みは消える16 

 死、永遠の呪い、地獄はどこにあるのか  17 

 すべての霊は神の霊の一部である22 

 精神は時間の外に生きている27 

 墓地における唯物論と狂信論29 

 作品・言葉・祈り36 

 3つのテスタメントがひとつになった49 

 金の子牛」 55 

 タバナクルとアーク56 

 ダビデとソロモンの教訓62 

 聖霊の中の新しいイスラエル68 

 成就されつつある予言70 

 自由意志と良心76 

インストラクション 176 

 イエスの無限の愛の模範1 

 世界の平和の条件15 

 使節の働き18 

 調和ある発展25 

 霊的領域における使命の遂行33 

 大啓示の時代が近づいている38 

 世界は奴隷で溢れている50 

インストラクション 177 

 平和と精神的高揚のための闘い1 

 神には怒りがない19 
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 天は二十一を罰せず 

 試練と葛藤の中で祈りと心の平安を得る39 

 クリーニング44のメリット 

 多くの人が自らをクリスチャンと呼ぶ46 

 あらゆる形の神のコミュニケーションには終わりがある50 

 マインドからマインドへのコミュニケーション68 

インストラクション 178 

 蒔いた種は刈り取る2 

 人間の中の精神7 

 フルフィルメント14のための準備 

 真のスピリチュアリスト30 

 神には形がない39 

 スピリチュアルライフに関する啓示45 

 精神的な葛藤は普遍的なものである64 

 メンタルコミュニケーション  72 

 精神的な高揚に関する黙示録74 

インストラクション 179 

 霊的イスラエルの永遠の使命1 

 この試練の時への備えと信仰15 

 精神は肉体の前にある35 

 予言された第三の来訪  36 

 私たちの精神は神霊の一部である49 

 メキシコの精神的・物質的な準備52 

 この地上での人生の大きなチャンス64 

インストラクション 180 

 良心の光は弟子の道しるべ1 

 金持ちの若者たち」 8 

 進化の法則29 

 霊言を理解しなければならない34 

 メキシコに関する予言38 

 ゴルゴダのドラマの教え48 

 

 この世を去るための準備52 



 

129 

 魂の受肉はなぜ起こるのか63 

私たちが情熱をコントロールするとき、私たちは 

 どちらかに肩入れする危険性がある77 

 195084年以降 

インストラクション 181 

 ユニバーサル・レイの遍在性1 

 神には、怒りも罰も復讐もない6。 

 理性ではなく霊性が神を発見する14 

 パンとワインの重要性18 

 作品、言葉、思考における慈悲22 

 復活と生命33 

約束された主の雲上の再臨は 

 この時期の復活52 

 200056年頃の霊的な賜物の現れ 

 それぞれの化身が梯子を形成する63 

 主の新たな来訪74 

インストラクション 182 

 良心や直感は自分を救う手段である1 

練習する時間は決まっていません 

 神例16 

 物質科学と霊界の叡智19 

 刑務所に閉じ込める必要はない23 

 予言34 

 スピリチュアルな領域40 

 悪の帝国42 

 hell45の意味 

 人類は真にキリスト教徒ではない54 

他の時代と今日のエリヤ56 

 神聖な光への目覚め60 

 言葉なき祈り64 

 霊的存在間の調和の力66 

 The truth77 
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インストラクション 183 

 混乱前の弟子たちの準備1 

 神の言葉が改竄された7 

 運命には正義がある22 

 メキシコの大いなる使命33 

 霊におけるイスラエルの再誕34 

 復活に関する宣言35 

 放蕩息子」（E1:61） xxx40 

 聖霊の時代42 

 人のせいで、カオスになる48 

インストラクション 184 

 神の正義か人間の愚行か4 

私たちの知らない球体から来た霊的な存在。  

 もタスクを実行する17 

翻訳する際には、神の本質を 

 は、精神的な付加がなく保存される20 

 真理は形や記号を超えたところにある28 

 愛とは、創造主に向かう精神の道38 

 天と地についての誤った考え40 

 ある領域から次の領域への精神の発展44 

 精神と物質の調和を目指して55 

インストラクション 185 

 自由な精神的高揚のための能力1 

 三度目の正直で言葉の広がり17 

 心の進化とともに、誤った概念を消していく29。 

 私たちを取り囲む霊的な兄弟姉妹33 

 物質化を排除したスピリチュアルカルト37 

人間の知性と比較してはいけない 

 心を奪われる43 

 成就した予言46 

インストラクション 186 

 光と闇の大決戦4 

 精神の不滅に関する啓蒙15 
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 良心はインスピレーションの源20 

 

 第三の時の顕現22 

 罰の代わりに光と赦し28 

 スピリチュアリティへの一歩37 

 進化の道筋43 

 輪廻転生が精神的な進歩に対応する45 

インストラクション 187 

 忠実な信奉者3 

 精神と物質の関係19 

 精神は愛に飽きない26 

 より良い世界をつくるには？ 27 

 霊だけが神に出会うことができる31 

 明晰と真理は霊能者を区別する39 

 未来の平和についての予言45 

人間は、自分の責任で 

 知的後進国48 

 良心の大切さ63 

 自分の功績によって、私たちは神のもとへ行くことができる66。 

インストラクション 188 

 心は自由に道を選ぶことができる6 

 輪廻転生は償いの手段である7 

 精神的認知16 

 死は存在しない28 

 第三の試練29 

 霊的存在の存在39 

 スピリチュアリズムの危険性42 

 すべての精神は永遠である43 

 恐ろしいイデオロギー戦争の予言52 

 神の法則と人間の法則62 

光と正義の強力な潮流と 

 父への愛69 

インストラクション 189 



 

132 

 前触れのエリヤ2 

 弟子の責任11 

 スピリチュアリズムの正しい理解25 

 

 神のみが無謬である31 

 メキシコとその責任36 

 子ども・若者への呼びかけ47 

 メキシコの運命57 

 ライフの書58 

 新たな戦争を防ぐ方法67 

 開発の法則74 

インストラクション 190 

 エリアスの重要性1 

 1866年から195010年までのディヴァイン・コミュニケーション 

 いわゆる金持ちの虚栄心18 

 天の御国 "への霊の高揚  27 

 インカネイト・エンジェルズ・フォー・グッド51 

 サロモン52の負の例 

 精神の生命は永遠である57 

 物質的な誘惑の力が存在する61 

 こころとからだの関係65 

インストラクション 191 

 精神の発達と高揚のための準備1 

 不服従による混乱、195016年以降 

 第三の時代」の仕事の意義18 

 霊的な顔が信仰を強める22 

 善の力はすべての原理26 

 悪は永遠ではない27 

 空の大切さ37 

 霊的な贈り物52 

 学問と瞑想66 

インストラクション 192 

 9月1日の様子 
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 永遠の呪いという誤った信念4 

 霊魂の存在と永遠性13 

 宗派・分派の起源17 

 新しい教義はなく、新しい啓示がある18 

神の霊も、人間の霊も 

 

 かたちをもつ19 

 霊界の影響力31 

 魂の道34 

 人間の高慢と神の知恵53 

 第三の時間の発現の説明63 

インストラクション 193 

 スピリチュアリズムが世界を変える2 

 直感の賜物9 

 目指すは精神世界27の完成形 

 スピリチュアリストの特徴34 

精神的な進歩を止めようとする者たち 38 

 精神の試練と進歩41 

 神は罰せず、人は自ら裁くもの50 

 195060の重要性 

 ボイスベアラー71 

 神の使者がこの世で活躍する74 

インストラクション 194 

 霊的存在の宿命と使命7 

 新しい時代の到来に驚く人類9 

 スピリチュアリティはまだ人々の中で定義されていない16 

 スピリチュアリズムに物質的な限界はない23 

 精神的な光の時間31 

 コンセプトは変革する33 

 輪廻転生の理由35 

 人間の精神は創造主の原子であり財産である50 

 予兆は現実のものとなった66 

 精神は常に自らを完成させるものである70 
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インストラクション 195 

 神の言葉はすべての存在を啓発する2 

すべての創造物はリズムを刻んでいる 

 神律の17 

 全知全能の存在20 

 精神的な成長は心を啓発する21 

 元素の猛威を振るう原因26 

 精神世界36 

 霊的な住まい38 

 輪廻転生の法則46 

 身体と心の両方が重要である49 

 destiny53の意味 

 モーセ、最初の時代のメッセンジャー65 

 メシアの新教示71 

 聖霊の啓示」186675年以降 

インストラクション 196 

 使用人への呼びかけ2 

 人間の制約を受けないダイレクトなコミュニケーション12 

 戦いのための心の装備17 

 死者は誰なのか？ 20 

 「死者は死者を葬れ」 23 

 偶像崇拝者は目覚める41 

インストラクション 197 

 黙示録は、私たちが今日生きている時代を明らかにする3。 
 真のスピリチュアリスト11 

 貧困と富の意味24 

 準備不足による分社化39 

 真のスピリチュアリズム49 

 許しと謙虚さの大切さ58 

インストラクション 198 

 神聖な霊的な仕事は普遍的に知られるようになる3 

 今回の教訓10 

創造のすべては自然である11  精神の知恵であって、心の知恵ではない17 
 スピリチュアル・イスラエル24への呼びかけ 

 シーアーズの使命35 

 第3の時代のコミュニケーション59 

 真の弟子の力72 
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 法律 病気に関する境界線75 

成就した予言77 指示199 

 人類は平和の礎である3 

 光は鎖を断ち切る10 

 心は体のリーダーである25 

 1866年から1950年までのマニフェスト宣言48 

 コンセプトの説明52 

 天上のコンサート53 

 フラトリシダール宗教戦争62 

 ディバイン68の中の不可能 

 第三紀70年の予言の成就 

 ファミリー72 

 結婚75 

 アンバサダー79 

インストラクション 200 

 霊界の意味1 

 第三の時代のイスラエル23 

 貧しい者、相続されない者の使命28 

 精神開発の新時代41 

 その力は、信仰と人の純粋さにある47 

 平和への道62 

インストラクション 201 

 3つの時代のメッセージ1 

 霊的な民がはじける8 

 神の兄弟姉妹22 

 ギフトの結合は無敵の強さを与える25 

 国家間の調和27 

 心の成長には強さが必要36 

 地上の義務は霊的な運命の一部である45 

 創造主との霊の契約48 

インストラクション 202 

 クリスマスイブ1 

 不老不死の種12 
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 infinite16の前の問いかけ 

 霊的真理25 

 マーシー62 

インストラクション 203 

 意志と理性で闇の包帯を解く1 

 律法は成就する11 

 フルフィルメント25の計画 

 マリアは神霊の一部である38 

 神霊の声を伝える者41 

 聖霊の中のイスラエル45 

インストラクション 204 

 同じ人間が楽園を地獄に変える4 

 神の愛は天の国への鍵である7 

 3回の意味16 

 神の正義は決して罰せられない27 

 神は一人しか存在しない41 

 High and Low minds47 

 コミットされた真理の知識53 

 心臓は普遍的な神殿の一部である63 

インストラクション205 

 人間の意志ではなく、神の意志が成就すること5 

 余分なものからの精神の解放8 

 神は私たちの中におられる12 

 身体と心25 

 多様な霊的な住まい  30 

 人間を通しての神の顕現45 

 スピリチュアリティによる健康と光50 

インストラクション 206 

 完成への道筋が示されている1 

 すべての人は光に届く18 

 精神的な責任20 

 予言22 

 無力な存在などない36 



 

137 

 神に受け入れられる唯一の悔い改め52 

 人類との3つの神通力55 

インストラクション 207 

 心の真価を問う7 

 人間の精神的・物質的状況14 

 スピリチュアリティは壁を壊し、地平線を開く20 

 スピリチュアリズムが世界で認知されるようになる46 
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