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この問題についての注意 
 

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

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

これまでに、以下の巻が翻訳されました：ステータス：2020年12月 

 

第三の試練  

ドイツ語原文から各国語へ  

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

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

実生活の本 

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

他の5巻はすでに英語版が出版されていました。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  

 

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

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

電子メール：a.m.hosta@web.de  
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序文 
本作『Book of True 

Life』の第1巻には、序文で歴史的背景や解説が書かれているので、ここではそれ以上の解説は割愛させていただく。 

さらに巻末には、全作品を紹介する2冊の本が掲載されています。 

以下の抜粋は、読者に神の言葉の明確で高揚した力を少しばかり予感させるものである。 

あなたがこの世に来たのは、経験を積み、隣人に対する愛と慈悲という神の法則を実現するためだと理解した時点で、
あなたはこの世の調和を突き詰めたことになります。私の啓示により、私の掟に従わない者は、魂が託された使命を果たす
までこの世に戻らなければならないことを、あなたは既に知っているはずです。(228, 54) 

あなたの中には、大地の物質的な部分と、空の精神的な部分があるのです。人間には、自分を物質と感じるときと、精
神と感じるときがある。この地上の肉体を離れ、霊的な状態に渡った時、今理解できなかったことが理解できるようになる
。あなたの体は、地球のものだから、ここに残っているのです。しかし、あなたの魂は、あなたの精神的な成長を続けるた
めに、あなたが住み続ける高地へと飛んでいくでしょう。(228, 69) 

魂はそれぞれ違う階段を上っているが、私は彼らを平等に愛し、頂上に到達するための手段を与えているのだ。同じよ
うに、仲間の魂の上達の度合いに関係なく、仲間を愛するべきです。(223, 72) 

原子から最も大きな星まで、最も遅れた人間から最も高度に進化した魂まで、創造されたすべてのものが私に敬意を表して
います。あなたの世界に存在するすべてのものに精通しているあなたは、すべての存在とすべての身体がどのように任務を
遂行し、その運命を果たしているかを見ています。この成就の中で、彼らは私に敬意を表するのです。それは、全体との調
和の賛辞である。あなたがたに言うが、すべての被造物はそれ自体で喜び、硬くて動かないために、あなたがたには無感覚
で死んでいるように見える岩でさえも、喜ぶ。神によって創造されたすべてのものに宿っている神の霊は、命であるからで
す。(229, 53) 

霊の領域は無限ですが、それを楽しみ、そこに住むことができる高みに到達するためには、そこに昇るための道を知り
、光を持つことが必要なのです。しかし、私があなた方の地上生活を軽んじていると思わないでください。せっかく用意し
たのだから、どうして蔑ろにしなければならないのか！？物質世界での生活も、霊的な無限の永遠の王国での生活の一部で
あることを理解すること。(223, 26) 

もし、あなたがこの地上を涙の谷から幸福な世界に変えることができたなら、そこで互いに愛し合い、善行に励み、私
の法の中で生きることができたなら、この人生は私の目には、あなたがどんなに苦しみ、不幸と涙に耐えることができたと
しても、よりいっそう功徳と高貴なものになるであろう、と私は告げます。いつになったら、精神生活と人間生活の境界線
がなくなるのでしょうか。いつになったら、自分の存在を、永遠を迎えるために死を拒否して、一回限りの人生にするので
すか？この知識の光は、世界にスピリチュアライゼーションが花開いた時に初めて人々 の中に宿る。(219, 16) 

愛によってこの世の境界がなくなり、霊化によって世界が一つになる時が来るのです。(213, 61) 
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インストラクション 208 
1 わが言葉の響きがあなた方を目覚めさせた。あなた方は遠い国、民族、土地から、事件に満ちた長い道のりを経て

、主人に会うことを切望してやってきたのだ。そして、あなた方が労苦し、犠牲を払ってきたことを達成したのは、あなた
方が私のもとに来たからである。あなたは、私が先に行きあなたを待っている山の頂上へと導く道の第一歩を踏み出したの
です。 

2 あなたは、私がこの教えを書き込むために、あなたの心を空の本のように開いてくれました。ある者はその知性を
私に捧げ、私はそこに私の言葉を書き記し、心が受容されることを期待したのである。この光は、霊的な魂に浸透し、二度
と離れることのない家を見つけることができるからです。 

3 この第三の時代ほど、わが言葉が明確で詳細であったことはなく、より人間的に理解しやすくなっている。私の言
葉は、私がこの2つの時代にあなた方に与えたものを理解させるものです。私が最初に残した2つの戒めには、私の教えの
すべてが含まれています。"あなたは心を尽くし、魂を尽くして神を愛し、隣人をあなた自身のように愛さなければならな
い"。その後、イエスはあなた方に「互いに愛し合いなさい」と言われました。そして今、私はあなた方の間で私の仕事を
完成させ、その結果、私の帰還の約束を果たすために、私の教えを続けています。 

4 私は今、どこの教会にも現れていない。あなた方の心の中にある神殿を望んで来たのだ。典礼の厳粛さや宗教儀式
の華やかさは、わが霊を惹きつけるものではなく、わが教会を代表するものでもないのです。 

5 第二紀では、宗教指導者や祭司たちは、教会の中でメシアが生まれることを期待していた。なぜなら、私にとって
ベツレヘムの馬小屋はより純粋であり、羊飼いたちとは寒い冬でもより愛と温もりを感じることができたからです。それが
、当時の神学者たちが勘違いし、支配者たちが私の誕生から死まで迫害を加えた理由です。 

6 今日、神学者たちは、私の再臨を前にして再び混乱に陥っています。同じ予言と発表が正しく解釈されていないか
らです。 

7 当初から、わたしの来訪について疑念があった。わたしは、わたしを証する証拠をあなたがたに与えたが。こうし
て私は、人々 の心の中に信仰を築き上げたのです。 

8 現代では、大勢の弟子たちが生まれているが、その多さにもかかわらず、第二の時代に私に従った十二人の信仰と
力には及んでいない。しかし、私が去った後、あなたはどうするのですか？皆さんは、この3年間、人間の心によって受け
る指導の間、私が話し続けることを知っています。もしあなたが本当に私を理解しているならば、私は永遠にあなたと共に
あり、永遠にあなたに語りかけているという確信を持つはずです。しかし、あなた方の中で、わが神聖なるプレゼンスを感
じ、わが声を聞くために、内面的に準備をしている者はいるか？私の旅立ちの時である1950年までに、声なき師と交信す
るために必要な霊性を獲得するのは誰でしょうか？ 

9 祭壇や花を捧げなくとも、私のために灯りを点さなくとも、私は怒らない。私がいつの時代も人の心の中に求めて
きたものは、霊的な祭壇だからです。 

10 花は庭や草原の供え物で、その香りと香りは愛の供え物として私のもとにやってくるのです。だから、草原や庭か
ら愛の贈り物を奪ってはならない。わが神性への信仰以外の灯火を点けてはならない。あなたがたの心が暗ければ、油のラ
ンプを灯しても意味がないからです。 

11 あなた方は、私が明らかにした完璧な教えを理解することも、ましてや実行することもできないのです。その名称
、三位一体マリア霊訓は、霊的高揚、三位一体の神の啓示の認識、そして神の子であるマリアの崇敬のすべてを物語ってい
るのです。 

12 1948年が始まる前に、私は数え切れないほどの声の主たちを通して、「あなた方の霊的儀式を作り直すから、準
備をしなさい」と告げました。私は、あなたがたを、自分たちの余計な習慣を師に食べさせた悪い弟子だと、世間から判断
されたくないからです。私はあなたに、私の完璧な仕事を託したが、あなたの行動でそれを偽ってはならない。私に従おう
とする者は、それぞれ自分の十字架を負い、自分の能力と能力の許す限り、全身全霊で真理を伝えよ。常に準備しているわ
けではありませんが、常に準備しておくべきです。なぜなら、思いがけない時に、試練や困った人が現れるかもしれません
。その時は、すぐに手を打たなければならないのです。 

13 一家の父親にとって、十字架の重荷は重い。新しい世代を世に送り出した後、それだけでは自分たちの仕事は終わ
らないことを理解したからだ。最初の人々 に対する父の掟は、「成長し、増殖しなさい」でした。そして今、人間の魂が大
きく発展しているのを見て、私は再び皆さんに言います。「成長し、増殖しなさい」と。これは、あなたがたが、満足して
わが面前に入り、わが方に言うために、初めから終わりまで果たすべき律法である。"主よ、ここに私の精神的、人間的な
充足があります、ここに私の果実があります" 

14 愛する人々 よ、時代はあなた方が立ち止まることを許さない。自然の力、痛み、戦争、対立、混沌は、絶え間なく
あなたに言う。"目覚めよ、働け！"と。あなたの心をこのぶどう酒で満たしなさい、それは主人の血であり、あなたの仲間
の上に命として、愛として溢れるようにするためです。 
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15 私の言葉は、あなたを求め、あなたを愛し、あなたを正し、あなたがつまずいたときに拾い上げ、あなたが病気に
なったときに癒してくださる父から出たものであることを忘れないでください。今日、私はあなたに指示を与えるために来
たのではなく、ただあなたを愛撫するために来たのです。私は、あなたがたのすべての行いを、あなたがたの良心の光に照
らして明らかにするが、ある者は他の者の前にさらすことはしない。そうすれば、沈黙のうちに内なる裁判官の声を聞き、
イエスの弟子たちはその働きによって主人の名をほめたたえることを覚えることができる。 

16 私はよく、第二時代の使徒たちと同じように、自分の旅立ちについて話します。イエスは弟子たちに囲まれていた
のです。ほとんど全員がマスターより年上だった。中年の人もいれば、年季の入った人もいる。イエスより若いのはヨハネ
だけであった。 

主人はもう一度、ご自分の死期が迫っていることを話されました。その発表を受けて、その人たちは、"私たちは終わりに
近づいているのに、なぜ主人は死期が迫っていることを話されるのだろう？"と自問自答したのです。なぜなら、弟子たち
は、生命と愛と力に満ちたそのお方が、この世で死ぬことができることを理解できなかったからです。彼らは、父から来ら
れた方が生きられなくなることが理解できなかったのです。 

しかし、イエスは出発を語り続け、別れを告げ続けたので、その心は別れの思いに慣れ、時間を使い、その貴重な種を
心に留めておかなければならないことを理解したのである。その時、一人が主人に言いました。"主よ、誰かがあなたに触
れようとしたら、私たちがそれを阻止します 

"と。それに対してイエスは、「書いてあることは必ず実現し、父のみこころは必ず成し遂げられる」と答えた。天地が早
く過ぎ去り、その言葉が成就されないからである。" 

17 弟子たちは落胆し、悲しげに耳を傾け、密かに自問しました。人の中で、どうやって一人で戦うのだろう？目の見
えない人に光を与え、らい病人を清め、死者をよみがえらせ、罪人を改心させることができるだろうか。主は彼らの考えを
読まれ、しかるべき機会に「あなた方は狼の中の羊のように私のところにいる。しかし、私を信じて道を踏み外さなければ
、滅びることはないのだ。" 

18 私の情熱が起こり、私の言葉が実現した。私の使徒たちは、イエスがオリーブの園で人を恐れるかのように血の汗
を流しているのを見て、勇気と信仰が薄れるのを感じた--力をその手に持っていたイエスが。 

彼らは、叫ぶ群衆を前にして、主人がそれを黙らせることを期待した。主人自身が、憑き物を黙らせたのだから。そし
て、ラビを逮捕するために極悪な手がつかまったとき、狼狽した弟子たちは、"主よ、あなたには罪がないのに、なぜ犯罪
者のように自分を逮捕させたのですか？"と尋ねたのです。それにもかかわらず、彼らは身を隠し、主を見捨ててしまった
のです。しかし、キリストは神として、また人間として教え続けた。なぜなら、完璧な模範を示すため、そして人間の痛み
を感じるために、人間となることを望んだからです。彼の中には、すべての恐怖、すべての放棄がありました。すべての卑
しさと屈辱をその身に受けておられるのです。そして、最後の1時間がやってきた。 

19 木の十字架の上から、イエスは群衆の中にイエスの友人たち、すなわちイエスを愛し、イエスの道に従った弟子た
ちを探されたのです。しかし、それらは死の間際には存在せず、彼の肉眼はそれらを見ることはなかった。一番若いヨハネ
だけが出席し、師匠のお母さんのそばに立っていた。弟子には最後のメッセージを与え、マリアにはその瞬間、全人類の前
で普遍的な母を奉献されたのです。 

20 すべてが達成された。 

21 弟子たちは、嘆きと悲しみで一致し、マリアに慰めを求めました。しかし、すでに霊的存在となられた師は、ご自
分を目に見えるようにされました。マリアと聖なる女性たちを訪ね、使徒たちが疑ったことを証ししたのです。しかし、彼
らの間に住み続けていることを証明したいイエスは、彼らにもご自分の姿を見せようと探されたのです。 

22 使徒たちは、あるとき、ある家に滞在していた。その中にトーマスの姿はなかった。その人たちが思い出に耽って
いると、主人が壁を通って彼らのところにやってきて、こう言った。"私の平和があなた方とともにあるように 

"と。その声の調子が自分たちだけのものであることを認識したときの弟子たちの驚きは、筆舌に尽くしがたいものであっ
た。 

23 イエスの姿は再び消え、使徒たちは勇気と喜びに満ちてその知らせをトマスに報告した。しかし、彼は兄弟をあざ
笑った。そして、彼がその証言を否定している間、イエスは再び扉を閉じた部屋に現れ、「あなたがたに平和があるように
」と挨拶されたのです。トマスは、最初は奇跡を目の当たりにして恐れおののき、次に後悔の念に駆られながら、イエスの
姿を見つめたが、疑念が彼を苦しめた。そこで主人は彼に言った。"トマス、ここに来なさい。""あなたの指を私の脇腹の
傷に入れなさい。"と。不信心で物好きな弟子は、それを入れて、その傷口から約束の地を見ることができた。そして、ト
マスは師の足元にひれ伏し、痛みと後悔の念に駆られながら、"主よ、主よ、あなたです 

"と告白したのです。「そうだトーマス、君は今、私だと告白している、なぜなら君は見たからだ。見ずに信じる者は幸い
である。" 

24 人物：今、あなたはすべてを体験しているのです。私は、何度も何度もあなたに出発を宣言しています。私は、後
あ々なた方が不信心になったり、無知になったり、混乱したりしないように、あなた方の唯物論を少しずつ緩めているのだ
。 
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25 私があなた方のもとに滞在する最後の日に、あなた方が髪を引き裂き、「先生、どうして行くのですか」と口々 に
叫ぶのを見たくはないのです。 

26 最後の瞬間には、霊性、静寂、献身のマントに包まれ、私は本当に去ってしまったのではない、もっと近くにいる
のだという確信に満ちたあなたにお会いしたいのです。 

27 罪人も罪人でない者も、すべての目が私を見るようになると、私はあなたに告げた。ある者は霊的にイエスの姿を
見、ある者は心に私の存在を感じ、ある者は心に私の光を感じ、さらにある者はその道中で奇跡を経験する。私は祈りと試
練の中で、自分自身を証しします。しかし、あなたがたはイエスの人間的な姿を見る必要はなく、魂と心の中に私を感じる
ことができるだろう。悲しみはなく、虚しさも見捨てられもせず、嘆きもすすり泣きもない。 

28 私の旅立ちに際して、あなた方の霊的な力を結集させるために、団結してほしいのです。それらを使って、マスタ
ーから与えられた言葉を表現することができるのです。 

29 もし、あなたがたの間に真の結合があれば、天と地にしるしがあり、国々 はそれを知るであろう。 

30 これは私の教えの言葉であり、愛と指導の言葉であり、終わりのない愛撫である。 

31 私がもはや人間の知性を通じてあなた方に話しかけない時が近づくにつれ、あなた方 

はもっともっと準備をしなければなりません。あなた方は、わが言葉が伝える霊的な力をもっともっと自分自身に飽和させ
ようとすることでしょう。 

唯物論はピークに達している。今日まで、世界は私を感じず、聞かずに生きてきた。霊的に生き、わが光を見てその道
を進む者は僅かであるが、暗闇の中にいる者の何と多いことか。ある者は、わが再臨を待ち望み、その中にキリストが人と
なって再臨されるという信仰を生きている。 

32 弟子たちよ、わたしの言葉を聞いた者たちよ、あなたがたの目の前には、あなたがたの果たすべき任務がはっきり
とある。あなた方は、私が第二の時代に最後に見たのと同じ方法、すなわち霊的にあなた方のところに来たことを知ってい
る証人です。 

33 しかし、あなた方が霊から霊へと主と交信できるようになる前に、私は平凡な人間の知性を通して自分自身を交信
したかったのですが、私によって授けられました。 

34 人類の科学は、魂が進化してきたことを証明するものであり、その道筋はそれぞれ異なるものの、どの時代にも上
昇志向の進化の跡を残しているのです。科学そのものが魂の発展に寄与する日が来るでしょう。すべてがその目標に向かっ
ているのですから。 

真の科学者とは、隣人への愛ゆえに、神の光を見出すまで創造の奥義を探求する者である、と私は言う。このように働
く者は、自分の仕事に決して驕ることなく、ただ自分を創造主の道具と考えるのです。そのため、彼は決して神の存在を否
定することはありません。 

35 また、牢屋に閉じこめられている修道士たちも、世間からの逃避や神秘主義が無意味であることを確信し、牢屋を
出るときが来るだろう。彼らは、自分たちが創られた目的を果たすために、人間の中で奮闘するのです。つまり、精神的な
停滞に終止符を打ち、進歩の道を歩むのである。 

36 霊性の種は、私があなた方に蒔く第三の時代の種です。それは、人類がより良い人生を手に入れるための秘訣を与
えてくれるものです。 

37 人は精神性の欠如から、どのように判断を誤り、分裂していくかを見てください。あなた方自身が、互いに距離を
置いた異なる道を作ってしまったのです。あなた方自身が、この理解不足の証人なのです。 

38 繰り返すが、人の間の戦争はまだ終わっていないのだ。イデオロギー、信条、宗教、哲学、教義の戦争が起こり、
それぞれが他者に対して真理の唯一の所有者になろうとするからだ。 

39 第二時代の私の犠牲は、この人類にはまだ理解されていません。ほとんどの人がキリストを認めていると主張する
が、彼らは私の中に自分を認めていない。わたしはただ、やさしさと慈悲と正義の道を歩んでいるのに、どうして曲がりく
ねった道でわたしを捜すのか。 

40 私に届くためには、同胞を愛することが不可欠です。 

41 今日でも聖職者、裁判官、教師は必要です。しかし、あなたの精神的、道徳的な状態が高まれば、これらのサポー
トや声は必要なくなるのです。すべての人間の中に、裁判官、ガイド、教師、そして仏壇が存在することになるのです。 

42 儀式や命令、教義を持たず、正しい道を歩む方法を知り、私の愛の教えを実践する人々 を見たいのです。 

43 私はこの自由をあなた方に与える。なぜなら、あなた方はもはやある種のカルトに支配されていないからだ。これ
は新しい道ではなく、私があなたに示した同じ道の一部であるが、あなたはそれを知らなかった。勉強して、私の言葉を理
解すれば、その中に真実があることがわかるでしょう。 

44 私は愛であり、愛として、あなたに何の条件も課さずに自らを捧げるのです。今の時代には、このインセンティブ
、つまり人間の愛情に勝るこの愛が必要なのです。 
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45 私の神性との交信を可能にする高みに到達するためには、もはや数音のハーモニーによって感覚を刺激する必要も
なければ、儀式や物質的なものを前にして興奮する必要もないのです。あなたの魂は、深く精神的なものしか動かさないか
らです。あなたがハートを開いて魂を私に向けるとき、いつも無限から降りてくるような平和の感覚を経験します。 

46 精神的な成長のために何もしない人間がいるなんて、ありえないことです。下等な存在、理性のない存在より下に
沈む人間が、どうして存在できるのだろう。理性のない存在は、自分自身の法則に従うことを制限しているだけなので、罪
を犯すことはないのです。一方、人間は、光の魂、精神、直観の才能を自分の中に持っているので、非常に多くの罪を犯し
ているのです。 

47 この働きのために召された者の中にも、時として道を忘れ、主が付けてくださった霊的なしるしを忘れ、道に平和
と祝福の痕跡しか残さない者がいるのである。私が置いた段から、どうして下りることができようか。それは、わたしのこ
とばが、立派なノミのように、あなたがたの心の荒みをなめらかにし、不浄を遠ざけなければ、神との結びつきが成立しな
いことを理解させるためである。そうして初めて、自分の思考をあらゆる否定的なものから引き上げることに成功し、無限
の中に私を求めるとき、あなたは不思議な至福の感覚を味わうことができるのです。このようにして私を求めるなら、御父
の慈悲は躊躇なくあなたの魂に現れることを、あなたはこれを通して悟るでしょう。 

48 本当に、その瞬間は、肉体はまだ地上にあるけれども、もう物質世界にはいないのです。霊魂は上空に舞い上がり
、別の人生、別の空間に入るために、あらゆる肉体的なつながりを断ち切ったのです。そこでは父の愛が感じられ、神の国
の平和と至福が手に取るようにわかるのです。 

49 手に負えない人々 の中にあるこの憧れを呼び覚ますために、私は自分自身を忠実な仲間に変え、彼らの心の中にあ
る善を感じさせ、その気持ちが彼らを私に近づけるような仕事を成し遂げさせるのです。この一歩を踏み出せば、目の前に
広がる広大なフィールドを目の当たりにし、仕事と闘いに誘われることでしょう。目で見ず、耳で聞かず、すべてが混乱し
ていて、自分が崇高で繊細な使命を果たすために召されていることに気づいていなかったことをすべて理解したとき、彼ら
はどんな喜びを感じることでしょう。 

50 あなた方全員に言いたい。もしあなたがマスターと一つになることができたなら、他人の不幸をますます自分のこ
とのように感じ、私があなたにしたことを見たように、あなたの同胞にしようとするでしょう。もし、あなたがたが時々 、
自分には価値がない、不器用だと思うことがあっても、隣人愛を感じ、自分のできないことをするために私に頼れば十分で
ある。一番大切なのは、最初は無理だと思われても、始めることです。その後、奇跡が起こり、信仰に火がつく。そうすれ
ば、少しずつ、飢えた人、らい病人、ぼろぼろになった人、失敗した人が、あらゆる形の必要を感じて、あなたのドアにや
ってくるでしょう。 

しかし、あなたは見て祈らなければなりません。誘惑と誘惑があなたを取り囲み、あなたの精神化と引き換えに、世界
を差し出すでしょう。また、一見壮大な言葉やアイデアであなたを惑わそうとする人も現れるでしょう。欲望は体を誘惑し
、魂を弱らせる原因となる。あるときは一人で、またあるときは兄弟と一緒に、あらゆることに立ち向かわなくてはならな
い。あなたの武器は、準備、信仰、あなたの固有の目的、あなたがマスターから徐々 に受け取る知識でしょう。 

51 こうして、人生に敗れた人から強い兵士になっていくのです。あなたは、現在経験している闘争の時間に準備され
て入ることになります。あなたの魂は絶望することなく、自らを浄化し高めるためにこの闘争が必要だと感じるでしょう。
まことに、あなたがたに告げますが、自分の仕事を成し遂げたと私に示すことができる者は、それぞれ自分の最後の仕事と
して、物質の中で受け入れられるのです。 

52 そして、あなたの体が塵となり、最後の人間の衣から解放されたあなたの魂が、その霊的な仕事を始めたとき、そ
の上にある階段のはしごを見ます。そのはしごは、力、恵み、光である父の懐に到達するまで7段の階段を一歩ずつ昇って
いきます。 

53 見よ、あなたがたは、このような大きな不完全さに落ちながら、さまざまな肉体でこの世の道を通り、汚れも不純
物も知りながら、私の愛を受けるにふさわしい存在であったのだ。しかし、この長い旅はすべて、あなたの魂が、わが法則
に内在する価値と、精神的なものの持つ価値を理解できるようになるために経験したものだ──魂の進化が栄光と完全な満
足をもたらすことを理解するためにね」。だから、私はいつもこの道に人を誘ってきたのです。それに達しない限り、苦し
みは続き、偽りの快楽は彼らを苦しめ続けるからだ。 

54 私があなた方に教えることは、私の教えを愛情をもって受け取る一人ひとりのためにある。そうすれば、その行い
は、彼を、世界の腐敗を克服すべき私の力と私の光を伝える未来のマスターへと変容させるだろう。 

55 この時代の邪悪なものが、人々 の前に絶望の淵を開いているのです。 

56 人の中には、見た目は素晴らしい、良いという作品がたくさんあります。だから、私はあなたがたに言う。見てい
ろ、あらゆる欺瞞に対抗できるように、自分の中に比類なき真の偉大さがあることを知るのだ。 

57 善を他者と共有し、実践すること以上に素晴らしい栄光があるでしょうか。私たちが隣人に与えることができる愛
以上に大きな栄光があるでしょうか。その光と影響力によって、彼らもまた完全な道を歩むことができるのです。魂にとっ
て、肉体の弱さを克服して、自分の置かれているレベルからより高いレベルに上がること以上に大きな喜びがあるでしょう
か？ 
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58 すでに第二の時代には、私はあなた方に霊的生活について話しており、あなた方の霊は、私が話したことの一部と
、それが運命づけられている目標について理解していたのです。今日、再び私の周りに集まっているあなた方を見て、私は
あなた方の頭では理解できなかったことをすべて明らかにし、説明する。そして、もう一度言いますが、私に従おうとする
者は、自分の十字架を背負って私に従わなければなりません。私の十字架は死を意味するのではなく、愛と無私、魂の利益
のために余分なものを犠牲にすることを意味するのです。 

59 弟子たちよ、今の子どもたちに私の教えを伝えなさい。私の言葉を理解した者は皆、高い理想を持って自分の子供
を形成し、その心からすべての悪を取り除くように。彼らに善の種、つまり霊性を蒔きなさい。この子たちが私の教えの力
を十分に理解すれば、その道は揺らぐことなく、その歩みは確かなものとなり、誰も惑わされることはないだろう。 

60 生命と光と暖かさを放射する太陽のように、私はすべての人に自分自身を注いだ。しかし、各自が自分の発達と準
備に応じて、そこから受け取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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インストラクション 209 
1 このような私の教えを与える方法が終了する定刻が近づくにつれ、あなたはますます私の神聖なメッセージに浸透

していくのです。 

2 私があなた方に私の言葉をもたらしている間、世界は私を感じず、聞かずに生きてきたことを、あなた方は知って
いる。 

3 わが来訪を知る者は僅かである。残りの人類は、私が約束通り戻ってくれば、肉体的に、つまり人間に戻ることを
期待して生きている。 

4 あなた方だけが知っているように、あなた方はすでに第三の時代に入っており、私はわが言葉の声の担い手として
選ばれた者たちを通してあなた方に語りかけているのだ。 

5 人間の科学は、その展開の証拠を与えてくれます。これも魂の成長を現すものであることを認識する。人間はどの
時代にも進歩の跡を残し、それを後世の人々 が徐々 に自分のものにしていく。 

6 科学は、その秘密を人に明らかにするわが知恵の光である。高尚な魂を持つ科学者は、儀式によって私を求めるこ
とはない。科学の賜物は、彼を常に神の科学である父に近づけるからである。この人は、自分の仕事を決して自慢しない。
なぜなら、発見すればするほど、自分が小さくなっていくように感じるからだ。また、私の存在を否定することもできない
でしょう。彼は、あらゆる場面で、自然の中に創造主の痕跡を見ることになります。 

7 弟子たちよ、わたしはまた、あなたがたの中に賜物を置き、それを伸ばして、簡単な言葉で、しかし真理に満ちた
この教えを、あなたがたの仲間の心に定着させる者になるようにしたのだ。 

8 私がいつも世界に蒔いてきた精神化の種を、今一度この時代に残していこうと思います。この種には、より良い人
生を送るための秘密が隠されています。 

9 今日、人が互いに争い、信仰の教義に分かれ、階級や人種に分かれ、人が互いに愛し合わず、理解せず、あわれみ
を持たないとすれば、それは彼らの心の中に私の愛の種が発芽していないからである。しかし、この時代、私が恵みの露の
ように野に降りると、すべての人間の心に庇護された私の種が芽を出し、実を結ぶだろう。 

10 ちょうど、第二の時代に私があなた方に来ることを告げたように、今日、私は、信条、世界観、宗教の戦争を、人
の間に霊化する私の王国を樹立することの前触れとして、あなた方に告げます。 

11 わが言葉は、燃える剣のように、何世紀にもわたって人々 を包んできた狂信を滅ぼすだろう。それは、彼らの無知
のベールを引き裂き、私につながる明るく輝く道を示してくれるでしょう。 

12 人類がその再生によって霊的なものを受け入れるようになれば、霊的にも地上的にも、良い行いをするために法律
の厳しさや地上の正義を必要としなくなるのです。 

13 私の教えは、教義や儀式を導入するものではなく、ただ善を鼓舞するものである。私の霊の教えは、誰もある種の
カルトに服従させるものではなく、真理の道へ常に誘うものです。 

14 この木は、永遠の命のパン、つまり人生の旅に耐える力を与えてくれるものです」。 

15 "言葉 "は、新しい時代の幕開けを告げるために、あなたのもとにやってきたのです。 

16 私はこれまで何度も、あなた方にアセンションを求めるスピリチュアルメッセージを送ってきました。肉体という
物質が、重い鎖のように魂を大地に繋ぎ止めているからだ。 

17 あなた方は進化の過程で、自分の運命が物質ではなく、私の意志に左右されることをようやく理解しました。 

18 人間は常に私の意図に賛同せず、拒絶と不服従を示す。彼は何度も私を不当と呼び、私の高邁な計画を邪魔しよう
としました。他の人々 は、自分が望むものを私から受け取らないとき、私の力を疑い、その後、それを手に入れたとき、自
分の努力のおかげとしか考えないのです。そのため、結局は自分を神や王と思い、人間に霊魂を宿し、素晴らしい自然で包
んでくださった方を忘れてしまうのです。 

19 科学の粋を集めた人間が、私が創造したようなものを創造できるだろうか？いや、みんな。 

20 人間の科学には限界があるが、創造主である神にはそれがない。科学は光であるが、多くの人の手にかかると闇に
なる。しかし、宇宙では、すべてが私を証ししているのです。自然界のすべての王国は、生命と愛に歌を歌う。しかし、私
はすべての被造物を通して「ここにいる」と告げているにもかかわらず、あなた方は人間の手で作られた不完全な作品に私
の姿を求めているのです。そして、彼らの前にひれ伏し、彼らを崇拝することで、あなたの魂が昇華するのを妨げるのです
。 

21 私はあなたに愛を与えます。他人の苦しみを自分の苦しみとするために、心が少しも開かない人は見当たりません
から。隣人に仕えるために私が富と権力を託した者たちは、あらゆる思いやりを拒み、地上で私を代表すると称する者たち
でさえ、豪華なものに囲まれ、王のように着飾り、愛と慈悲を切望する者の嘆きに耳と心を閉ざしています。 

22 これらは私のやり方ではない。私が定めた狭い道は、善の道です。ですから、もう一度言います。私の言葉は私の
道であり、常に正義と道徳と愛についてあなた方に語っているからです。 
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23 私はあなたの心を敏感にし、そこに私の教えを刻み込み、あなたが永遠の命のパンに養われていることを心から感
じることができるようにします。 

24 私はすべての人を平等に愛しています。しかし、この時代、すべての人が私に耳を傾けるわけではありません。第
一時代、第二時代と同じように、わたしは地上に場所を選び、わたしに耳を傾ける者を集めました。 

25 どの宗教団体でも、同じように、自らをわが使者、わが選ばれし者、わが寵児と呼ぶ人々 がリーダーシップをとっ
ています。しかし、私は人類が救われるような正しい人物を一人も見ていないのです。私がイエスであなたに話したように
話すことができる口はないのです。 

26 人々 は、渦の中で引き裂かれ、その混乱の中で、差し迫った戦争を前にして苦しみ、うめき声を上げるのです。 

27 私が帰っている間に、その民族は私の第二時代の言葉から霊的な栄養を得ることができたのに、そのパンは隠され
たり、不純物が混じっていたりしたのです。そして、ある人は自由に動き、ある人は無関心で、最も狂信的で硬派な人たち
を見ることになるのです。 

28 裕福な金持ちは、いつになったら自分の富を貧しい人々 に分配する気になるのだろう。 

29 立派な服を着ている人が、裸の人を覆うために自分の服を捨てるのはいつになるのだろう。人類は手本に飢え、正
義と慈悲を必要としています。 

30 人々 は、私があなた方の間に住み、私のうちにあるものをすべてあなた方に与えるために、私の王国を放棄したこ
とを忘れている。真に私を手本とする私の代理人はどこにいるのか。 

31 わたしはあなたがたをもう一度相続人にするために呼び寄せ、わたしの愛のバーム、すなわちわたし自身の血で病
人を癒す権威をあなたがたに授けるのだ。 

32 己を知り、たとえ無功徳でもわが恩寵に値する者としたことを理解し、迷える羊のように嘆きを上げる人間どもを
見よ。手ぶらで帰ってくる男たち、痛みと絶望の声を聞いてください。 

33 あなたの手を見なさい。その手に、この苦しみを和らげる力と安らぎを見いだすのだ。なぜ、この恵みを疑うので
すか？信仰の光を心の中で松明となるまで燃やしましょう。心を閉ざしてはいけない。そうすれば、あなたたちも豊かな守
銭奴になる。あなたは、私の証人となり、私について話さなければならないことを悟るのです。しかし、もしあなたがそう
しないなら、石が私のことを証言することになる。 

34 私は力と正義である。しかし、私が苦痛や自然の力を解き放つことによって、これらの教訓を与えるまで待つ必要
はない。私の神聖な輝きがあなたを包み込み、私の愛があなたを永遠に祝福することを願っています。 

35 私の神聖な霊は、あなたの苦しみを和らげるためにやって来ます。あなたは自分の道で大いに試されたからです。
謙譲の師が降りてきて、教えと慰めを与えてくれるのです。 

36 時には、わが掟を満たしていないことの責任を問うこともある。私はずっと以前にそれをあなたに与え、それであ
なたのために完全な道を示したからである。 

37 もはや、わが教えを心に秘めることは適切ではない。あなたが誤りに陥らないように、私を見ること、感じること
を学びなさい。 

38 私はあなた方を無限の栄光の所有者にしたが、あなた方はそれを仲間と共有する術を知らない。 

39 1866年以来、私があなた方に与えてきた教訓を、あなた方の心に刻み込むために、何度も繰り返す必要があった
のです。その中で、私は決してあなたを後戻りさせないということを知るのです。私は愛情を込めて、あなたを正しい道に
導くためのお手伝いをします。私は自分を理解させるために、そしてあなたが私の言葉を理解するために、あなたの言葉で
最も単純にあなたに話した。 

40 中途半端なところで止まってしまい、上昇気流が微弱なんですね。しかし、振り返って、涙を流す世界を見よ、わ
が言葉を嘲笑う不信心者を見よ。愛と光を渇望する者もご覧ください。しかし、弟子たちよ、あなた方は無知を主張するこ
とも、病気を主張することも、必要を主張することも、弱さを主張することもできない。それは、私があなたに与えたもの
をすべて否定することになるからです。だから、あなた方は私の言葉を覚えておくべきだ。「信仰の薄い者よ。 

41 自分を高めて、わが言葉をありのままに聞くことができた心は、ほんのわずかである。そして、多くの人々 は、自
分の魂を私に捧げる代わりに、悲惨と苦難に満ちた地上の生活を私に見せに来るだけなのです。これが、あなた方の弱点で
あり、国民の団結を欠く原因です。いつになったら、自分を忘れて、世界のために私にお願いするのですか。 

42 母親は、自分のアドバイスが子どもに伝わらずに泣く。荒涼とした街は、その存在の荒涼とした姿を私に見せてく
れます。妻は、パートナーに誤解されている心を私に見せる。しかし、これが約束の地に続く道であり、犠牲の道であるこ
とを皆さんは忘れています。"私の中空には、あなた方一人一人の運命がある" 

43 献身的になりなさい。あなたが大いに苦しむとき、私はあなたとともにいる。 

44 私だけが判断できることをあなたの基準で判断して、あなたの苦痛を増やさないでください。 

45 私があなたを愛していることを忘れないでください。私はあなたの苦しみに無関心ではありませんし、あなたのこ
とを本当に理解しています。ほら、こんなに私に近いのに、まだ多くの罪を犯している。でも、私はあなたを許します。 
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46 ある者は試練の重さに直面し、私の存在を疑い、正しい道から離れ、失ったと思うものを再び見つけることを願い
ながら、置き去りにしたものに目を向ける。しかし、世界的な苦しみ、疫病、死が諸国の門を叩き、あなた方をも脅かす前
に、自分たちの手が空っぽで、精神が無力であるのを見て、もう一度私の作品に目を向けるのです。彼らは新たな戦争の予
兆に悩まされているからだ。 

47 私の存在を信じるために、私に証拠を要求する不信心者たちのようになってはならない。彼らは私に言う："戦争
を直ちに終わらせ、すべてのテーブルにパンをふんだんに与えなさい、そうすれば私はあなたを信じます"。 

48 そして、この短い時間を使って、教会や宗派のある世界を光と霊化の道へと誘い、すべての人が霊から霊へと私と
接触できるようにしなければならないことを、もう一度告げます。 

49 それは、国々 の心から狂信と偶像崇拝が根絶されたときに実現するのです。 

50 そうすれば、荒れ狂う海の中で救命ボートを信じている船乗りのようになれるでしょう。 

51 私はまた、イスラエルの部族に属し、遠く離れて散らばっているすべての人々 に呼びかけを送り、彼らもその使命
を果たすようにする。その時、人類は私の声を聞き、地上のすべての住民を照らす夜明けの輝きを見ることでしょう。 

52 わたしのことばに慣れてはならないし、それを聞いても、わたしがそれを伝える媒体を気にしてはならない。貫き
通し、その意味を把握し、知識を得ることができるように。 

53 意味は、神の表現である。 

54 今、あなたが聞き、見ているのは、通常の典礼でもなければ、あなたの感覚を感動させる儀式でもない。この顕現
の厳粛さは、あなたの魂の中にあるからです。 

55 この瞬間、あなたはこの会議場の4つの壁の中にいるのではありません。むしろ、私は、あなたが私の神性と真の
内面的な礼拝で交わることができるように、あなたの霊的な向上を待っていたのです。私は、あなた方が集会所を建設する
ことを許可しました。それは、あなた方が集会所で献身と静寂と思考の集結を見いだし、それによって私の神聖な光線を引
き寄せるためです。しかし、この4つの壁は私の神殿ではありません。これらの集会場は、あなた方の集いの場として運命
づけられているのです。真の神殿、私の聖域は、あなたの心の中にあるからです。 

56 あなたは私に、これらの集会所は1950年以降に消滅するのかと尋ねますが、私はあなたに答えます。いや、いつ
までこの場所を許可するのかわからない。人々 がわが仕事についての知識、わが律法の高揚と忍耐を持たない限り、あなた
は彼らなしではやっていけないからだ。 

私の旅立ちの後、あなた方は休息に捧げられた日に集まるでしょう。伝統としてでも、思い出としてでもなく、私の言
葉と霊界の言葉を思い出し、解釈するために。それは、あなたがたの道におけるわが奇跡の真の証を互いに与え合うためで
あり、あなたがたは、わが愛のうちに団結し、わがために喜ばしき礼拝を捧げ、あなたがたの心が冷えたり疲れたり、狂信
的、物質主義的にならないようにするためである。 

57 いつまで、この出会いの場をあなたに任せておくかわかりませんよ。1950年以降も、新しいものが設立され続け
るからです。それは、その中でわが言葉が声なき声によって響き渡るためでも、霊的世界が確立されるためでもありません
。この平和な雰囲気の中に、私のプレゼンス、マリアのプレゼンス、エリヤのプレゼンス、そして霊界のプレゼンスが存在
することになります。そこで病人は癒され、盲人は光に目を開き、俗人は尊敬を知り、罪人は悔い改め、すべての人が必要
なものを受け取って、澄んだ水、良い実、良い種が広がっていくのである。 

58 あなたは、現在の化身において、私の神性の真の神殿を知るようになるかどうかわかりません。しかし、あなたに
は道を整えるという仕事がある。もし、あなたがゴールにたどり着けなかったとしても、少なくともあなたの子供たちのた
めに、あるいは彼らの子供たちが私の神性の神殿に入ることができるように、道を用意しておいてください。そうすれば、
私のプレゼンスはこれらの集会の場所に存在するだけではないこと、あなたの魂はこれらの場所で礼拝するだけではないこ
とを理解するでしょう。あなたは、神性の神殿が宇宙であり、あなたの心が祭壇であり、あなたの信仰が灯台であり、供物
であることに気づくでしょう。 

創造物も神殿であり、あなたの足が踏みつける塵でさえも。山々 は、わたしのために立ち上がる祭壇である。谷はその
マットと花で、私に犠牲を捧げる。ロイヤルスター、すべての星と惑星は、私に愛の貢ぎ物をする世界であり、あなたが行
くところ、見るところはすべて、父としての私の神聖なスピリットである。そして、あなたは神殿の中で永遠に生きている
ことを知るのです。 

59 誰もが自分の中に神殿を持っており、あなたの家も聖域であり、そこには霊的家族のような人間家族が住んでいる
からです。家族の懐に、私の最高の神殿があるのです。 

60 しかし、今日、私は、真の光は、道から遠く離れて歩いている人々 には理解されないと見ています。彼らが私のも
とに上がってくるのは、物質的な教会だけなのですね。 

61 私は、人間の中にある混沌、人間や神の法則を無視したものを見ています。私の教えは、この時代には隠され、過
去に属するものとして考えられてきました。それゆえ、人は失敗し、制度は分裂し、至聖なるものを嘲笑うのです。互いに
拒絶しあい、破壊しあい、殺しあい、魂と肉体、神と人間、光と闇を混同しているのです。 
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62 この混乱と悪の時代に、私は誤解され過小評価されている国、メキシコの国を選び、彼らと他の国に住む選ばれた
者たちに呼びかけ、私の周りに集め、私の言葉のノミで彼らを滑らかにし、彼らに仕事を与え、そして私の仕事の大使とし
て世界中で準備し愛に満ちた彼らを送り出すために。 

63 これは、私の神の言葉を聞く多くの人々 に課せられた責任である。 

64 私は私の民を浄化し、その不完全な部分を取り除いているのだ。しかし、この浄化は精神的な活動だけでなく、家
庭にも影響を及ぼします。私はつむじ風のように現れ、その力で悪い実をすべて落とし、霊樹と人樹の葉に良い実だけが残
るようにしました。人々 があなたがたを疑うような試練の時が近づいているからです。 

65 私の作品は、新しい宗派として見ていただけると思います。人々 は、あなたの私生活、家庭、職場、すべての職務
において、あなたに質問するでしょう。そして、もしあなたが、私の証人となる準備をしないなら、もしあなたが私の言葉
をあなたの行いで確認しないなら、あなたは、心の腐敗を罪のない外套で隠していた偽善者のパリサイ人のようになるので
しょう。 

66 あなたの主の裁きは、私がここにいる最後の年に行われるでしょう。何よりも、私の旅立ちの日は、すべての人が
感じ、すべての目が見るでしょう。私は、あなた方が真の意味で私の言葉を伝える者となるように、皆を準備しているのだ
」 「聖霊によってこの時代にもたらされた言葉だ。 

67 昔、私が告げた戦いの時に入ったのだから、冷静に、心を穏やかにしていなさい。この戦いは、あなた方自身の間
で行われる。その中で、同じ武器を手にすることになります。私を理解し、私を愛する者たちは、わが大義のために武器を
取るだろう。私を理解していない者たちは、自分の大義のためにそれらを利用するだろう。しかし、最後には真実が勝利す
るのです。 

麦と雑草を一緒に育て、両方が熟してから刈り取り、麦を分けてから雑草を火の中に投げ入れることができるようにす
る」という第二時代の譬えを覚えていますか。良き主人である私は、あなたがたの心の中で、みことばの麦を罪の麦と一緒
に成長させたのです。しかし今、私の正義の鎌で刈り取る時が来た。私の労働者の心とその家の懐に、真理と愛の種だけが
残るようにするために。 

68 私の教えの真髄に触れないから、試練が不意打ちになるのです。だから、あなたがたは分裂し、互いに理解しあえ
ないのだ。わが言葉が確認されたとき、あなたがたは準備しなかったからだ。それでも私は、あなた方が落ち着いて安らか
に過ごせるように、そして、悪い果実はすべてつむじ風が引きちぎってくれるように、あなた方を整えているのです。命も
実も陰も与えないものは、すべて過ぎ去ってしまうからです。 

多くの木が倒れ、多くの労働者が私に背を向け、多くの教会指導者が託された仕事を私に返します。しかし、私の意志
はあなたを正すでしょう。 

69 私に背を向けていた者たちが目覚め、悔い改め、私に言う時が来る。"先生、あなたの仕事はなんと純粋なのでし
ょう "と。 

70 今、この民族の懐で起きていることは、世界のすべての国で起きていることなのです。私はこの世だけでなく、霊
界でも、不完全な魂が宿るあらゆる場所で、私の正義の剣を持ってすべての人に現れ、啓蒙し、清め、完成させたのだ。今
、この瞬間にあなたに語りかけているのと同じ方が、第二の時代にあなたに語りかけたのです。ガリラヤで私の話を聞いた
多くの人々 の中から、私はたった12人を選び、彼らを通して私の教義を世界中に広く普及させた。 

その時、イエスの言葉は多くの人にファンタジーとして現れた。今日でも、真理の御霊を同じように考える人が後を絶
たない。しかし、天地は私の言葉が成就しないより早く過ぎ去ります。 

71 私の教えに従えば、誰があなた方を迫害し、犯罪者として告発し、中傷することができるだろうか。しかし、私が
教えたことだけを教えるのだ。愛、内なる崇拝、わが神性の真の神殿の知識。 

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 210 
1 私は、あなた方を物質主義が陥れた苦悩から解放し、あなた方の道を照らす灯火をもたらすために来たのです。 

2 あなた方は第三の時代の人々 であり、自分の人生の理由を真に知る人々 である。 

3 あなた方は、私の王国があなた方の心を求めて築き上げる新時代の人々 であり、あなた方が善を精神的な理想とし
、最高の祈りはあなた方の作品であることを学ぶのである。 

4 愛と真理は霊魂に属し、知恵は霊魂から湧き出ます。  

5 なぜなら、それはあなたの霊魂が真の存在であったときのものであり、あなたの世界が別のものであり、魂の試金
石であり金床であり教訓である今の肉体にまだ宿っていなかったときのものだからです。 

6 私は、肉体のベールに隠されたスピリチュアルな生命を思い出させ、その生命が再びあなたを待っていることを伝
え、あなたが巡礼、体験、進化した後にそれを最大限に楽しむことができるようにします。 

7 永遠の故郷に戻り、そこで生きることの至福を感じるとき、至福と平和と光のありがたさを知るためにやってきた
この涙の世界を祝福することに飽き足らなくなるのです。 

8 私の帰還は、あなたを絶対的な存在と結びつけ、普遍的な調和をもたらす法の道をあなたに思い出させ 

るためのものなのです。そして、あなたがその神聖な調和の一部を形成し、私の知恵のパンであなた自身を養うとき、あな
たは本当に自分が誰であるかを知るでしょう。 

9 人間の不幸の上に立っているあなたが、いったい何を泣くというのでしょう。真の霊性に到達すれば、苦しみも、
困難も、道徳的な試練も、自然の力も、あなたを打ち負かすことはできないのです。 

10 あなたの苦しみは人のため、あなたの悲しみはすべての人の救いのため、あなたが人の救いを見るたびに、あなた
は父の光があなたの内側を照らすのを感じ、あなたが道の第一歩を踏み出した日を祝福することでしょう。 

11 私の言葉は、あなたがどこから来てどこへ行くのかを知りたければ、五感と知性と愛を尽くして歩まなければなら
ない霊的な道です。 

12 まだ誰も自分のことをわかっていない。自分の体も知らないのに、どうやって自分の魂を知ることができるのでし
ょうか。しかし、あなた方は私の神聖な教えを適用する限りにおいて、自分自身を知ることができます。 

13 なぜなら、「ことば」であるわたしから出たものであり、すべてを含んでいるからです。あなたが他者に向けて発
する一言一言が、あたかも真珠のように、高価な宝石のように、あなたの心から兄弟の心に届くように、霊的なことを話す
ことを学んでください。 

14 魂に語りかけることを学び、良心の声を聞くことを教え、私の教えによって彼らの感覚を敏感にさせるのです。 

15 私のすべての文章が、道を指し示す道へとつながっていることをご覧ください。今はまだ表面的にしか見ていない
が、明日、より高い次元に入ることができれば、私の言葉の中に本質的なものだけを見出すことができるだろう。 

16 私はあなた方、人様に降り立つことはありません。私があなた方のもとに降りてきたと言うのは、象徴的な意味で
ある。私の宣言は、これらの声の担い手の心の中で思考となるインスピレーションを通じて行われるからである。このメッ
セージを聞いた時点では、理解することも、思い出すこともできないと思うので、明日になれば、今理解できないことが徐
に々理解できるように、私の言葉を書き留めるように命じたのだ。 

17 外見上、わが顕現は、その輝きが霊的なものであるため、現時点ではあまり印象的ではありません。しかし、それ
でもあなた方は、私があなた方のもとに来た栄光を感じ、この教えが霊化によって人類を救う奇跡を起こすのを見ることで
しょう。 

18 主の子らが愛を込めて建てた霊廟は、多くの柱に支えられていることでしょう。その一人一人が、私の律法の道を
堅く守る者の一人となる。 

19 そんなことはあり得ないと思っているのですか？それは、あなた方がまだ自分自身を信じることができないからで
す。しかし、私はすべてを信じている、いつも信じている、だから、時の流れの中で、新しい、より大きな啓示をあなた方
に託したのである。あなた方にまことに申し上げる。あなた方が同胞に深い知恵の教えを授ける日はそう遠くない。 

20 不毛な心から良い感情が芽生えることは、なぜありえないのでしょう。なぜ、罪を犯した者の心から恵みの水が流
れ、苦しむ者の渇きを癒すことができないのでしょうか。 

21 あなた方は、今日考え、明日も考えないだけの頭脳ではありません。あなたは、今日生きていて、すぐに消滅する
ような単なる肉ではありません。私にとっては、あなた方は永遠の魂であり、神の子であるから、あなた方に真に対応する
道を示すのである。 

22 私は、わが子たちの保存、健康、栄養、幸福、喜びのために自然界に置いたものを、あなたたちから遠ざけようと
は思わない。私があなた方に霊のパンを提供し、神聖なエッセンスを吸い込み、霊的な噴出物であなた方自身を満たすよう
誘うように、あなた方は自然があなた方に与えるすべてのものを見誤らず、避けもしてはならないのです。そうすれば、調
和、健康、力強さ、ひいては人生の法則の良い実現が得られるからです。 
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23 私がリーダーであることは、皆さんもご存じでしょう。もし私があなた方の指導者なら、あなた方はすでに私を心
に感じ、私に従い、私の戒めや律法に従っているのですか。もし私があなたの指導者だとしたら、あなたはどこまで私に従
うのですか？ 

24 良心の声があなたの中から聞こえてきて、あなたの犠牲の意志は絶対的なものではなく、あなたの服従は不変なも
のではないと教えてくれます。 

25 わが掟に従う者は、わが平安を経験する。だから、私の言葉を知っている者は、孤独も悲しみも感じない。不幸」
「天罰」「死」という言葉が、脅しのように、あるいは魂の平安の上に影のようにつきまとうことはないからである。彼ら
は、真理を知り、光の中で生き、永遠に健康で平和な知恵を得ることを望んでいるのです。 

26 わが教えの道を行く者は、神の光が導いてくれるから、迷うことはないことを知る。その光は、彼らに確かな目標
と人生の真の意味を与えてくれる。 

27 私の道は善の道である、弟子たちよ。その上を一歩一歩歩き、良い行い、良い考え、良い言葉で蒔きましょう。し
かし、決して良い行いを数え上げるのではなく、逆に悪い行い、言葉、考えを最も正確に記録し、間違いをどんどん減らし
ていくことをお勧めします。 

28 収穫した良い種は私に任せ、悪い種は取ってください。それを調べることで、自分の弱さの原因を知ることができ
ます。良い粒に混ざって台無しにならないように気をつけましょう。 

29 平和、喜び、健康、理解を与えることができるのは善だけです。したがって、愛に満ちた者は、精神的に偉大な者
となる。 

30 これは、私が地上であなた方と暮らしたときに教えたことであり、今日、あなた方に思い出させることでもある。
イエスにおいて私が手で病人を癒したように、この時も病人に触れて健康を回復させ、再び命の奇跡を共有させるのです。 

31 今日、私は霊で来ているので、あなたの病んだ体に触れる物質的な手はないのです。しかし、霊はその愛であなた
に触れ、その存在を感じさせることもできるのです。 

32 当時の盲人たち、つまり魂の盲人たちは、師の血を流し、触って癒し、撫でて祝福する手を刺した。彼は人間の惨
めな姿の上に立ち、再び来ることを約束したのです。当時、彼は認識されていなかったし、彼の言葉が最高の真理であると
理解されていなかったからだ。 

33 私は約束を果たすためにここにおり、人類が私を認識することを期待している。 

34 しかし、もし私があなたに尋ねるならキリストが住まわれたあの祝福された体はどうなったのでしょうか。私に答
えてくれる？神の愛の道具であったその身体は、その仕事を終えた後、その唇と目を永遠に閉じた後、人間の身体としてそ
の仕事を終えるために地上に与えられたことを、私自身があなたに話さなければならないでしょう。しかし、地球が彼を胎
内に受け入れたとき、その体の構成要素は、その細胞には愛だけが浸透しており、無限の中に分散され、その後、救い主が
もたらした命を拒絶した人々 に、命を与える雨として降り注ぐことになったのです。 

神ご自身が人となり、あなたとともに生きると考えると、自分は父にこれほどまでに愛されているのだと錯覚し、さら
に自分は主の最高傑作なのだと思うようになるのです。しかし、まことにあなたがたに告げますが、父なる神の業で、見事
でないものはありません。さらに、あなたがたは、その完全さ、美しさ、威厳が想像もつかない魂があることを知らなけれ
ばなりません。 

35 あなたがたの向こうには、ここで知っているよりも大きな業があり、また、あなたがたの兄弟姉妹の業も、人の業
よりも高いものがある。 

36 主の御業の中で、今日存在する最も偉大なものは人間であると、なぜ信じるのか。あなた方は小さな生き物に過ぎ
ないが、真の偉大さを求めて長い道のりを歩んでいるのだ。 

37 あなたが私の作品である限り、あなたは偉大であり、完璧です。しかし、作品を見る限り、あなたはまだとても小
さく、不完全な存在です。それゆえ、私はあなた方の間にマスターとして自らを現わし、あなた方を善と知識と愛の頂点に
導き、完全なものすべてと調和して一体となるような新しい啓示を与えるのだ。 

38 痛みがあり、困窮し、悪意があり、傷つき、虐げられ、傲慢で、利己的で、殺人者さえいるあなたの世界に、どう
して完全があるのでしょうか？ 

39 至福は高貴な家の特権です。しかし、あなたの世界では、私はまだ至福を見ることができないのです。 

40 今日、この言葉とともに、新しい人生を歩むために、私の新しいメッセージを残します。 

41 そのために私の教えの効能を使って、あなたの平和を作り、あなたの至福の世界を作ってください。 

42 あなたは、快適さ、喜び、進歩を得るために多くの苦労をしてきました。しかし、あなたの目標はしばしば利己的
で、悪い意味での自己中心的な権力追求を含んでいます。幸福や平和の代わりに、苦痛や戦争、破壊を刈り取るのです。そ
れが今日の刈り取りです。 

43 あなた方が生きている自然の要素に敵対しているのを見るにつけ、地上でのあなた方の仕事が完璧であるはずがな
いでしょう。 
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44 私の教えは、皆さんが自然の要素や力を使うことを妨げたいのではなく、それらを良い目的のために使うことを意
味し、教えているのです。 

45 自然の力は、あなたの手の中で、友人や兄弟から、あなたを厳しく罰する審判に変わることがあります。 

46 もはや、自然の力に逆らわず、経験を積んでいくしかない時代になっていた。なぜなら、彼らはあらゆる科学をも
ってしても、彼らを止めることはできないからだ。 

47 人類よ──いつも私から遠く離れている。あなたが忘れても、私の記憶はあなたから離れません、私の血に浸され
た世界です。あらためて私の愛をお届けします。 

48 第二次世界大戦での私の模範的な行動を覚えていますか？「So hear: 

49 ある村の外にいたとき、有力者の使者が私のところに来て言った。"主よ、あなたにたどり着くまで、どれほど長
い道のりがあったことでしょう！"と。私は彼に言った。"私を求める者は幸いである。""その者は必ず私を見つけること
ができる。" 

50 "誰の前に立っているのか？"私は彼にこう訊ねた。"その力によって全ての病を癒す方の前であなたは神の子です
か？"私は初めであり終わりである。私は復活であり命である。私はあなたがたを救うために天から地上に降りてきた者で
ある。この人々 が土地や地方、村々 で私に従っているのが見えますか？同じように、明日も私に従って、立派なマントを脱
いで、庶民や貧しい人たちと交わるのだ。あなたがたに言うが、あなたがたは主の名によってわたしを呼びに来たのであり
、わたしが彼のハンセン病を癒すことを望んでいるのだ。そうでしょう？"その人は影響を受け、恐怖にとらわれたと感じ
た。しかし、私は彼に言った。"恐れることはない。私は真実を語っただけだ。"それが私がこの世に生まれてきた目的だか
らだ。 

51 その時、その使用人は私に言った。"主よ、あなたはすでにご存知なので、あなたをお呼びしている私の主の家に
来てください。" 

52 「私は彼に言った、「人よ、あなたの主に伝えなさい、彼が私を信じたことは、私にとって十分であると。あなた
が家に着いたとき、彼はすでに純潔になっているのですから。" 

53 その男は離れていったが、やがて喜びに輝くその目は、イエスの言葉を証ししていた。すると、マタイが私のとこ
ろに来て言った。「先生、女の人があなたを尋ねています」。"私はもう知っています" 

"マグダラのマリアが私を探しています" "彼女に取り憑いている霊の影響から解放するために" 

"と答えたのです"弟子は、私が何でも知っていることに驚いていた。 

54 ある村に向かう途中、マリアが私のところに来るのが見えた。"愛する息子よ、あなたの口から、あなたの旅立ち
が迫っていることが告げられました。私の心はすでにそれを知っていましたが、少なくとも、私は人類のために非常に苦し
んでいることを伝えなければなりません。"「そうです、そう書いてあります」私は彼女に答えました。私の犠牲的な死が
必要なのです。種は実を結び、繁殖するために、土の中で死ななければならないのです。流された時、あなたの心に非常に
大きな痛みを与えるであろう御子の血は、私があなたの子供として残す人々 のために、命の川のようになります。私の死は
生となり、あなたと私は一瞬たりとも離れることはないのです。 

55 "私は今ラザロの家に行きます。" 

"彼はまもなく墓に沈むでしょう。しかし、わたしは彼をそこから連れ戻し、わたしの父の名をあがめるようにする。" 

56 「あなたも行って、あの人たちを慰めてください。彼らの苦しみはやがて大きくなり、あなたの愛によって、彼ら
はとても甘い慰めを得るでしょう。 

57 私は弟子たちと再会するために戻ってきた。それはもう、私の滞在の最後の日でした。これを理解してもらうこと
で、驚かないようにしたのです。ペテロは涙を流しながら、静かに私の指示を受けた。ジョンは、裁判の間、互いに慰め合
うために母と一緒にいると告げられたとき、私の両手を彼の両手で挟みました。 

58 タデウスはすでに師匠との別離を考えて苦しんでいましたが、私はまだその中にいました。唇が魂を語る以上に、
その瞬間は優しく、痛々 しかった。しかし、私は「言葉」であり、私の言葉は彼らの心に蓄積された巨大な痛みを和らげる
必要がありました。 

59 弟子たちよ、あなたがたは渇いた巡礼者の水をわたしと一緒に飲み、わたしの言葉とわたしのわざを望んで長い道
のりの苦難に耐えてきたのだ。私はあなたがたの目の前から去っても、あなたがたのもとを去ることはない。もし、あなた
方が私を心に抱きたければ、私の死を覚悟しなさい。そうすれば、私はあなた方の中に生き、あなた方の口を通して話すこ
とができる。 

60 "弟子たちよ、私の言葉を最後まで聞きなさい"すると、立派な身なりの女性が私のところにやってきた。それは、
長い間、私を求め、私の目の中に自分を救う光を見出そうとしていたマグダラのことでした。彼女は夢の中でナザレンを見
て、汚れた重荷から解放されたのです。彼女は、光と救いを求める魂に突き動かされて、私のところに来たのです。 

61 彼女は私の前にひれ伏し、その場にいた全員が驚きました。そして、私が彼女から目をそらすか、少なくとも彼女
を非難する言葉をかけると思ったとき、私は彼女に言いました。「あなたは痛みと喜びで泣いている。しかし、私はあなた
がたを大いに赦す、あなたがたは大いに罪を犯したからである。" 
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62 その瞬間、彼女を縛っていた鎖がすべてその生物から外れ、自由になった彼女は、私の弟子の中でも最も忠実な者
のように私のリードに従ったのです。 

63 家庭の恥であり、汚点であり、人々 の生活を破滅させたあの女が、許しの言葉によって、主人の最も謙遜な僕へと
変えられ、その後、二人に悲しみの時が訪れたとき、マリアを愛する支えとなったのです。 

64 魂の声を聞く私は、その女性が私に尋ねるのを聞いた。「主よ、あなたが告げられるその最後の時に、私の罪のす
べてが、あなたと共にあるにふさわしいといえるのでしょうか？本当にあなたに仕えることができるのでしょうか？"私は
彼女にこう答えた。謙虚なマントで身を覆い、自分自身に戻る。マリアを求め、彼女に従え" 

65 その後、全員の顔に驚きの文字が書かれているのを見て、私は「私は暗闇で迷っている人の道を照らすために来た
世の光です」と言います。私は捕らわれた者の鎖を断ち切る解放者である。まだ見ぬものを、今、見たのである。しかし、
皆さんが私の生命の振動を感じる瞬間はそう遠くないでしょう。 

66 私は、弟子たちに続いてその領地を後にしました。しかし、私は木陰で立ち止まり、彼らに言った。「その時は近
づいているが、まだ私の言葉の実を楽しむことができる。狼の中の羊のように取り残されることもあるだろうが、私のマン
トが君たちを覆っているので、負けることはない。群衆の大きさを見よ。砂漠で私がしたように彼らを養い、私が示したよ
うにパンを増やしなさい。" 

67 こうして私は、イエスを通してあなた方に語りかけ、私の弟子たち一人ひとりの目が涙を流すのを愛撫し、彼らが
心の中で私に優しさに満ちた感情を表し、私に従うという数え切れない約束をさせました。 

68 今日は、私がこの世で過ごした最後の3日間を思い出すことはないでしょう。このことは、祝福された人々 よ、別
の機会に、最後の晩餐について、私が祈るために身を引いたゲッセマネの園での最後の滞在について、そして最後に私の犠
牲的な死について、あなたがたに話すことになるであろう。 

私の平和があなたとともにありますように 



U 211 

19 

インストラクション 211 
1 私の知恵と愛が、あなたの心に届くように、人間の言葉に変えて伝えます。 

2 私は、人々 よ、あなたがたが私の言葉の霊的な輝きの下で短い間でも生きられるように、霊的な命の王国で少しの
間でも生きられるように、あなたのところに来たのだ。 

3 試練にくじけないように、力と命である私の言葉のパンを取って食べなさい。 

4 私の新しい弟子の中には、地上での使命を全うするゴルゴダを経験する者もいる。しかし、この頂上は、精神、高
揚、愛のすべてを備えた者だけが到達できるのです。 

5 当分の間、休んで私の言葉を聞いてください。自分を強くしなさい、明日は自分の十字架を背負うのだから。しか
し、人々 よ、恐れるな。この十字架を背負う者は、その心が人々 への愛に溢れるからこそ、そうするのだ。 

6 自分の全存在が無限の慈愛と偉大な真心に支配されているときに、この使命を果たさなければならないことに誰が
反抗するだろうか。 

7 この精神化の時代に強い魂を持っている人は、愛を持って十字架を引き受け、喜んで背負うことでしょう。 

8 この十字架は、真の愛の炎に包まれた偉大な精神の持ち主のために運命づけられています。 

9 現在、ある火がこの人類を焼き尽くしていますが、それは私のものではありません。人間の兄弟が互いに破壊しあ
う火は、彼らの暴力、情熱、敵意、巨大な欲望、復讐心、物質主義からくるものである。 

10 人類が焼き尽くされるその火は、聖霊から来るものではなく、人間がその罪によって作り出したあの地獄から来る
ものだ。 

11 私の神火は、破壊や死ではなく、すべての存在に光を放つ生命です。 

12 私の火は、浄化し、高貴にし、照らし、強める光であり、決して永遠に苦しめ、魂の生命を破壊する火ではない。
それは、死ではなく、生である。 

13 もし私がこの時代にあなた方を呼んで私の話を聞かせたとしたら、それはあなた方が光に昇るための別の機会を提
供するためだったことを思い出してください ── 

私が世界のために持ってきた種を開花させるのに適した霊的時代においてです。 

14 私はあなたの魂に私の知恵と愛を注ぎます」 

「生命、健康、喜び、平和であるスピリチュアライゼーションの流れです。 

15 真理の言葉を人類に注いでください--私が文章で残すものだけでなく、御霊から湧き出るものも。 

16 この時代だからこそ、立ち上がってほしい。ある者は星のように世の中の様々 な道を行く者を導き、ある者は灯台
のように人間の情熱が解き放たれた荒海に光を放ち、漂流者の行く手を照らす。永遠の命のパンである神の言葉が全地に行
き渡るように、私の教えをあなたがたの唇に伝えてほしいのです。 

17 私はこの世界を新しくし、浄化し、すべてを変えるために来たのだと理解しなさい。 

18 この想い出のひとときに、私はすべての空間をわが光で満たす。歩いている者はみな、師の想いに一瞬立ち止まり
、内省する。この時、死にゆく者はみな、魂の眼で私を見つめ、この世を去ることを恐れないようにする。 

19 私は愛の種をまく者、あなたたちは私の畑だ。あなたがたを愛のうちに実らせる私の力を、誰が疑うことができよ
うか。 

20 私がもたらす豊かな種を、あなたは知ることができないのです。もし、吸収しきれなかったとしても、これから来
る人たちのために保管し続けようと思っています。そして、もし彼らがそれを使うことができなければ、耕すべき畑や蒔く
べき種がなくなるまで、次の世代のために保存されるのです。 

21 私のメッセージを理解し、あなたの道に花を咲かせることができるように。あなたの目を開いて、私が日々 行って
いる業を見抜くことができるように。 

22 武力行使で力を得ようとする男たちが見えるか？すぐにその間違いを確信することでしょう。 

23 私は、愛の輝きである善によってのみ、人は真に偉大で強力な存在になれることを彼らに証明するのです。 

24 しかし、愛が何であるかを知らない人がいる限り、私は世界に教え続けなければなりません。 

25 "言葉 

"は、あなたを照らして、後に続く人たちに伝えることを教えるためにあるのです。そして、私はすべての人を養う。 

26 私は永遠の種まき人である。私は地上に来て人からイエスと呼ばれる前から、すでに種をまく者であり、物質化や
誤りや無知を超えた者たち--あなた方がまだ知らない、想像もつかない霊的領域や家に住む者たち--

に知られていたのです。 

27 私が地上に来る前に私を知っていた人々 のうち、あなたがたを多く送ったのは、この世で私のあかしをし、父の愛
と言葉であるキリストの到来を告げるためである。その中には、ある者は預言者、ある者は開拓者、またある者は使徒とな
った。 
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28 私の足跡が残っているのは、この世界だけではありません。贖罪が必要なところには、必ず私が立ち会いました。
しかし、他の世界では、私の十字架と私の杯は、あなたがたの兄弟姉妹の刷新と愛によって取り除かれたのに、ここ、この
世界では、何世紀も経って、私はまだ茨の冠をかぶり、あなた方の不完全な十字架で殉教し、胆と酢で杯を飲んでいること
を伝えなければなりません。 

29 私の愛の業は全人類の救済を含むので、私は無限の忍耐をもってあなた方を待ち、すべての人間に一つならず多く
の上昇の機会を与え、深い眠りについているすべての人々 の目覚めを長い年月待っているのである。 

30 あなたは今、光に満ち溢れ、生命に満ち溢れた上方へと進化することができる時期なのです。命と知恵の書の封印
をもう一つ解き、この作品の別の章を知ることができるようにしたのだ。 

31 私は、あなたが理解し、保持することができるものだけを、正しい尺度で提供します。 

32 人々 は発達が進み、魂の発達と上昇志向が進んだ分だけ、私は彼らに私の知恵をより豊かに与えるだろう。 

33 あなたの魂が、父なる神からあなたの魂に定められた栄光を受け取ることのできる聖杯のようであってほしいので
す。偉大なものは偉大なものにしか注がれず、取るに足らないものは偉大なものを満足させることはできないと理解するこ
と。 

34 あなたの父の意志は、あなたが創造の計画の中で役に立つこと、創造のコンサートの中で調和のとれた音符になる
ことです。 

35 愛の内なる光を感じる者は、それが高揚と御父への接近を意味することを知りながら、自ら十字架を背負い、ゴル
ゴダに向かって一歩一歩歩んでいくのだと私は知っているのです。 

必要ならば、十字架につけられることも辞さない。なぜなら、その自己犠牲と降伏によって、師匠のように死者の中か
ら輝かしく蘇り、生命が完全な形で存在する霊の国へ昇ることができると知っているからです。 

36 人類、ここにあり。私はあなたを不幸から救うために来たのです。心の荒んだ人に触れてきたその優しい手が、
Mineになりました。あなたを癒すためにあなたの心に入り込んだその愛ある医師は、私であった。 

37 病み、悲しむ人々 よ、私はあなたたちと共にいたが、あなたたちは誰が訪れたのか認識することができず、私の目
に天の光を見ることができなかったのだ。ああ、人間たちよ、あなたたちのために私が流したわが血の一滴一滴の意味と意
義を理解していないのだ。私が与えた恵みの水で畑に水をやるのを嫌がったので、あなたがたは不満なのです。 

38 その音は、あなたの魂に完璧な愛と終わりのない調和を語りかけてきます。 

39 ゲッセマネの園で私が最後の祈りを捧げたあの夜を照らしたように、あなたの心にも神の光を入れてください。 

40 私を裁くために、私を求める大勢の人々 に、私がどのように自らを引き渡したか覚えていますか？ 

41 その時、師が皆に与えた教えは非常に重要なものであった。 

42 その降伏は、従順さ、謙遜、愛の捧げものでした。人類にとって生きた手本となるものでした。愛ゆえに人に身を
委ねる人は、後に神に身を委ねるにふさわしい人になるからです。 

43 愛する人々 よ、私の人生は、あなたがそこから愛を学ぶための開かれた本だったのです。しかし、あなたはその読
み方を知りませんでした。 

44 私はあなたの弱さを憐れみます。それはあなたの中にある小さな強さを明らかにするものです。しかし、私はあな
たの弱さと未熟さを補うほど強く偉大であり、あなたの愛の欠如を補うほど愛に満ちている。 

45 私はあなた方に近づき、純粋であることを教え、耐え忍ぶ痛みと高揚の中で自らを清めること、つまり誠実で本物
の悔い改めを意味します。 

46 魂の完成には、浄化が必要です。完全な魂は、単に純粋な魂よりも偉大である。 

47 あなたはすぐに純粋になることができますが、あなたの魂が完璧に到達するためにどれだけの時間とどれだけの試
練を乗り越えなければならないかわかりません。 

48 この世からあの世へ行くときに困らないように、霊的な生活についてよく知っておく必要があります。地上に豊か
さや快適さ、満足感を得ているからこそ、自分を幸せだと思い、いつか痛みがつきまとうことを想像できない人がどれほど
いるだろうか。ましてや、霊的存在として、地上に肉体を残し、それとともに所有していたものをすべて捨ててしまうのだ
から。そして、最も不幸な存在となり、安らぎも喜びも知識の光もない放浪者となるのです。彼らは、落ち着きなくさまよ
う影のようなものです。この世で泣くように泣くことはないが、その苦しみは──もはや肉体的なものではないが──地上
の肉体で経験する苦しみよりも無限に強いのだ。魂は今、その裁判官である良心の前に一人で立っているのだから。 

49 彼らは、自分の魂のわずかな力で到達できる地域で、困窮し、惨めさ、孤独、見捨てられ、苦難が何であるかを経
験したのです。その悲しい存在の中で、彼らはわずかな希望を持ち続けている。 

50 むしろ、自分の魂のために何かをしているのだということを知りながら、地上で貧しくありなさい。むしろ、困窮
し、苦悩し、病み、取るに足らない存在であるべきだ──しかし、真の生命が存在する家庭にはいないのだ。精神世界での
苦痛は、物質生活とは比較にならないほど大きいからです。 
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51 私の教義の教えを認め、それによって高慢から謙遜になる者は幸いであり、平和の国を所有することになるのです
。 

52 地味な素材の服を着ていても、困らないのです。それを理解することで、自分の世界を超えて成長することができ
るのです。この涙の谷のニーズに対して、あなたはどのような配慮をしていますか？精神的な安らぎがなく、強くもなく、
偉大でもないことは、千倍も悲しいことです。偉大な魂は、すべてを乗り越え、試練に直面しても心の平安を保ち、光と平
安に満ちた真の人生を歩む。 

53 あなたが真実を認識することに成功しないのは、あなたが真実と関わりたくないからです。それを認識できるのは
、シンプルで謙虚な心の持ち主だけです。 

54 真理の光を見ない者たちは、腐敗を養い続けるので、わが言葉が実らなかったと私に言い続ける。ゴルゴダへの道
、十字架上の犠牲の死、私が行った奇跡、私の愛の教え、私の慈悲、私の最後の言葉、私の迫害者と死刑執行人への許しを
請うた最後の息は実らなかったと、彼らは私に言うのである。 

55 真理を知らない者が、このようなことの何を知っているのだろう。しかし、深淵の上に舞い上がり、自分の処刑者
のために祈り、自分の中傷者を祝福する者は、その精神が太陽の光よりも強く輝いているのだ。 

56 あの人生も苦しみも仕事もすべて無駄だったと思う人には、その時代にその光を受けず、その光によって救われな
い人はいないでしょうと言います。 

57 しかし、すべての人がこれらのように考えているわけではありません。主よ、あなたの前で悔い改めを感じたあの
罪人が、あなたとともに救いを見つけたのなら、最後の瞬間に、ディマスのようにあなたの手が私に伸び、私を暗闇から救
い出し、光の中に運んでくれるという希望を抱いてはならないでしょうか」。 

58 まだ肉体に宿している暗闇の王子を追い出せないでいる人々 の中で、救い主への信仰、悟り、悔い改め、希望を抱
く瞬間がどれほどあることでしょうか。来世で再び、さらに大きな罰を受けるという考えを、どれほど多くの人が心から追
い出し、イエスが待っていると考え、信じることで、苦痛と恐怖から解放されることを望んでいるのでしょう。 

59 こういうのを社会のクズって言うんだろ？真実を疑われる瞬間があることをご覧ください。しかし、自由や認識、
世界に対する信頼を享受し、すべてを判断し意見することですべてを知っていると思いがちなあなたには、真実を直視でき
るような悟りの瞬間はありません--それどころか、疑いと影に覆われているのです」。 

60 私の言葉、私の情熱、私の血によって魂に蒔かれた種は、必ずしも人、人々 、世界の人生の絶頂期に花開くとは限
りません。多くの場合、人は死に遭遇し、その先に待っている生を感じる瞬間、初めてその花を咲かせるのだ。そこで彼は
、私を思い、自らを清め、高貴にし、私の模範によって自らを判断するのである。そして、涙を流し、豹変する。一瞬にし
て、真実が彼に届いたからだ。 

61 高慢な国々 が物質的な力の輝きの中で生活し、人々 が情熱に熱中していたときでさえ、彼らの注意と愛のすべてが
野心的な目標の支配下にあったため、宗教を実践することで神への義務を偽りなく果たしたのです。しかし、敗北と破壊が
訪れたとき、偉大な夢が打ち砕かれ、現実が彼らを目覚めさせたとき、彼らは私に目を向けて言った。"主よ、あなたは正
しい、平和は善意の人にしかありえない、あなたの国と私たちの国は確かにこの世のものではありません "と。 

62 私の種は失われていないことに気づいていますか？このことを疑うあなたには、真実を突きつけられるのが苦痛に
なるのを待たずに、反省してこの種を探しなさいというのです。 

63 この世界は、私の言葉で満ちている。私の痕跡が隠されているはずだというのは嘘です。どこへ行っても、私のし
るしと、良心に永遠に響く私の声の響きを見つけるだろう。 

64 私はどこにでも存在し、絶え間なくあなたに語りかける。 

65 部下：なぜ、今でも師匠に試練を与えたいと思うことがあるのですか？ 

66 そう、キリストが神の子であるなら、なぜ迫害者に屈服し、死を免れることができなかったのか、理解できない人
たちがいることも、すでに知っているのです。もし私が犠牲の死を望まなかったなら、私を求める者に自分を渡さないよう
に姿を消すことはとても簡単だったでしょう。彼らは、奇跡的な理解不能の消失を見て唖然とし、"本当に、神の子だ！"と
叫ばせたことでしょう。しかし、これは私が持ってきた教えではなく、愛を教えるものではなかったでしょう。さらに、私
が伝えたかったのは、父なる神の御心に従わない者は、父なる神に結ばれていないのだ、ということです。 

67 これらの説明をすべて理解することが必要です。もしあなたが、今起こっていることを理解しないなら、これから
起こることを理解したり予測したりすることはできないでしょう。したがって、私は事前にいくつかの啓示を与え、それが
準備として、約束として、予言として、あなたがたに役立つようにします。 

68 マスターである私があなたに言う。人間がひとたび律法の成就によって偉大になり、高揚し、真に霊と一体となっ
て調和するとき、人間にはもはや、現在その存在を二分している二つの生命、すなわち地上の人間的なものと霊の普遍かつ
無限の世界における霊的なものが存在しなくなるのです。 

69 そのとき、彼はただ一つの存在に目を向けるでしょう。彼の存在の中にはただ一つの意志があるからです。肉と良
心の対立がなくなり、自分が普遍的な生命と融合していることを実感できるようになる。霊の世界でも地上の世界でも、ど
こにいても、父の家にいることを実感できるのです。どの場所でも主の臨在を楽しみ、どの場所でも良心的に、従順に使命
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を果たしていく。そのとき、肉体の死は、現在のような意味を持たなくなる。彼らは、死に打ち勝ち、永遠の命に入る者た
ちである。 

70 その夜、私を迫害者に引き渡したのは私の意志であると話した後、あなたは私に尋ねた。"主よ、その時ユダは有
罪ではなかったのですか 

"と。しかし、あなたがたに言うが、彼を非難してはならない。私のように彼を裁くには、あなた方の心に慈悲の心がなけ
ればならないからです。彼はあなたと同じように未熟な人間で、その弱さのために、主人を裏切るように男に誘導されるの
を許したのです。 

71 その弟子は、主人を裏切るために神から指名された者として、すでに来ていたと思いますか？いや、私の民よ、誰
も私を裏切る必要はなかったのだ。時は来た、迫害者たちは私の歩みを見守っていた、血の裁きが私を待っていた。 

72 その人も、私に従った他の人たちと同じように、愛の種を蒔くために選ばれたのです。彼は、自分をあれほど愛し
てくださった方に背を向け、師の命を狙う者たちに味方した決定的な瞬間に失敗した。それは、イエスが地上の王ではなく
、未知の世界の王であり、弟子の心はまだこの世の富を夢見ていることに気づいたからにほかならない。 

73 イエスから学んだ文章を次々 と良心の呵責で聞いた時のユダの後悔はいかばかりであったか、自分が召されたこと
、自分の仕事は何であったかを考えた時の痛みはいかばかりであったか。 

74 もし、今、あなた方の誰かが私を裏切ったとしても、「そういう運命だったのかもしれない」と言い訳できないよ
うに、このような話をしているのです。 

75 裏切られる運命にある者はいない。あなた方は、私の愛によって自らを救済するために召されたのです。 

76 十字架の上で死に、その後、墓場の洞窟で再び花を咲かせ、死に対する生の勝利を示すように運命づけられていた
のは、私だったのです。 

77 今日、私は新しい弟子たちに言う：私の作品に正義を行うことになるとき、お金を愛してはならない。それは魂の
偽貨であり、その価値はマイナスで、永遠の命に対する偽の価値を表しているからだ。お金は、真の慈悲の道、私の使徒が
それぞれ通らなければならない謙遜の道から、あなたを迷わせます。 

78 私はユダが何をするかあらかじめ知っており、十二人のうちの一人が私を裏切るだろうと言ったときに、それを証
明したと言わなければならない。弟子たちの一人一人が、私が世界に向けて行ったコンサートの一音一音のようなものだ 

った。 

79 ある人は純粋さと高揚感を、ある人は信仰心と強さを、ある人は雄弁さと説得力を、ある人は謙虚さと優しさを、
それぞれ持ち込んできたのです。そこで、それぞれが自分の持っているもの、師匠から受け継いだもの、感じたものを伝え
ました。ただ一人、弱い者がいたが、その弱さは、人々 が彼のような行動をとらないように、しかし、彼の判断にならない
ように、教訓とする役割もあった。 

80 弟子たちよ、最後の晩餐で私と一緒になれるように、今晩、思いを高めてください。私の光で自らを養い、私の言
葉のワインを飲みなさい。その中で、あなたは開かれた本を読み、同時にスピリチュアルな世界に身を置くことになるので
す。 

81 神の愛の振動を感じつつ、苦悩も感じ、希望の甘さと別れの苦さ、裏切りの口づけが混在する食卓に、ぜひお越し
ください。 

82 自分が裏切ったのか、嘘をついたのか、愛のないキスをしてしまったのか、良心の声を聞くには、ここが一番いい
のです。 

83 食卓につく前に、祈りの清らかな水で身を洗いなさい。この霊的な晩餐に参加する魂であることを許すように、心
を清めるのです。 

84 準備はいいですか？私の周りに座り、心の深い静寂と献身の中で耳を傾けてください。 

85 今、ここにいる皆さんは、宴会の準備や飾り付けは万端でしょうか？このとき、あなたの魂がこの霊的なテーブル
のテーブルクロスに劣らず純粋であるようにと、私は願っていました。 

86 物質的な生活の渦や、人間の不幸や苦難は、外に置いてきてください。この世に生を受けた者、また霊界に住む者
よ、ここに来なさい。人間たちよ、私と話すことを学ぶためにここに来なさい。そうすれば、あなたたちはもはや地上の奴
隷ではないのです。なぜなら、主人と霊から霊へと語る者は、「肉」、世界、無知の闇、あらゆるくびきに対して完全な自
由を獲得しているからです。 

87 私の言葉のパンをよく食べなさい。そうすれば、あの苦悩の時間の中でイエスがどのような闘争をし、どのように
死に打ち勝ったかを知ることができるだろう。 

88 今日、私はあなたに言います。沈黙と霊化の庭で祈りなさい。そうすれば、あなたの全身に力が浸透し、山の頂上
まで十字架の重荷を背負うことができるようになります。 

89 あなたの内なる天の梯子が照らされるように、つまり、霊的完成の梯子が照らされるように祈りなさい。 
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90 そうすれば、衣服が破れるのを見るのも、あなたの欠点や不品行を探ってあなたを告発する人たちを迫害するのも
、恐れることはありません。 

91 あなたの苦難と地上の喜びを忘れ、御霊のものを身につけなさい。 

92 喜ぶために祈る者は少なく、泣くために祈る者は多い。地上のあらゆる苦難を歌にしなさい。しかし、私を信じる
信仰と希望によって、突然、愛と平和に満ちた心からの賛美の歌を歌う驚きを体験しなさい」と、私は彼らに言う。 

93 私はあなた方に精神的な喜びを語りますが、それでもあなた方は心の中で、近づいてくる、そしてこれからも思い
出に捧げる時間を忘れてはなりません。 

94 そうです、皆さん、明日の午後3時になると、太陽が薄暗くなるのを見るでしょう、そして、中に入って私を思い
出す人は皆悲しむでしょう。 

95 あの日、太陽が暗い雲に隠れたように、喪の花の間に隠れて、人々 の恩義を目の当たりにすることがないようにす
るのだ。 

96 あらゆる人間の不完全さを前にして、師であるキリストはその教えを授けた。 

97 嘲笑された？師匠は教訓のために嘲笑を取り上げた。彼らは悪戯に彼を尋問したのですか？そのために来たのだか
らと、愛情を込めて、賢明に答えてくださった。彼は裏切られたのか？その裏切りに対して、赦しの教えを与えてくださっ
たのです。彼の命が要求された？彼はそれに同意し、命を捧げた。救うため、納得させるためには、すべてを受け入れる必
要があったのです。 

98 愛する弟子たちよ、今私に告げよ。仲間に裏切られたとき、あなたはそれに反抗しないのか、抵抗しないのか。K

now：心をつかむには、時に裏切られることも必要です。精神の戦いに勝つのは暴力ではない、真の愛なのだ。 

99 私の弟子たち：今回、本が開いたままになっています。あなたの沈黙の時間と記憶の中で、あなたに知られている
私の受難のすべての瞬間を思い出すことができるように、これらの瞬間にイエスをあなたの思考に入らせなさい。高尚で霊
的な方法で私を思い出す者は、多くの認識されていない教訓の意味をインスピレーションとして発見させる光を受けるだろ
う。 

100 私の肩に十字架を乗せて、あなたの思いの通りを歩ませてください。イエスは、子らを思い、その侮辱を忘れて、
苦難の道を歩まれよ。十字架の上で両腕を広げ、私を認めなかった者たちのために許しを請うてください。愛と生命と正義
の勝利を見るまで、私をあなたの中にいさせてください。 

101 この多人数で。友人として、弟子として、どのように私と共にいるのでしょうか。それとも、私の十字架を形成す
るのか？私の手と足を貫いた釘のようになるのか。あなたは私の「冠」の茨になるのか、それとも私の脇腹を刺したランス
になるのか。 

102 ヨハネがそうであったように、あなたも私と一緒にいたい、十字架上の主人の足もとにいたい、と。そして、私が
あなた方をマリアの子としてマリアの愛のマントの下に残したとき、あなた方が象徴されたあの弟子のようになることを私
も望んでいることを伝えます。 

103 私の愛と祝福をあなたに残します。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 212 
1 私に立ち返る者、師を求める者、赦しを求める者、十字架を負う者は幸いである、彼は私とともに自分を導く光と

罪の赦しを見出すからである。 

2 マスターは、この追憶の日に愛を持ってあなたを迎えます。彼が人類に残した情熱の痕跡は、この日に新たにされ
るのです。 

3 その体の血が蒸発しても、そのエッセンスはすべての人の魂に残っている。十字架の重荷やカルバリの困難な登攀
を感じる瞬間、あなたは私を思い出すからだ。 

4 イエスが愛の血で道を示してくださったので、救いと魂の完成を目指す人は皆、私が地上に残した痕跡をたどって
いくのです。この道こそ、私が今、あなたに示している道であり、この道を歩めば、闇も苦しみもない霊的生活に到達する
ことができます。 

5 キリスト教世界は、イエスがその木の上で血を流し、人として死に、その上で贖罪の業を成し遂げたからこそ、十
字架をその象徴としたのである。それ以来、十字架は神の愛と赦しの象徴とみなされるようになった。しかし、それは人々
の世界観の対立を象徴するものであった。 

その犠牲の死から1年が経った今日、私は再びこの世に存在しているのだ──もはや人間としてではなく、霊的に。し
かし、本当にあなたに言います、その十字架はもう私には必要ないのです。私はもはやそれを肩に担ぐことはない。あなた
はもはや、血にまみれ、いばらの冠をかぶり、その身を鞭打たれ、その血で道の石を濡らすラビを見ることはないだろう。
もう、痛みで目をぎゅっと閉じて、ある人には哀れみを、ある人には恐怖を与えるような姿を見ることはないでしょう。も
う、悪人たちの中で十字架に釘付けにされるために山頂に到着する姿を見ることはないでしょう。 

6 十字架は、その上で死んだ者にとっては恥と不名誉であったが、愛からの犠牲の象徴に変えられたのである。この
ことは、私を迫害し、その残酷さを満たすために最も不名誉な死を私に選んだ人々 には想像すらできなかったことでしょう
。なぜなら、暴徒たちは、自分たちに何ら不利なことをせず、すべての人に善意と慰めと許しを与える方を非難し、罪に定
めることを切望していたからです。人間は奈落の底におり、そこから、私が犠牲の死をもって彼に示した善と愛を理解する
ことができなかったのです。 

7 この時、わたしは人として来ていない。十字架がかかるのは、わたしの上ではない。今日、あなた方の心に愛の十
字架を築き、あなた方が私の歩みに従うことができるようにするのは、私である。 

8 あなたはすでにこの十字架の重い重荷を感じている。その痛みが魂に浸透したとき、あなたはすでに肉体が鞭打た
れるのを感じている。また、道で倒れるということがどういうことなのか、すでに実感されていることでしょう。あなたの
人生の苦しみは、鞭打つような打撃であり、あなたが私を求める方法のためにイエス自身のように狂っていると思われたと
きの嘲りは、救い主の脇腹を引き裂くランスのようなものだった。 

9 いいか、お前の人生はゴルゴダのようなものだ、弟子たちよ。私を模範とし、私に従い、私のもとに来ようとする
者は、苦しみとともに生き、胆汁と酢の杯を飲まなければならないのだ。 

10 あなたは、この地上を正しく涙の谷と呼んだ。あなたがたは、善悪を知るためにそこに来たのです。知識と功徳に
おいて完璧に生まれた者はいないのですから。そこで私は、あなた方が自らの努力でより高いレベルに到達できるよう、自
ら道を選ぶ自由を与えたのです。 

11 しかし、悪い道を選んだ者は、その道で痛みを知り、恵みと光から遠ざかっていると感じた時に、自らを清め、悔
い改め、誘惑に打ち勝つ力を身につけることが必要なのです。 

12 新生のために努力すればするほど切迫してくる誘惑と闘う人の努力は、神にとってどれほど価値のあるものでしょ
う。 

13 私の犠牲的な死は無駄ではなかったのです、皆さん。私を愛する者も、私を否定する者も、私の足跡をたどらねば
ならないからだ。その仕事は、時代の帳簿に勝ち、永遠に実を結ぶのです。 

14 あなたの十字架の重荷、つまり責任や苦しみが、ある人には軽く、他の人には軽いということは、あなたにはわか
りません。この地上にいる皆さんは、自分の過去を知りません。自分の魂が光を受けた時を知っている人は誰もいません。
だから、降参して十字架を背負え。このように私に従う者は、死んでも生き延びることができるからです。 

15 今日、私の声は法と正義を語る。それはあなたがシナイで聞いたのと同じ声である。今日も、あの日と同じように
、多くの人が信じられない思いでいるのがわかります。モーセは、あなたがたの偶像崇拝と弱さを前にして、自分でも驚き
ながら、最初の律法を破ったからである。しかし、今日は、あなたの良心で書きますように。彼をどうするんですか？この
時代の使者であるエリヤが、わが掟を守ることを要求するような行動をとるのか。 

16 主よ、私たちの恩知らずのために、モーセの怒りであなたの律法の板が割られたのは、遠い昔のことです。この時
代に、どうしてまたあなたの律法に背くことができましょう。"しかし、父はあなたがたに言う。起きていなければならな
い。第二の時代、イエスは愛の律法をもたらすために来られたのに、あなた方はイエスの血を最後の一滴まで流させて、彼
を認めなかったからです。 
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17 人々 よ、そして人類よ、あなた方に問う。シナイであなた方に与えた律法はどこにあるのか？その後、イエス様が
与えてくださった永遠の命のパンはどこにあるのでしょうか？自分が道を踏み外していることを自覚しているからだ」 

「頭を下げて私の質問を聞いている。 

18 第一紀では、あなた方は12の部族からなる一つの民族でした。しかし、イスラエルは、私の正義に対するあらゆ
る恐れを抑え、異なる民族に分裂した。今日、あなたは再び地上に戻ってきました。しかし、一つの家庭が異なる部族の子
供たちで形成され、夫婦でさえも12部族のメンバーで構成されているのに、どうしてあなた方が民族や部族に分けられる
のでしょうか？この企画を理解した人はいますか？あなた方を選び、あなた方を束ねたのは私である。そのため、この声を
聞くと、わけもわからず震え上がる人がいる。それは、過去の時代にもわたしの声を聞いた人たちだからです。 

19 今、第三の時、それはクライマックスに近づいている。その中であなたは今、砂漠のマナ、イエスの血、聖霊の光
を受け取っているのです。あなたの浄化が必要なとき、あなたの普遍的な母であるマリアは、愛の涙であなたを洗い、慈悲
のマントであなたを覆っています。 

20 父は再び民衆に「団結せよ」と言われます。ある者は私の戒めに従おうと決意し、ある者はそれに反対しているの
がわかります。自分たちを分裂させてはならない。そうすれば、誘惑の扉を開いてしまうからだ。たとえ、聞く者の中に、
無学で不器用で単純な心を通してわが身を現すのを見ることによる疑念に支配されて、わが声の前に首をかしげない者がい
たとしても、わが言葉は万人のためのものである。 

21 過去に私を迫害し、あざ笑った者のうち、どれだけの者が、すべてを許す私の愛の証として、私が与えた安心感に
満ちて生きていることだろう。しかし、私が帰ってきたと聞いて、彼らの魂は恐怖に打ちひしがれ、そのため、私の顕現し
た事柄が真実であるかどうかを確かめるために臆病になって来たのである。そして、私の声を聞いて、私の声に呼ばれたと
感じ、震え上がりました。 

22 これは、私が選んだ、国々 に光と平和をもたらす人々 であり、人類の中に散らばり、隠されていた人々 である。し
かし、私の明晰で鋭い視線は、私のしもべたちがそれぞれどこにいるかを知っていて、彼らに呼びかけ、私がまだ果たすの
を待っている彼らの使命を示したのです。 

23 世間はマリアの地上での生涯を無関心に見ていた。しかし、本当に、今日、あなたは彼女の母親のような声、子守
唄、慰め、希望、癒しである彼女の愛の声を認識するでしょうと、私はあなたに言います。ある人はそれを認め、ある人は
それを否定する。しかし、優しく、愛情を込めて、彼女はその神のマントを宇宙に広げ、その下ですべての生き物に暖かさ
と保護を与えています。彼女はまた、救い、救済し、まだ明かされていない秘密を秘めた天の宮である。彼女の体は、女の
体として、イエスの体が安置される神殿であったのだから、彼女の霊は、すべての子供たちのためにどれほどのものを秘め
ているのだろうか。 

24 世界が母の心に刻み込んだ痛みはどれほど深いことでしょう。私の容赦ない正義と人間の罪との間には、常に、あ
なたの天の母であるマリアの執り成しと母性愛が介在しているのです。 

25 雲」の中から、私はあなたに語りかけ、私のもとに来るようにと誘うのです。 

26 今でも最初のページを勉強している姿を見ますが、私の指導の時間は短いものです。 

27 私のもとに辿り着いたとき、私にこう言えるようになってほしいのです。"主よ、これが私の収穫です。" 

"私の模範によって、何人かの仲間が生まれ変わりました。"もし、あなたがたが自分の使命を果たさないなら、わたしの王
国に入ることはできないからだ。 

28 三度、魂の救済を申し出ているが、あなたは私の声に耳を貸さないままだ。これが私の最後の電話です。それゆえ
、あなた方は私に耳を傾け、謙虚さを身にまとい、高い台座から降りて、心からすべての憎しみを追い出すようお願いする
のです。 

29 私の言葉は華美なものではなく、あなた方が理解できるように平易なものであり、異なる解釈を与えないようにす
るためです。 

30 わが民の中に無知な者はあってはならない、わたしはあなたがたに知恵を注ぎ込んだのだから。 

31 すべての木に、良い実と悪い実がある。しかし、後者については、あなたは私に何も提供してはならない。あなた
は、私に差し出すべきおいしい恐怖を選ぶ運命にある。あなたはすでにすべての職務を自覚しています。以前は、暗いベー
ルに目を覆われ、世の中を彷徨っていたのですね。しかし、私は夜の稲妻のように、あなた方の道を照らしに来たのです。
それ以来、自分がどこに向かっているのかがわかるようになったのです。 

32 あなたは、一歩を踏み出す前に自分の良心に相談することを学びました。 

33 今日、あなた方は団結して、私の教えに従順でありなさい。大きな試練が迫っているからです。 

34 マスターは再びあなたとともにある。この日、私はあなたを甘やかし、私の愛の言葉であなたを引き上げ、私の平
和のキスを与え、あなたが心の中で私に何を差し出すか尋ねるために来たのだ。 

35 私はあなたを裁くために来たのではなく、あなたの行動に真の愛と慈悲を持ち、あなたの良心の声に耳を傾けるよ
うお願いするために来たのです。 
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36 私はいつでも、あなたがたのために血を流してきた。あなたがこの世で苦しむことがないように、そしてこの世の
生を終えた後、あの世で永遠の命を得ることができるように、いつも見守っています。しかし、あなた方は私を理解せず、
私の言葉に従わなかった。それゆえ、今この時、私は白い「雲」からやってきて、私のメロディアスなベルを鳴らし、あな
た方が団結し、互いに愛し合うよう求めたのだ。 

37 あなたは勉強を始めたが、私の本の最初のページさえまだ理解していない。私があなたに教える言葉を与える時間
はすでに短いことを知っているのに。私の教えを学び、理解し、大胆に旅に出るのだ。私がこの時代に与えたものをまず勉
強しないなら、私はあなた方を受け入れないからだ。 

38 あなたがたは、わたしを泣かせ、わたしの血を流させた。今、あなたがたはわたしのもとに来て、わたしの足もと
で、「先生、これが教えです、これが収穫です、これが人に与えた良い手本です」と言ってほしいのです。そこには、生ま
れ変わった人間性がある。" 

あなたが改心させた男と女を私の前に出してほしいのです。この使命の遂行なくして、あなた方はわが隠された叡智の
聖域に入ることはできないからです。私は3度この世に現れ、あなた方の魂の救済のために様々 な機会を提供しました。し
かし、あなた方は私の言葉をぞんざいに受け流し、私の戒めに従わなかった。だから、今がその最後の機会であり、私が今
皆さんの胸に刻んでいることを実現するために、謙虚さを身にまとい、偽りの偉大さの台座から降りて、仲間への悪意と憎
しみをなくし、団結してくださいと申し上げるのです。私の正義の杖が人類に降りかかることのないように、これが私の願
いだからです。 

39 あなたがたはもはや無知ではない。わたしはあなたがたに、わたしの教えを豊かに授けたのだから、あなたがたに
尋ねよう。なぜ、私の弟子たちは私を理解しようとせず、私の言葉や私の指示をさまざまな方法で、自分の意志に従って解
釈したのだろうか。私は、あなたがたの母国語で、あなたがたのすべてが私を理解できるように、簡単な言葉で、あなたが
たに語りかけたではないか。私は、ある人に他の人と違う方法で話すことはありません。ですから、明日、あなた方が私に
、"先生、私たちはあなたを理解できません、あなたの指示を理解できません、だから従いません 

"と言って欲しくないのです。「いいえ、イスラエル、あなたの心の中にある毒を消すことが必要なのです。この法律を正
しく受け止めなければならない。あなたの罪は、この法律のせいではないし、これらの欠点のために私の作品が非難される
のは正当なことではないのだ。雪原のように白く清らかなものをあなたに差し上げるのに、なぜ人はそれを評価することが
できなかったのでしょう。 

40 私は常にある者とある者との間に不和を見るので、見守り、祈りなさい。ある者はわが律法に背を向け、またある
者はわが道を進み、私が定めた道を正しく歩むよりも、つまずき、いばらの中に落ちることを、あなた方は望んでいるよう
だ。 

どこの国でも、私が与えるものとは違う実を人類に与える木が育っています。しかし、良い実も混じっているようなの
で、「悪い実を取り除き、良い実だけを残せ」と言うのです。それらを選び、純粋な種と黄金の麦だけを私に捧げてくださ
い。 

あなた方はもう、以前のような暗闇の子ではありません。私は、あなたがたの間に明るい稲妻のように現れて、あなた
がたの道を照らし、真理の道とは何かを理解させるためです。今、あなたがたはそれを認識し、その上を歩くことができる
。わたしはあなたがたに力を与え、手を取って、最初の一歩を踏み出させ、その後は一人で安全に、つらい経験や罪に陥る
ことなく、世の中に蔓延する邪悪なものに誘惑されることなく歩けるようにしたのだ。 

41 今日、あなた方はもう無知な子供ではありません。今日、あなた方はどう進むべきか、どんな仕事を成し遂げるか
、何が良い方法で悪い方法か知っています。わたしは、あなたがたが相談できるように、心と良心を与えたからだ。 

それゆえ、あなた方が禁断の果実を食べないように、兄弟の名誉を断つために両刃の剣を抜かないように、いつの時代も一
つであるわが律法の誠実さと完全さに気づき、わが天の戒めに従って理解と善意をもって立ち上がり、全地に平和が訪れ、
もはや破壊によって生命が滅びることのないようにと、長い間お願いし続けてきたのである。私は、あなた方が泣いて、口
に苦いものを含んでいるのを見たくありません。また、この日、私はあなたに神の慈悲を与えよう。 

42 準備する者は幸いである。自分の行く手に平和を見、魂と体がわが慈悲で溢れるのを感じるであろう。永遠の栄光
から水晶の水を降らせ、あなたがこの時代に力強く立ち上がることができるようにします。あなた方が前進し、私が疲れを
知らないことを悟ることができるように、そして明日、あなた方が私を手本とし、あらゆる物質主義、あらゆる虚栄心を取
り除き、善行だけをもたらし、この人類が自分自身を熟考するための空白の鏡となるように、私は流れの中で私の愛を与え
る。 

43 私はいつも、失われた人々 を罪から解放し、救いの道へと導くために探しに来たのです。明日、大きな試練がやっ
てきますが、あなた方を戦って勝利することができるイエスの勇敢な兵士として残すことが私の意志なのです。 

44 今朝、私はあなた方の中にいて、その存在と権威と本質を示しました。私は日々 の糧と癒しのバームをあなたに与
える。あなたを、あなたの子供を、苦しんでいる母親を、お年寄りを、祝福します。すべての人に、私の平和、私の愛、私
の光を捧げます。 
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45 人間たちよ、真理に導くことのできる最も純粋な愛で愛せよ。そうすれば、私がこの言葉で何を伝えたいのかがわ
かるはずです。イエスがあなたたちと一緒にいたときに唇を動かした力は、愛の力だったのです。 

46 肉体に勝るパワーはない。また、浄化するのは火であり、清めるのは恵みの水である。 

47 いくら私が話しても、今日信じて明日には信じなくなる弟子もいる。彼らは信仰の時間と疑いの時間を持っている
からだ。 

48 私は、あなた方の中に、人間生活に疲れ、多忙を極めている人々 がいて、そこから、精神主義と言いながら、地上
のことに非常に傾倒して生きている人々 がいるのを見たのです。 

49 しかし、あなたがたに言っておく。真理に目覚めて、律法学者やパリサイ人のように、器の外側だけをきれいにし
たり、善行をしようとするとき、すべてを捧げてはならない、そうすれば貧しくなって、口に入れるパンがなくなるから、
と考えて行動しないことだ」。 

50 ああ、そんなことを考えているあなたたちは、いつまで影のようにさまよわなければならないのでしょう。私が教
える愛を与えることを学ばない限り、あなたは生まれては生まれ変わるのです。 

51 いつまでも幼い子どもでいてほしくない。この民は、祈りの中で私に「主よ、私はあなたを愛しています」と言い
ながら、彼らのやり方で慈悲の業を行わないことが正しいのでしょうか。なぜ、私はまだあなたが不正をしているのを捕ま
えるのですか？なぜ、あなたがたは真の慈悲を実践せず、実践しても、それを見聞きされるためだけなのですか。 

52 あなたがたは自分を欺き、時には信仰が冷え切っているにもかかわらず、自分の信仰を誇るのです。それから、あ
なた方は慈愛と誠実さと真心にも冷淡なようですね。 

53 あなたがたに言うが、忠実であることを学ばない限り、誰も十字架の門をくぐることはできないのだ。 

54 愛する弟子たちよ、私はあなたがたに言う。もし私が時に厳しい言葉であなたがたに語りかけても、それはあなた
がたの行いに応じてふさわしい正義を要求するものではありません。 

55 私はただ、私の言葉であなたの不完全な部分を清めたいだけです。この宴会で私と一緒になるために、あなた方が
用意したはずの「白い衣」はどこにあるのでしょう。 

56 あなたの内部に侵入して、私の聖域を見たいのです。人間の魂よ、つい最近生まれたと信じているあなたたちは、
しかし、父の愛と母の愛を内に宿す彼から、ずっと前に生まれたのだ。なぜなら、彼からはあらゆる種類の完全な愛が湧き
出るからです。 

57 人間の肉体の発達を見るように、その中で精神も発達していくのです。しかし、肉体はその発達に限界を迎え、精
神はその完成に至るまで多くの事柄と永遠を必要とします。 

58 これが、あなたの生まれ変わりの理由です。あなたは、父なる神、母なる神の創造的な精神から、種のように純粋
で、素朴に生まれてきたのです。しかし、勘違いしてはいけない。純粋で単純であることと、偉大で完璧であることは同じ
ではないのだ。 

59 例えるなら、生まれて間もない子供と、子供を教える経験者というところでしょうか。 

60 これは、あなたの精神が発達すれば、人生のすべての段階において、あなたの運命となるものです。しかし、あな
たの精神の進歩はなんと遅いことでしょう。 

61 私が「互いに愛し合いなさい」と一言で神の国に入る方法を教えてから、約2000年が経ちました。あなたは、地
上の肉体があってもなくても、この「谷」あるいは他の場所で何度も生きてきたのです。しかし、あなたはその教訓を学ぶ
方法を知りませんでした。 

62 その崇高な教えがあなたの魂に現実のものとなるには、まだまだ長い道のりが待っています。 

63 この世界は、住民とともに自らを霊化し、運命の苦しみと打撃に終止符を打つよう求められているのです。 

64 私の愛の炎があなた方の心の雪を溶かし、何世紀が過ぎても、私は教え続け、あなた方はついに学び、愛するよう
になる。 

65 マグダラのマリアを覚えていますか？彼女が象徴するものを理解できなかったのでしょうか？ 

66 人の心は私の寓話を理解せず、神秘の前で立ち止まり、象徴で満足するのです。 

67 その象徴は、光の時代の人類の神への礼拝から欠落すべき、時代遅れのイメージである。 

68 マグダラのマリアは、世間では罪人と呼ばれていたが、私の優しさと許しを得たのだ。 

69 中途半端な気持ちで罪の許しを請う人にはない救いです。彼女はすぐに探していたものが見つかったが、そうでな
い人もいる。 

70 マグダラは悔い改めたことを自慢することなく、赦された。あなた方が罪を犯すように、彼女も罪を犯しましたが
、多くのものを愛していました。愛する者は人間的な行動に異常が見られるかもしれないが、愛とは心から溢れ出る優しさ
である。もしあなたが赦されたいのなら、彼女のように、愛と信頼に満ちた目を私に向けてください。 

71 その女性はもはや罪を犯していない。溢れるほどの愛を、彼女は師の教えに捧げたのです。 
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72 失敗しても許される。しかし、彼女の心には浄化の炎が燃え、罪人が赦されたので、彼女はもう一瞬たりともイエ
スから離れなかったのです。一方、弟子たちは、最も血の気の多い時間帯に私を置き去りにした。しかし、あの小さなマリ
アは、私から離れず、私を否定せず、恐れず、恥じることもなかった。 

73 だから、私の十字架の下で、私の墓の上で、涙を流すことが許されたのです。彼女の精神は、多くのものを愛した
がゆえに、やがて救いを見出した。また、彼女の心の中には使徒的な精神がありました。彼女の改心は、真実の光のように
輝いている。彼女は私の足元にひれ伏し、「主よ、もしあなたがお望みなら、私は罪から解放されます」と告げたのです。 

74 一方、あなたは──長い祈りで自分の罪を覆い隠して、よくもまあ、無実を納得させようとするものだ。 

75 いや、弟子たちよ、彼女から学び、兄弟それぞれの中で主を心から愛しなさい。たくさん愛せば、あなたの罪は赦
される。この真理を心の中で開花させれば、あなたは素晴らしい存在になります。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 213 
1 わが霊の光はあなたとともにあり、キリストはあなたの霊の上におられ、人間の唇を通して、いのちと真理のこと

ばを、私に至る道として明らかにしてくださるのです。 

2 あなたの聖域の門を開いてください、そうすれば私はあなたの最も純粋な存在に入ることができます。 

3 この日を「復活の日曜日」と呼ぶのは、イエス様が地上での旅で経験された出来事を思い起こす日だからですね。 

4 最後に、神秘のベールを取り除き、真理の聖域に入ることができるようにしましょう。この教えの中で、私はあな
た方に意味のある教えを明らかにし、あなた方が私の光を覆っていた暗い神秘のベールが、あなた方から消えるようにしま
す。聞く：死んだ者だけが蘇ることができる。その時、イエス様は「死んだ」と思いますか？ご主人様の "死 

"を想像することができましたか？ 

5 死」は象徴に過ぎない。死」は、まだ真理を悟っていない人にのみ存在します。彼らにとって、死は恐怖のイメー
ジであり続け、その背後には謎や無があるのです。しかし、あなた方に言いたい。目を開けて、あなた方も死なないという
ことを理解しなさい。肉体から離れるが、これは死ぬという意味ではない。あなたもご主人様と同じように、永遠の命を持
っているのです。 

6 私が肉体を離れたとき、私の霊は霊の世界に入り込み、真理のことばで彼らに語りかけました。あなたについては
、私は彼らに「神聖な愛」について話しました。これこそ、人生の真の知識だからです。 

7 イエスの霊は一瞬たりとも墓穴にいたのではなく、他の生命の世界で多くの愛の業を行ったのだ、と私は真に告げ
ます。私の無限の霊は、多くの啓示を彼らに知らせたのだ。 

8 また、霊的な存在が愛し方を知らない世界もあります。彼らは暗闇の中で生き、光を待ち望んでいる。今日、人々
は、不親切とエゴイズムが支配するところには暗闇があり、戦争と情熱が神の国へと続く道の門を閉じる鍵であることを知
っているのです。 

9 一方、愛は、真理である光の領域を開く鍵である。 

10 ここでは人間の体を通して自分を知らせ、そこでは高次の霊的存在と直接交信し、私のインスピレーションを直接
受け取ることができない人々 に教えることができるようにしたのだ。 

11 この高く輝く存在こそが、ここにいるあなた方にとっての声の担い手なのです。 

12 これで、私がこの世に来た理由、そしてそれらの世界を訪れた理由を理解してもらえたと思います。 

13 私は精霊たちに「あなたは生まれ変わるのです」と言ったことがあります。しかし、地上の肉体で罪滅ぼしをする
前に、自分の魂をあらゆる有害な印象から浄化し、生まれ変わった時に燃える松明のようになるようにしなければなりませ
ん。 

14 私の聖霊の光を内に持つ者は、燃える松明のようなものだ。真理を知ろうとしない者は、私の知恵の火に照らされ
ていないため、燃え尽きた松明のようなものだ。 

15 私は、あなた方が消えた松明であって欲しくありません。そうすれば、あなた方の運命、すなわち、あなた方の精
神の使命を果たすことができなくなるからです。 

16 私の言葉が人の心を照らす瞬間、ここに何千何万という実体のない存在が私の出現に立ち会い、私の声を聞くのだ
。その数は、物理的に存在する人よりも常に多いのです。あなたと同じように、彼らは暗闇からゆっくりと立ち上がり、光
の王国へと入っていくのです。 

17 あなたは不死身です、私はあなたに言いました。体の細胞が死んでも、魂が死ぬわけではありません。 

18 この想起と記念の日は、魂の栄光、復活の象徴であり、あなたのランプの光でもあるのです。 

19 あなた方の心に信仰、慈愛、霊性の感情を呼び起こすために、この回想の日にあなた方の間で私自身を知らしめる
ことができたのは、私の喜びである。私はこの時間を使って、あなた方の心を清め、浄化してきたのです。 

20 なぜ、あなたがたは自分を汚したのか。なぜなら、あなた方は聖霊の力に導かれることを許さず、その力を人間の
意志、虚栄心、気まぐれの力と混同してしまったからです。 

21 自分の心、自分の内面に入り込んで、自分がどの程度良心の声に耳を傾けているか、隣人に対してどのような愛の
状態にあるかを知ることが必要である。そうすれば、自分がどの程度まで松明を燃やしているのか、あるいは消したのかが
わかるはずです。 

22 あなたがたの愛にしたがって、あなたがたの持つ力も、善も、光も、発揮されるのです。 

23 あなたにも解放される日と栄光の日があります。それはどの日になるのでしょうか？人生という戦場で勝利する時
のもの。 

24 地球は戦場だ、学ぶべきことは多い。そうでなければ、この地球での生活は数年で十分であり、何度も新たに生ま
れ変わるために送り出されることはないでしょう。精神にとって、自分の体に汚れと物質主義が付着したとき、これほど暗
く陰気な墓場はないのです。 

25 私の言葉は、あなたをこの墓から引き上げ、今後、平和と光の領域へ舞い上がるための翼を与えてくれます。 
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26 あなたの魂が暗闇に勝利し、障害を克服した分だけ、その中に光が現れるのです。そのため、ある者は他の者より
も長い時間でその道を旅することになる。 

27 霊的進歩の軌跡をたどり、地上生活と時代を経て、光、経験、上昇進化を獲得する者は偉大であろう。 

28 この闘争と努力と涙の後に、あなたは解放と天国を経験することになるのです」 

「天国とは、あなたが聖霊の光によって完全に輝きながら上昇する場所です。 

29 天国は明確な場所ではなく、魂が進化する最終的なゴールです。この天国は確定した場所ではないので、光の魂の
存在を疑う人たちが「私は死ぬ」と言い、死を終わりと考えるのは理解できるはずです。しかし、永遠の命を信じる者は、
"私は永遠に生きる "と言う。 

30 信仰や宗教的実践を物質化する人は、限定的な形で神を理解し、求める。 

31 スピリチュアリストは、全能の神がすべてのものの中におられること、世界も宇宙も無限も、私の本質と私の存在
によって浸透していることを知っているのです。 

32 このように私を認識し理解する者は、神の生ける神殿となり、もはや象徴やイメージを通して聖霊の啓示を具体化
することはないだろう。 

33 天と地は一つしかなく、それらは特定の場所であると言うのはもうやめましょう。世界は何十億とあります。イエ
スで言ったことを忘れないでください。"私の父の家には多くの屋敷がある "と。 

34 物質的な生活の中で、自分の性質の法則を守るのは良いことです。しかし、これらの法則は永遠ではないことを理
解してください。 

35 この言葉を最もよく理解できるのは彼らだからです。"卑しむべき者は高められる "と言ったのを覚えているか？ 

あなた方が復活の日と呼ぶこの日に、あなた方自身を霊化し、こう言うことができるようにしなさい。"私は神殿であ
り、灯台であり、供物である" 

互いに愛し合いなさい、そう、人々 よ、愛する者は自分の中に天国を運ぶのです。  

祝福された人々 、イスラエルの12部族の魂は、人類の盾となるためにこの時代に転生したのだ。 

36 あなたがたの中には、ルベン、ダン、ユダ、レビの子孫、イサカル、ゼブルンの子孫、その他すべての部族の祖先
がおり、あなたがたは強い魂として、この強さと神への信仰を示し続けなければならない。 

37 イスラエルという名は消えることがなく、この民族は妬まれ、試され、迫害されたが、何代にもわたる部族と生命
であったあなた方の先祖の種であるから、滅びることはないのである。今日、この民族が退廃し、大きく堕落しているのは
、魂よりも「肉」を愛し、その賜物を誇りに思うようになったからであろう。それゆえ、私はあなた方を別の土地、別の民
族に転生させ、これらの誤りに陥らないようにしたのだ。 

38 スピリチュアライゼーションは、太古の昔からあなたにインスピレーションを与えてきました。この種は、あなた
方が大切に育てるために授かった種であり、人種の区別なくすべての民族に伝えることをあなた方に託したのだ。今日、時
代の頂点にある私は、この種についてあなたに説明を求めに来たのです。 

39 あなた方人間はみな、この種を自分の中に持っています。なぜなら、地上の肉体を持つ以前は霊的存在であり、霊
化はあなた方に運命づけられた道であり、そこであなた方は自らを完成させることになるのですから。 

40 あなた方は最も才能のある人たちです。しかし、あなた方は自分の才能をどのように使うかを知らず、わが意志を
解釈しようとしなかった。あなた方は、私があなた方の魂を癒し、成長させ、祝福するために用意したこの世界を、まるで
永遠の故郷のように愛し、そこに深く根を下ろしたのです。霊的な生活を忘れ、この「谷」に入る準備をしないのです。 

41 見よ、あの世界には、精神性の欠如、準備の不足のために、ほとんど功労のない魂がひしめいている。しかし、ど
れほどの痛み、どれほどの後悔が彼らを魅了するのだろう。無知であろうと反抗的であろうと、昇ることのできない魂を先
に昇らせることなしに、その世界に住んでいてはならないのです。 

42 人類が進歩と呼ぶものは、魂にとってはそうではない。もし彼らが高められたなら、彼らはすべての造られたもの
にまさって私を愛し、人々 の間に平和と調和がもたらされるでしょう。しかし、これらは私に彼らの精神的な必要性と無知
を提供するだけです。 

43 人が善に改心することがいかに難しいか。あなた方は私の法を守らず、生活を変えようともしない。私が新生を語
るとき、私の言葉はあなたを怒らせる。救われたのに、なぜ私に黙っていることを望むのですか？ 

44 強くなれ、イスラエルよ、悪と戦え。自分の中に悪の痕跡があれば、自分自身に対しても行動を起こせ。あなたの
呼吸する大気を浄化し、あらゆる外的影響を克服し、あなたの能力と可能性を生かし、見守り、祈りましょう。 

45 民の信仰を強め、天まで届くほどの高い塔を築き、その土台は揺るぎないものであってください。 

46 あなたの祈りと霊的な働きで、自然の破壊的な力の増大を止めることができます。1950年以降、彼らは今よりも
っと大きな力で解き放たれることになるからだ。人類は自らを清め、良い知らせを受け取ることができるようになるでしょ
う。大きな苦しみの後、平和の虹が輝いているのを見て、新しい人生へと誘う私の呼びかけを感じることでしょう。 
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47 今日、地球に戻ってきたあなた方は、「私のプレゼンス」の目撃者です。もともと持っている仕事のひとつです。
しかし、あなたは自分の魂の過去について何も知らないと思っているから、私がこのように話すと驚くのです。しかし、こ
の痕跡はとても深く、あなたも時間も、あなたの人生の物語を消すことはできません。 

48 後で私の教えを伝えることができるように、あなた方に指導しているのです。あなたの言葉を聞く人は、あなたの
言葉に驚き、あなたを新しい預言者、使徒とみなすでしょう。そうすれば、彼らはあなたを愛してくれるでしょう。 

あなたの仕事が実を結ぶように見てください。不毛の地に種を蒔かず、私の作品を嘲笑の的にさらさないでください。
賢くなって、あなたを求める人を喜ばせ、あなたを受ける方法を知らない人を赦しなさい。 

49 私の言葉はあなた方の心に響き、私の霊は私の新しい弟子を指導することを喜びとしている。 

50 よく考えてみれば、私はいつもあなた方とともにあり、最初の啓示から、私のメッセージは人々 を霊性化の道へと
導いてきたことがわかるでしょう。この地球上に数千年生きてきた人間の魂が、今よりもっと大きな啓示の内容を持つ教え
をもたらすのは当然のことである。 

51 私の教義は、常に法の説明であり、光への道として、魂のための安全な突破口として、あなた方のもとにやってき
た。しかし、人間は、自分に与えられた意志の自由を駆使して、自分の人生の道を求めながら、常に物質化の安易な道を選
び、ある者は、常に霊的なものへと導く良心の声にまったく耳を貸さず、またある者は、霊的道をしっかりと歩いていると
思い込むためにカルトや儀式を作り、本当は、わが名とわが言葉を人生から追放した人々 と同じくらい利己的であったので
ある。 

52 もしここから、物質化した存在たちが住む「霊的な谷」が見えたら、--

現世の後の霊的な旅のために何もしていない人たちが--

ぞっとすることだろう。しかし、"神の正義はなんと恐ろしいことか 

"と言うようなことは、片時もしない。いや、そうではなく、「私たちはなんと心が狭く、なんと自分に対して不公平で残
酷なのだろう」と叫ぶでしょう。私たちの魂になんと無関心で、イエスの弟子としてなんと冷淡であったことか！" 

53 だからこそ、父なる神は、それらの存在が時にあなた方の人生に姿を現し、暗く平和な人生という苦痛に満ちた圧
迫的な知らせをあなた方にもたらすことを許しているのです。彼らは、自分たちが住んでいた地球の美しさも、心の故郷の
輝きもない世界の住人なのだ。 

54 その混乱、後悔、苦痛、暗黒、絶望の広い谷間は、良心の光によってのみ照らされ、それらの存在を次々 と目覚め
させていくのである。この光がついに魂全体を貫くとき、魂は自分の道を認識し、まだ身にまとっていた物質化の衣を脱ぎ
捨て、自分が生きていること、再び蘇ったこと、無限から自分を呼ぶ声がすること、その声は、太古の昔から光と至福への
道を示してくれた父の声であることを再び感じるのである。 

55 あなたがたは誰も混乱の暗闇に住まず、悔い改めの涙の杯を飲まぬように。 

56 その無限の苦しみを免れるために、あなたの魂を憐れみ、真の愛の業を行いなさい、あなたが自分を欺こうとする
見かけの業ではなく、真の愛の業を行いなさい。 

57 私の教えは霊性を伝えるものであり、霊性とは真実性、誠実性、光、真心、愛などを意味します。 

58 これは私の道だ、唯一無二の道だ──最初からあなたのために示され、すべての良心に記されている。 

59 私の声は、あなたの存在の最も隠れた部分にもう一度響き、あなたを失われた道、忘れられた道へと呼びかけます
。そうすれば、物質と精神の間に存在する霧のベールを通過しなければならないとき、あなたの魂にとって光となり満足と
なり、高揚となるような利益を得ることができます。 

60 私がこのベールの話をするのは、あなた方の霊的成長のレベルが低く、現存するすべての生命界を一つに統合する
ことがまだできないからです。あなた方が兄弟愛を持たないために、地球上で民族や国家に分かれてしまったように、宇宙
では未熟な存在が、世界や母星、世界空間によって自分たちを分けて見ているのです。 

61 愛によってこの世の境界が解かれ、霊化によって世界が近づくときが来るのです。 

62 それまでは、良心と自由意志の闘いが続き、人間はそれを利用して、自分の人生を自分の好きなようにするのであ
る。 

63 この二つの力の争いは頂点に達し、勝利は御霊の側にもたらされます。御霊は御父への絶対的な愛の捧げ物として
、「主よ、私は自分の意志の自由を放棄します、私だけに御心を成してください」と言うでしょう。 

64 こうして私の前に現れた者を祝福し、私の光で包む。しかし、私は、彼が授かった祝福された自由を、二度と彼か
ら引き離さないことを、彼に知らせます。父の御心を行う者、忠実で従順な者は、主の信頼に値するからです。 

65 スピリチュアルな生活について、私が話したことを理解しているのか？あなたの教えや指示がすべてを複雑にして
いるのとは対照的に、スピリチュアルなものがいかにシンプルで明確であるかを見てください。 

66 弟子たちよ、考えてみてくれ。 

67 私の秘密の宝庫が開かれ、その中の何かが声の担い手を通して人々 に明らかにされるのです。 

68 1866年、メシアの誕生を告げたような星が輝いた。世間は眠っていたので、ごく一部の人しか見ていない。 
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69 この星がエリヤであり、ロケ・ロハスの心を通して現れたことで、新しい精神時代が開かれたのだ。その光で道を
照らし、人を導き、大いなる啓示の時を告げたのである。しかし、エリヤは私の預言者であり、私の先駆者であるので、私
は彼の霊を通して、同じように私の顕現の時を預言したのである。 

70 その集会の最初の聞き手、最初の目撃者は、ロケ・ロハスが語った言葉が自分から出たものではなく、彼方から出
たものであり、慰め、約束、希望に満ちた言葉であることに驚いたのである。 

71 少数の弟子たちは成長し、後に新しい声の担い手を通して師の臨在を受けたとき、彼らの渇きを癒し、空腹を満た
すことができる唯一のものである神の味と霊的本質を持つ果実を御言葉に認めた大群衆となったのです。 

72 この共同体に新しい使徒の一団が生まれました。彼らは素朴で謙虚な心で構成されていましたが、私に従うという
愛と信仰に満たされていたのです。もちろん、彼らの中には、私の存在を信じるために見なければならない新しいトマス、
私を信じていながら、人を恐れて私を否定する新しいペテロ、金とお世辞のために私の言葉と真実を歪曲して私を裏切る新
しいイスカリオテのユダも欠けてはいなかったのです。 

73 この民の中から、真理と正義の使徒、主の教えに熱心な自己犠牲の働き手、真理を語る純粋な心を持った預言者た
ちが生まれました。 

74 私は彼らを計り知れないほど大きな、目に見えない霊の食卓に置き、彼らが私の天のパンを食べ、永遠のワインを
飲むようにし、彼らがその使命において力を欠くことがないようにするのである。ある人は無関心で聞いているが、ある人
は好奇心旺盛で、ひたすら私に質問している。彼らは私に、なぜ私がこのような形で人類に自分自身を明らかにしているの
か、なぜエリヤが先に来たのか、エリヤとは誰でロケ・ロハスとは誰なのか、誰が七つの封印を解いたのかと尋ねてきます
。 

75 完璧なマスターの愛で、すべての人に答え、指導します。もし、私が立派な祭壇や派手な儀式の中に入ってこない
ので戸惑う人がいるとすれば、彼らの霊性は、イエスが決して華やかさや虚栄心ではなく、心を求めていることを他の人に
教えています。 

76 私はいつも、あなたの肉体のためではなく、あなたの魂のために望んで来たのです。肉体の物質は、その子宮が欲
する大地に属し、魂は、その良心を通して、常にそれを呼ぶ神の声を聞くことになるからだ。 

77 今、最後に来る私の説教の時間は、長丁場です。1866年から1950年までの期間を対象としています。 

78 私の指導の最初の成果は、偶像崇拝、狂信、迷信、誤った解釈、また利己主義、悪意、悪徳、あらゆる汚れを排除
して、あなた方の精神と肉体を再生させることである。そうなれば、誰も混乱させることなく、私の法を語ることができる
ようになるのです。そして、私の教えに自分の誤りを押し付けず、また、自分だけのために誤りを隠そうとしないことです
。 

79 より完璧な宗教の実践によって魂を高め、徳の高い生活によって心を高めれば、あなた方は新しい世界、新しい人
類の始まりのようになり、私が第三の時代の啓示であなた方にもたらす霊化の基礎の上に立ち上がる方法を知るようになる
であろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 214 
1 私が絶えず人々 に送っているメッセージを、あなた方は知覚することさえできないので、私は人間の唇を通して私

の言葉をあなた方に与えるのです。そのため、私は人間の知性を通して自らを顕現させなければならなかったのです。私は
、自分を明らかにするために人間の道具を必要とするのではない。それを必要としていたのは、あなたです。 

2 私の愛すべき律法は、ただ、あなたが私のもとに来ることができるように、道からアザミを一本一本取り除くため
に来たのだ。 

3 父なる神にとって不可能なことや困難なことは何もないのです。それゆえ、私は人間自身を私の顕現の道具とし、
それによってあなた方に対する私の愛を証明し、あなた方の不完全さを赦し、あなた方の傷に腹を立てないようにしたので
ある。また、貧しい知性と不純で不器用な唇を通して、私の賢明で愛に満ちた神聖な言葉をあなた方に与えたとき、私は私
の力の証明をあなた方に与えた。 

4 皆さんは、声を出す人の体の物質が消え、マスターの存在を感じ取ったとき、この奇跡を見たのです。神の言葉を
喜び、光の世界へと誘われ、歓喜の精神的平安を味わった。 

5 マスターが話している間、どれくらいの時間が経過したのでしょうか？その高揚した状態にはどのくらいいたので
しょうか？あの時、あなたは時間を超えていたのですから、言うことはできません。 

6 その後、教えの言葉が終わると、あなたは自分の家に戻って私の言葉を繰り返したいという無限の願望を抱いた。
あなたは、自分を傷つけた人に道で出会ってその人を許したい、あるいは、困っている人に「私のプレゼンス」の福音を届
けたいという崇高な願いを持っていたのです。 

7 そして、この言葉は実に奥が深く、この声の担い手がどのように活躍するのかも注目すべき点であることに気づく
のです。 

8 マスターは、自分が不器用で神の言葉を表現できないと思って苦しんでいる人たちに、「心配しないで、あなたの
才能は少しずつ開花して、声を出す人たちによる顕現を必要としなくなる日が来るでしょう。私が送るメッセージは、スピ
リットとスピリットの完璧な対話を通じて、あなたが直接受け取ることになるからです。 

9 そのとき、人生はあなたの魂、あなたの感覚、あなたの心にとって、知恵の流れ 

のように、愛の歌のように、あなたを創造主のところへ導く脚立のようになるでしょう。 

10 早くこの高さに到達して、高い精神性で、すべての被造物と真の調和を保ちながら生きることができるようになる
のです、皆さん。 

11 今のあなた方は、力も知恵も無限である教えの、幼い弟子に過ぎません。しかし、それを教えてくれるのは、すべ
てのマスターのマスターである。そうすれば、主の愛が、あらゆる茨の垣根やつまずきを道から取り除いてくださることが
わかるでしょう。 

12 この第三の時代のわが言葉は、人間の魂の中に存在する計り知れない空虚さを満たしたいと思っている。この空虚
さは、人間が人間の愛によって、世界の富によって、外在化した儀式やカルトによって決して満たすことができなかった。 

13 待ちに待ったメッセージが今、あなたのもとに届きました。待ち望んでいた人たちを祝福し、眠っている人たちを
目覚めさせるのです。私のメッセージはすべての人のためのものであり、すべての人がそれを知るようになるのは、それが
徐々 にすべての心、すべての人々 、すべての国に到達する時である。 

14 私の言葉は、この人類の暗闇を照らす真理と正義の光です。それはあなたの魂に語りかけ、私が来た理由とあらゆ
る謎の解明を知るために、魂に内省を促すものです。 

15 人間が平和の讃歌を歌うためには、愛し、赦さなければならない。もう利己主義も恨みも憎しみも妄執も養わない
。そうすれば、人々 の間に平和の王国を築くために、あなたがたのところに来ようとする私の霊を、あなたがたは阻止する
ことになるからです。 

16 そう、人々 ──あなた方は人類のほんの一部に過ぎないが、道徳的・物質的な崩壊が存在することをご存じだろう
。あなたは、彼らの惨めさや必要性、苦悩や絶望を目の当たりにします。この不幸と苦痛は、肉体だけでなく、功徳がない
ために弱くなった魂も受ける。 

17 仲間のリーダーとなり、私の道しるべとなってください。私の愛を感じ、無条件で無私の愛を貫いてください。悟
りを開き、この光を世界中に運んでください。あなた方は真理で自分を鼓舞し、私が昔からあなた方に与えてきた偉大な啓
示を掘り下げ、あなた方より知識の少ない人々 にこの知識をもたらすのだ。 

18 この光であなた方自身を照らし、私があなた方の魂に与えた能力を発見してください。そして、もしあなたがこれ
らの贈り物の価値を使うなら、あなたは命を愛する方法を知り、すでにあなたが住むこの地上の谷間で、永遠の命を愛し、
認識することになるでしょう。 

19 もし、あなた方がわが使徒と名乗りたいのであれば、大いに愛し、大いに赦しなさい。私を思えば、あなたの苦難
は消える。怒られたときに痛みを感じないこと。祝福し、あなたの原因を私に委ねなさい。そうすれば、自分が豊かだから
と考える人よりも、幸せを感じることができるはずです。そうすれば、あなたは赦されるからです。この赦しが救いの代償
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でないかどうか、あなたは知らないのです。この行為によって、あなたを苦しめた者の魂を悟らせることができ、その結果
、その者も救われることになるのです。 

20 すべてのものを愛しなさい。あなたが呼吸する空気さえも愛しなさい。私の霊はすべてのものに現れているのだか
ら、あなたが生きている時と時間を愛しなさい。あなたを取り囲む自然が、いかに平和と愛を求めているかを感じないので
しょうか。私は自然の力をすべて回復させる、すべての生き物を回復させる。しかし、人間は、破壊の原因である自分の過
ちの結果をすべて受けなければならないのです。 

21 今、私があなた方に与えているこのパンは、人類が必要とする栄養であり、人類を強化することができる唯一のも
のである。愛を持って受け止め、それを通して強くなり、自分の使命を果たすことができるのです。 

22 あなたの信仰を証明するために、あなたの人生を十分に生き、自信を持って、忍耐強く生きなさい。何も恐れるな
、私はあなたとともにいる。もしあなたが強い人なら、あなたの街が石ころごと崩れていくのを見ても、絶望することはな
いでしょう。あなたの中には神の力があり、私の霊の一部があり、それによってあなたは仲間の心の中に偉大なことを成し
遂げることができるのです。苦しんでいる人に喜びを与え、涙を乾かし、落ち込んだ心を回復させることができる。あなた
が信念と愛を持って行う仕事は、偉大で不滅のものになるでしょう。 

23 私の愛で永遠の命に導いてあげましょう。目を開いて、私がすべての子供たちの幸せのために創り出した栄光と美
を分かち合いなさい。私の祝福は、信者も未信者も、すべての人に届きます。私は、あなたがもう足を痛めることなく、天
の父に従順にいつも安全に歩けるように、いばらのない道を作っているのだ。 

24 私の言葉の中で、私はあなたの苦しみのために癒しをもたらし、あなたの言葉の中で、私は病気のためのバームを
置く。しかし、皆さん、このバームは体だけでなく、魂にも効くということを理解してください。この世に生きるものだけ
でなく、精神的なものにも。 

25 ある時、私がこの声の主を通してあなた方に話すと、ある者は混乱した魂の存在に囲まれ、ある者は彼らに憑依さ
れ、またある者は彼らに迫害されていることがわかります。これらは、あなたの意志を支配し、あなたの心を混乱させ、あ
なたの体を病気にする。そして、霊の言葉で彼らに語りかけ、あなたの道から彼らを排除するのです。しかし、すべてをマ
スターが行う必要はありません。このような存在、つまりあなたの霊の兄弟姉妹があなたの地上生活に侵入してきた理由は
何なのか、そして、あなたが彼らの悪い影響から解放され、同時に、あなたの思いやりに値する魂に光を当てるためには何
をしなければならないのかを知ってほしいのです。 

26 人間の生活に属さなくなった魂は、人のもとにやってきて、なおかつ人とともに生きている。このことについては
、第二の時代、憑依された者が私のもとに連れてこられた事例を用いて、あなた方に多くの教訓を与えました。しかし、そ
の人々 や神官たちは、それらの啓示の意味を理解することができず、彼らの悪い意見に従って私を裁いたのである。 

27 今、わたしが教えを広げているのは、あなたがたにこの知識を与え、混乱と戦い打ち勝つための武器を与えるため
である。 

28 弟子たちよ、あなた方の中に平和と光のない混乱した霊が存在する原因は、悪い考え、悪い言葉、卑しい情熱、悪
い習慣、悪徳にあるのです。これらはすべて、自らを浄化していないために不純な「住まい」を探さなければならない人々
を引き寄せる力のようなものだ。彼らはすでに地上の肉体を持たない存在であり、混乱の中で、異物を通して自己を表現す
るために異物を求めるのである。しかし、その混乱と影響力の結果、彼らが達成する唯一のことは、平和を乱し、心を曇ら
せ、彼らが近づく人々 を病気にすることです。 

29 その霊は病魔の象徴であり、生も死も知らない影の世界の住人である。 

30 霊の光である私は、失われた人、霊的な生命を失った人を次々 に探し出し、彼らを苦悩から救い出し、平和--

理解から来る平和--

を感じてもらう。しかし、もう一度言いますが、師だけでなく弟子たちも、あなた方の地上の目には見えないが、心構えを
知っている者の感性には感知できる存在に光を与えなければならないのです。 

31 あなた方よりも数が多く、強いその世界の悪い影響と戦う正しい方法は、祈ること、私の教えの指示に忠実である
こと、善を忍耐強く続けることです。これらの武器で戦う者は、自分自身を解放するだけでなく、精神的な兄弟姉妹を救い
、解放することができるのです。 

32 この教えを知らないで、どうして霊能者になれるのでしょう。イエスが実践した癒しが、もし、取り憑かれた者の
癒しを明らかにしなかったとしたら、どうして完全なものになったのでしょうか。 

33 わが言葉をよく学び、わが教えを科学しようとせず、また、あなたを困らせた者を愛さず、あなたを自由にするた
めに、私が教えたことを利用しないことだ、そうすれば、あなたも彼らと一緒に暗闇に落ちるだろう。 

34 あなたがたは、いつになったら、この地球を、あなたがたの善行によって、この地球で生きるすべての人が、後に
光り輝く世界にしてくれるのですか。いつになったら、あなたはその悪い影響の世界の存在にふさわしい住処でなくなるの
でしょうか？ 

35 この現実に気づかなければ、その罠から解放されることはなく、多くの貧しい魂のために何かをすることもできな
いだろう。あなたは、お互いに病気を移し合う病人にもなる。 
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36 そして、私の教えの目的、私の再臨の意味、私の言葉がその光とともに持つすべてについて考えなさい。そうすれ
ば、もはや自分たちがこの世界の唯一の住人であると考えることはないだろう。あなたを取り囲むすべてのものを見て、真
に光の子となりましょう。 

37 私の言うことを聞き、私の言葉を理解し、そうすれば、あなた方はすぐにすべての時代、すべての時代の師の弟子
となることを私は保証する。 

38 イスラエルの民：あなた方は、時代を超えて多くの戦いで鍛えられ、奴隷、迫害、長い放浪といった逆境を経験し
てきた。休め、そして今、私が仮の住まいとして与えるこの地球で自由になれ。この時代、あなたがたは乳と蜜の流れる国
を求めず、サマリヤを求めず、わが霊の国を求めよ。あなた方はこの広大な "谷 

"に来て、平和を楽しみ、私の知恵の光に包まれ、失われた力を取り戻すようにと誘われているのです。 

39 あなたは新しい時代に生きており、父の長子として、人類の間に、あなたにふさわしい霊化の段階を開始したので
すから、あなたの魂を開いてください。 

40 任務を開始する前に、私に耳を傾け、私から学びなさい。私の言葉は教科書であり、その教訓を理解したら、仲間
のところへ行き、説教し、あなたの言葉にあなたの業を加えなさい。あなたのインスピレーションが実を結ぶように、私と
あなたの守護天使と祈り、交わりなさい。自分の使命を果たすために全エネルギーを集中させるために、内なる思索の生活
を始めることをお勧めします。そうすれば、短時間で自分の存在が変容するのを体験できるだろう。あなたは自分の運命が
はっきりと見え、仲間の道を照らす光のビーコンのような存在になることでしょう。 

41 私があなたの導き手であり、私が正義をもってすべてを提供していることを知っているので、あなたは将来を恐れ
ることはないでしょう。あなたは私に感化され、あなたの精神に突き動かされて、病人を探し出し、慰めを与える時が来る
でしょう。あなたは真の知識を求めて飢え渇く者に向かい、彼らに光である御言葉を与えるのです。あなたはまた、相続権
を失った者、屈辱を受けた者のところへ行き、彼らにもあなたの手を差し伸べるでしょう。そうすれば、やがてあなた方自
身が、人々 のためのカウンセラー、ガイド、擁護者に変身するのを見ることになるでしょう。 

42 同胞が陥った破滅が大きければ大きいほど、彼らに対する忍耐と憐れみは大きくなるはずです。 

43 皆さんは元々 純粋で、最後にはまたそうなることを知っています。原点を忘れず、道を急ぎ、早く私のもとに帰っ
てくるように。 

44 人類は数を増やし、地球はこの種で満ち溢れている。人間は、私が時の初めに与えたわが戒めを成就した。しかし
、彼が守るべきことを知らない法律がたくさんある。偉大な仕事をするのは、愛ではない。それは、彼が苦労した理由では
ありません。彼の魂は非常に低く沈み、その落下でバランスを失ってしまったのです。私が魂の中に置いた美徳はとても偉
大なもので、もし魂がそれを使おうとしたならば、それはとても高い水準にあっただろう。 

45 失ったものは、まだ取り戻せます。だから、私はあなたのところに来て、あなたの昇格を達成するためのすべての
手段を提供したのです。 

46 人類よ、私のもとに来なさい、私に尋ねなさい、そうすれば私はあなたに与えるでしょう。私の恵みの贈り物は絶
えることなく、泉は求める人すべてに恵みで溢れています。私はあなたを許し、あなたの使命を果たすために、あなたを清
らかにします。 

47 渇きを癒し、疲れを癒す、インスピレーションの源へようこそ。私の中には、愛を求める魂の渇きを癒す、あの澄
んだ水があるのです。 

48 この時、あなたの人生の旅は危険なものとなり、あなたの一日の仕事は大変なものとなった。それゆえ、私は、希
望であるわが言葉の光で、あなた方の巡礼を照らしに来たのである。私の教えの中で、私は常にあなた方に前進を促し、あ
なた方の存在のはかなさを忘れてはならない、そのあとには、あなた方を平安で包む死後の世界が待っているのだ。 

49 あなた方は、まさに砂漠の放浪者であり、私の言葉の真髄を糧とし、魂の信仰に励まされながら、到達すべき目標
に向かって邁進する。 

50 信仰は、高揚させ、変化させ、啓発する力である。それを通して、人間は創造主のもとに昇ることができるのです
。その光は、人が御父に到達するための法の道を照らすからです。 

51 このように、この信念を持って、この時代がもたらす落とし穴と運命の一撃を心身ともに納得して、自分の道を歩
んでいくのです。しかし、あなた方が私について語り、私があなた方と一緒にいた方法、あなた方が私をどのように聞き、
見たか、また、あなた方が私の霊感伝達をどのように受けたかを証言する日が来るだろう。私は、あなた方に、霊化の教え
を理解する用意のある人々 を見つけることができると発表します。今日、あなたがたは、主人があなたがたの中にいると宣
言することはできない。なぜなら、彼らはあなたがたを信じず、あなたがたを気違いだと思うだろうからだ。 

52 神の霊感を受けた者が、物質主義に覆われ、真実を見ることができないために、常に誤った判断を下してきた歴史
を見よ。 

53 あなたが私の仕事について話すとき、狂信、無知、唯物論に陥った人々 に会うとき、同じことが起こるでしょう。
その人たちと一緒に私の教えを説明し、各自が自分の霊的成長に応じてそれを理解するのです。しかし、最終的には、私が
真実であるため、この真実は輝くでしょう。 
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54 人々 が平和を手に入れたら、マスターはあなたたちに魂のための偉大な教えを明かす時 が来るでしょう--

より進化した次の世代が理解できるような啓示をね。 

55 あなたは私と一緒にいて、種をまくことを学びなさい。あなたの後に来る人たちは、あなたが遭遇した障害に遭遇
しないけれど、その実を楽しむことができることを知りなさい。しかし、それでも彼らはあなたの作品を判断します。だか
ら、愛と慈悲の痕跡を道に残しなさい。そうすれば、霊的に、私が教えた律法を果たしたという満足感を得ることができる
のです。わが言葉を探し出し、わが裁きを受けよ。その間に、あなた方の生活と仕事を改めなさい。 

56 もし、あなたがたが私の弟子であることを仲間に知ってもらいたいのなら、あなたの心の優しさを通してそれを知
ってもらいなさい。謙虚さを行動に反映させましょう。心の優しい人は、魂も優しいのです。高慢で見栄っ張りな人は、一
見強く見えるが、実は魂が貧弱である。 

57 スピリチュアリズムは、霊を止めた人間が持ち込んだ習慣や伝統を破壊するものです。スピリチュアリズムとは、
創造主に到達するまで、その能力と資質によって自らを浄化し、完成させる、精神の絶え間ない発展と高揚のことである。
スピリチュアリズムは、精神がその主を表現し、感じ、受け取る方法を示しています。スピリチュアリズムは精神を解放し
、解脱に導くものです。 

58 霊的なものは普遍的な力であり、普遍的な光であり、それはすべてのものの中にあり、すべての人のものである。
私の教えを奇異に思う人はいないでしょう。 

59 霊の資質は、私の神性の美徳、永遠の力であるため、不変のものです。ただし、自分の生き方次第で、見せられる
純度は大きくも小さくもなることを理解してください。 

60 あなたが魂の純粋さに汚れをもたらし、それが良心の呵責を聞くとき、浄化、救済、赦しの源である神を恐れるの
です。 

61 私の教えは、この人類の前に再び本のように開かれ、彼らがこの教えの純粋な水を浴び、人生を変え、物質的な傾
向から離れ、永遠の生命への欲望の中で上向きに努力するようになる。 

62 ひとたび高次の生を知れば、自分の生きているこの世界を無視することなく、それをすべての虚栄心の上に置く方
法を知り、人は余分なもの、無駄なものをすべて捨て去るようになるのです。これは、人類が精神的な領域に到達すること
への憧れを感じ始めていることの表れでしょう。 

63 私の教えは、この世にもっと完璧な生命観念をもたらすでしょう。 

64 この世界にたどり着くまで、あなたには運命の十字架となる使命があり、それを背負って山の頂上に到達するので
す。 

65 私を理解し、絶望しないでください。あなたが間もなく説く教義は空想ではありません。 

66 あなたがたに言いますが、精神主義が地上に君臨するとき、人間は真の平和の基礎を築き上げることができるので
す。 

67 その時代を地上から眺めることはできませんが、あなたは今、それを準備しているのです。それが最高潮に達した
とき、平和と至福はあなたの魂にももたらされるでしょう 

68 それは、キリストが第二の時代に蒔いた種が、第一の時代にすでに準備されていた畑に実を結ぶことなのです。 

69 今日も麦には雑草が混じっている。しかし、これが滅び、麦が黄金の穂を出すとき、人類が待ち望んでいた時代が
やってくるのです。 

70 私は道である。その道を歩めば、あなたは永遠に私とともにいることができる。 

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 215 
1 私の言葉は、あなたの心に降り注ぐ露の滴のようなもので、新しい命を与えてくれる。その理由は、あなた方が私

の帰還の約束を忘れ、霊的生活に関して死んでいると感じたからです。 

2 かすかな希望の炎が消えたとき、あなたは心の扉をノックする音を聞いた。あなたがたが開いてわたしを見たとき
、わたしを忘れていたので、わたしを認識しなかった。私の脇腹の傷を見せ、「そこに指を置きなさい」と言う必要があっ
た。そうすれば、あなたのドアをノックした人が誰であるかを知ることができる。 

3 あなたがたは、エマオの旅人たちのように、わたしがそばにいても、わたしを認めることができなかったのだ。あ
なたは、私の傷を見て触れたときだけ信じたトーマスのようなものです。 

4 あなた方がわが存在の証明を求め、私がそれを与えたので、私はあなた方を偶像崇拝から解放し、あなた方を単純
な宗教の実践に、詭弁のない信仰に、あなた方の間での慈悲の実践に戻すために来たのだということを知りなさい。 

5 私は、あなた方が聾唖で盲目で動かない偶像を崇拝し、時期尚早で今日のあなた方の精神の発達に不適切な儀式を
行い、私が一度も制定していないものを実践しているのを発見したのだ。 

6 あなたを傷つけることなく、あなたの間違いの真実を伝え、同時にあなたの心の空虚さを瞬時に満たす光と栄養と
刺激を提供できるのは、私以外にはいないのです。 

7 もう二度と、実体のない偽りの栄光に目を奪われることはない。また、心に訴えるだけで魂に浸透することのない
言葉に誘惑されることもないだろう。今後、この言葉の真髄を吸収した者は、もはや神以外の糧を得ることはできない。 

8 私が、私の声の担い手であるこの素朴な男たちを通して行ったように、あなた方に語りかけた人がいただろうか。
この言葉で聞いたような精神化を語った人がいたでしょうか。あなたの人生で、神の啓示を裏付けるような証拠を与えてく
れたのは誰ですか？誰もいない、私の人々 。 

9 私の言葉は、鳴り響く鐘のように人々 を呼び集め、彼らは長い列車で、大挙してやって来るのです。 

10 私がこのような形であなた方に自分自身を知らせる時間は短い。私の言葉の光を受け取る人が多くなり、1950年
が終わるとき、私の戒めを知った全人民が喜んで父の意志に屈するようにしたいのである。 

11 その日のために民が準備する時間はまだある。その後、民が集まるときは、もはや声帯持ちを通して私の言葉を聞
くためではなく、受けた指示を研究し、私のインスピレーションを心に感じ、確信をもって言うだろう。"主は我々 と共に
いる "とね。 

12 私はあなた方にこうあってほしい、良き弟子として。 

13 私の教えの始めに、私はあなたたちに、儀式も式典もなく、香の煙や聖歌の音の上に立ち昇る単純な礼拝、すなわ
ち愛と慈悲と兄弟愛の礼拝を紹介したと言った。 

14 偶像崇拝、宗教的狂信、迷信、この仕事にふさわしくない信仰の痕跡をすべて排除するために、自分の礼拝行為を
綿密に調べる必要があるのです。 

15 もしあなたがキリストを信じ、キリストのすべての業を愛しているならば、今日私があなたに鼓舞するこの単純さ
と霊性は、私が第二時代に言葉と行いで説いたものと同じであることを悟りなさい。では、なぜあなたは、精神化すること
ができないそのシンプルさから目を背けているのですか？ 

16 この人類がどれだけ多くの過ちに陥っているかを見てください。しかし、新しい日の光は夜明けとともに、何も隠
すことも、闇に包まれることもできなくなるのです。 

17 このため、私は現在、地上のすべての道を通れるようにし、霊能者の弟子や使徒が世界中に広がり、わが福音を宣
べ伝えることができるようにしているのだ。 

18 あなた方を他の国に派遣する前に、この教えの弟子と名乗る者は、その生活と働きにおいて霊的であってほしい、
そうすればその証言は真実であり、したがって信用できる。 

19 スピリチュアライゼーションに到達すれば、道は容易である。より高くという理想を抱けば、登頂は決して難しく
はないだろう。誘惑に負けて破滅の淵に落ち、挫折することはもうない。そして、この世から絶対に必要なもの、許される
もの、欠かすことのできないものだけを取り出し、それによって魂に自由を与え、より良い世界を夢見て、それに到達する
ために奮闘させるのです。 

20 私の光はあなたの魂を照らし、あなたのすべての道のガイドとなる。この光は、人種や信条に関係なく、すべての
人の上に降り注いでいるのです。 

21 イスラエルはこの時代に帰還し、霊的な使命を果たすために世界中に散らばっているのです。年長者であり、長子
であり、それゆえ、最初に私と接触するのである。その魂は、地球に送られたときにすべての魂に与えられた法則に従って
発展してきたのです。 

22 わが最初の来訪のとき、私はその素朴さと無知さにおいて人々 を驚かせた。彼らはモラルの低い生活をしていたの
で、私は山の上から話しかけて、最初の指導をしました。 



U 215 

38 

第二の時代には、あなたの魂が信仰を固め、わが律法の遵守に生きるよう、私が証明を与えた長い時代の後、私はより
目覚め、より発達したあなたに出会ったが、私が求めた律法の真の履行からは程遠いものだった。なぜなら、あなた方は自
分の才能を魂のために役立てることができなかったからです。 

23 私はその時、律法を成就するためにどのように適用し、どのように父を敬い、どのように真理の証人となるかを伝
えるために来たのだ。私は、あなたの魂全体が私を感じ、感じることができるように、イエスにおいてあなたと共にあり、
私の言葉によってあなたに準備をさせた。 

その後、あなたの魂が私の教えを利用し、私の弟子として生きることができるよう、十分な時間を与えたのです。あな
たは進化を続け、より目覚めています。しかし、あなたの高みに到達するために、あなたは私に近づくための道を十分に整
えていないのです。あなたの光は弱く、あなたの信仰はか弱く、私の再臨がすでに近かったことをあなたは推測していない
のです。 

1866年、まさにわが言葉と予言が私を予告したその時、私はあなたの魂に知恵の宝を残すために、その時のために約
束した新しい教えの中に、あなたのもとに来たのだ。 

24 私の来訪を目を覚まして待っていた者は、どれほど少ないことだろう。この新しい時代が始まったとき、人類は眠
っていたのです。 

25 わが意志は、あなた方がその時を予期して常に目を覚まして生活し、わが来訪に驚かないようにすることであり、
そうすれば私はあなた方の進歩と知識を見ることができるのである。 

26 あなたは、私にたどり着くために多くの道を歩き、その中で道に迷ったのです。羊を一つのハードルにまとめるた
めに、羊飼いが現れ、羊を探すことが必要だったのです。なぜなら、この仕事を任せられる人間は、この世に一人もいなか
ったからだ。 

27 私は今、あらゆる国の善意の人々 が、霊をもってわが来臨を語り、今近づいている恵みの時を語ることができるよ
う、啓蒙し、準備しているところだ。それぞれが困難な使命を負っており、彼の仲介によって、私は他の人たちに健全な理
想を呼び起こすのです。私は彼らの魂に命を与え、私の法に愛と信頼を植え付け、それが人類の救済と精神的進歩のための
闘いに力を与えるのです。 

28 わが教えのために、民が分裂することを避けよ。不和を生じさせず、自分たちの間で優越感に浸ってはならない。
私は、平和、愛、隣人への敬意という精神化を、すべての人に鼓舞します。宗教的狂信をあきらめ、礼拝の行為を完璧にし
、仲間の宗教的実践をより高い水準に引き上げるのだ。これはわが意志であり、あなた方が一緒にいるときは、互いに認め
合い、愛し合い、わが証人となりなさい。 

29 この言葉を聞く者は、魂をおとなしくして、私の教えを学びなさい。声の主には注意を払わず、この光を彼らに帰
属させないでください。彼らは、私がわが意志を現すための道具に過ぎない。あなたの魂で私を感じることができるように
、あなたの心の上に立ちなさい。 

30 1866年に始まり1950年に終わるこの偉業の現段階を実現するために、人間はどれほど小さな存在なのだろうか
。どんな時も指導してくれたこの師から学び、また、父であり師であると同時に裁き主でもあるので、裁かれていることを
実感してください。 

私が与えた命令を実行するのは、あなたが地上に住む今だけのことです。その後、霊界に行くと、新たな指令が来る。
あなた方の闘いは偉大であり、不滅であり、あなた方は私の子供だからだ。すべての魂が耕さねばならない仕事の分野は非
常に広大であるのに、あなた方はどのようにして肉体の殻が持つ短い人生の中で自らを完成させ、それによって安らかに私
に届くと主張したいのでしょうか。まず贖罪の重荷から自らを解放し、自らを憐れみ、わが律法に対する古い負債を支払う
に足る功徳を積むのだ。 

31 幼子をやめて、弟子にしてほしいのです。あなたの力を超えた試練を求めないよう、いつも謙虚でいてください。
あなたの人生に慈愛と忍耐を現してください。あなたが私の仕事を明らかにしながら仲間の信頼を得たとき、慰めの霊とし
て私の到来を語り、人々 の魂を目覚めさせ、人々 がより高いレベルで生き、霊的な従順さを通じて悟り、高められるよう努
力するようにしなさい。彼らの心は、あなたが神の種を植えることのできる肥沃な土地なのです。 

32 備えあれば憂いなし、世界中に散り散りになって、あらゆる道へ行く。どこに行く必要があるのでしょうか？あな
たは知らない。一見、物質的な理由で行くのでしょうが、要するに、私の意志があなたを運命の場所に導くのです。 

33 地方に光と祝福、癒しのバームと平和をもたらし、あなた方が私のメッセンジャー、愛と慈悲の真の弟子として認
識されるようにします。足元に気をつけなさい、あなた方の人生において裁かれるのだから。 

34 わたしは、あなたの将来を前もって知らせ、明らかにするから、わたしに聞きなさい。あなたの行いによって、わ
が業を汚してはならない。あなたの魂の光を曇らせてはならない。 

35 山を登り、精神化の頂上に到達する。この世に根を張ってはいけない。ここは私の国ではないと言ったのだから、
私の弟子である君たちも、ここではそれを見いだすことはできない。自分自身を非物質化し、自分の内面に没頭することで
、自分の魂の中にある大切なものをすべて知ることができるのです。 
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36 人間の知性を通して私が顕現する時間は終わりに近づいており、その後、人類に何が起こるかわからないのです。
あなたは自分の才能を開花させていないので、彼らに降りかかる試練を知らないのです。直感はあなたの魂の中で明確にな
っておらず、人類を謙虚にするために大きな暴力で解き放たれる自然の力に耐えるための準備をしていない。私は、悪や罪
や病気や災難を止める祈りの力を、今まであなたがその力を発揮しなくても、あなたに与えてきたのです。 

37 わが身を理解しない第三の時代のトマースたちよ。あなたのスピリチュアルな才能はどこにありますか？どこに埋
めたんですか？なぜ、忘れてしまったのですか？あなた方は知らないだろうが、私が教えてあげよう。これらの贈り物は隠
されているのだ。それらはあなたの中で振動していますが、あなたは物質化されているため、それを感じることはありませ
ん。あなた方は無為に生きてはならない。あなた方の父とあなた方自身の証となるように、あらゆる形でそれらを現し、そ
れらによって偉大な奇跡を行わなければならない。 

38 イスラエルよ、働け。そうすれば、あなたがたを待っている平和の地、約束の霊の地を手に入れることができる。 

39 私は、この日、あなた方の告白と感謝を受け、あなた方の霊的な賜物の確認を受けます。準備をして、聴いてくだ
さい。1950年以降、あなたは霊的にのみ私とコミュニケーションをとることになります。同じように、あなたの子供たち
や後に続く者たちも、私の言葉を受け取ることになるのです。もはや発信機はないだろうが、あなた方の信仰は、私がはる
ばるやってきて受信し、すべてのわが子を幸せにするのだと教えてくれるだろう。 

40 あなた方は、これからの時代、私によって準備され、導かれるでしょう。今日の私の教えは、あなた方が記憶し、
あるいは書き記された聖典に目を滑らせれば、詳細かつ明確になることでしょう。 

41 私の弟子たちよ、私の愛はあなたたちとともにある。聖霊の光はいつもあなたにあふれ、この光はあなたの信仰の
灯をともしています。 

42 霊的な賜物の必要を感じ、悔い改めと刷新の水の中で自分の人生と心と体を清めようとする者、真理を知りたいと
願い、それを切望する者、私の声を聞きなさい、私の光で満たされるように、撫でるようにあなたのもとにやってくる。こ
の時代、真実は身を隠し、想像力が支配している。だからこそ、私は真理であり、魂の栄養である私の神髄をあなたに与え
るのです。 

43 私の真理をよく理解すればするほど、肉体の感覚に似た霊的な能力が発達して、あなたの進歩は容易になります。
あなたの魂は、澄んだ水の湧くところ、つまり、詭弁もなく、儀式や礼拝の形式もない単純な教義に到達することを切望し
ていると感じないか？私があなたにもたらすこの教えは偉大であり、光に満ちている、あなたが求めるものだからです。そ
の堅固な基盤は、わが意志に基づくものであるため、時が害することはない。真理を愛する者たちのために、わが教義は愛
と知恵と正義の教義となる。 

44 神のものであるものは、父の子に対する愛のゆえに、人のもとにやってくるのです。私はただ、その子が私を受け
入れる準備ができていることを期待しているのです。父は、原子であるあなたの中にもある彼の知恵を展開し、明らかにす
ることを望んでいます。私はあなたを励ますためにここにいるのです。私はただ、あなた方が私の言葉に耳を傾け、これか
ら私があなた方に知らせる秘密を受け取ることを期待しているのです。 

45 過去の時代、私はあなた方の世界に、私の手本を通して、愛の教えを残しました。さて、私は続けて、世界を啓発
し、心の無知を取り除き、道を容易にし、不必要な苦しみや混乱や涙を避ける力を持つ、霊の教義をあなた方に授けること
にします。生み出される苦味のために、わが教義の甘さは非常に大きく、戦争と不幸の暗闇のために、わが啓示の光は非常
に大きい。 

46 宇宙の神殿は、私の教えを柱として支え、その中に、教え、救済し、納得させ、命を与える神聖な創造的な力があ
るからです。 

47 私は人間の唇を通して話すが、私の愛は私の考えを聞こえる言葉に変える。そうすれば、あなたたちは私の言葉を
聞き、自らを救い、神のうちに生きることができるのだ。私はこの愛の学校の教師であり、進歩しようとする高貴な心を決
して欺くことはない。私はすべての人を、まず子弟とし、次に弟子とし、後に真理を教える師とする。すべての人間から、
私は強い光を作り出し、多くの失われた魂の道を照らすだろう。すべての人間は、自分の意志を失うことなく、わが意志の
道具となる。霊性が高まれば高まるほど、父なる神の意志と調和するようになるからです。 

48 あなたは自由意志のために多くの苦渋を味わいました。でも、私は決してあなたを見捨てたわけではないことをわ
かってほしい。真理に到達するために、多くの回り道をしてはならない。愛してください。あなたが愛の門を開いたとき、
それはあなたのもとにやってくるのですから。シンプルな真実を愛し、理論や屁理屈から自らを解放する。この光は、あな
たの人生の砂漠の道を照らし、あなたは疲れることなく、また遅すぎることなく到着することができます。唯物論者は真理
を発見しない、それは愛に基礎を置いているからだ、これは光、知恵、啓示であり、それゆえ愛は真の主人であるのだ。 

49 唯物論者たちは、不屈の世界人であるあなたのところにやってきて、「我々 の脳は、イデオロギー、書物、科学で
疲れきっている」と言うでしょう。真実を見つける手助けをしてください。"そして、知恵をもって、彼らの心を暗くする
雲を解消するのだ。 
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50 海の轟音のように、風の轟音のように、問いと答えを無限に聴くことができる。無知を知識に変え、心の平和と真
心に変える知恵を聞いてください。生と死、偉大な神秘、人間における神の法則、永遠と光についての知識の中で、存在を
生きがいにするその愛の約束を聞いてください。聴けよ！ 

51 あなたはまだ、愛することも、許すことも学んでいない、未熟だからです。しかし、あなた方は信じるためにファ
ザコンになるのでしょうか？まだ誰も、私の言葉や仕事を完全に判断できるほどの霊的な光を持っていないのです。哲学者
、学者、校長、思想家、そして、"本当に父なのか？"と問い続ける永遠の疑心暗鬼の人たちを試したのです。しかし、私は
すべての人に、「木はその実でわかる」と言いました。私の言葉は、私が誰であるかを語っています。私の言葉は、哲学者
や無学な人々 を驚かせ続けるだろう。"愛によってのみ、あなたは私が誰であるか、あなたが誰であるかを知ることができ
るのです。自分たちを遅らせてはならない、永遠の問いについて頭を悩ませてはならない。愛の中に答えがあり、真実の広
大な地平の中に真の生命を発見することができるのです。 

52 このように歩めば、心の悲しみを甘く健全な人生の喜びに置き換えることができるので、天は喜び、あなたの存在
を光で照らすことができるのです。 

53 私がこの世とその住人が堕落の極みにあるのを見て、彼らが私を必要としているにもかかわらず、私が彼らを見放
すと思うのか。考えてみてください。あなたの話し方や考え方に驚かされましたから。 

54 私は救世主であり、堕落した罪人のもとにやってきて、彼を引き上げ、霊化し、愛を教える師である。 

55 救い主の声を聞き、その掟を知り、従うとき、世界は一変するのです。 

56 魂のための教義であるこの御言葉を受け取り、約束された慰め主があなたの霊的進歩のために与えるものを受け取
る準備をしなさい。霊から霊へ、あなたの主と接触しなければならないからです。 

57 私の言葉を聞いた高揚感が再び去ったとき、私の言葉を忘れてはならない。 

58 父の慈しみと愛があなたを受け止めます。 

59 父の腕が開いてあなたを包み込み、あなたがその腕の中で安らぐことができるように。悲しみの中で自分を慰め、
自分の存在をより幸せにしようとするこの言葉を聞いてください。 

60 わが霊はなんという喜びをもってあなたがたのもとに降りてくることか、あなたがたの罪を裁くために私を止める
ことなく。私は愛について語る。この言葉によって、自分に汚れのある者は清められ、罪人は贖われ、眠っている者は目を
覚ます。 

61 そのメロディアスなチャイムが鳴り響く永遠の時計は、人類が生きている時間を理解するために、世界中で聞くこ
とができるのです。 

62 わたしがあなたを求めるのは、あなたがわたしのものだからであり、わたしはあなたを愛しているから、あなたが
これ以上迷うことを望まないのである。あなた方は私の神聖な光の火花であり、私と融合するのだ。私があなたに提供する
のは永遠であり、あなたはその栄光のすべてを賞賛することができます。 

63 私は、あなたがその意味を理解し、後で私が理解できない言葉で話していると文句を言わないように、明確で簡単
な言葉であなたに話しています。 

64 第二の時代、私があなた方にたとえ話で私の教えを伝えたとき、あなた方はその多くを理解することができません
でした。今、私は聖霊の輝きによって、すべての教えを説明します。 

65 あなたが生きているこの人生の苦しみは、すべて人間の過ちの結果であることを理解しなさい。あなたを愛してい
る私が、こんな苦い杯を差し上げるわけにはいかないからです。私は、最初の時代から、あなたがたを転落、破滅、「死」
から救うための方法として、律法をあなたがたに明らかにしたのです。 

66 あなた方全員に、わが律法とあなた方に授けた賜物について説明するよう求めるときが来るだろう。 

67 あなたは人生の旅路を歩き、ある人は義務や痛みという十字架を背負い、ある人は自分の罪という十字架を肩に担
いでいるのです。しかし、もしあなたが私を呼ぶなら、私はあなたの十字架の担い手になり、あなたが私のもとに来るのを
助けるでしょう。 

68 私の指示に従えば、すぐにあなたの負担が軽くなり、気持ちが落ち着き、素敵な爽やかさがあなたの気だるさを和
らげてくれることでしょう。 

69 目を開き、霊的なまなざしで入り、わが栄光を観想するのだ。私が人類に託した7つの霊を通さなければならない
門がどのように開くか見てください。それらは、わが意志にしたがって、常にあなたがたのうちに働くであろう七つの徳目
である。それらは愛、謙虚さ、忍耐、秩序、明るさ、忍耐、そして慈愛。これらの徳目を心にしっかりと定着させれば、至
福の時を味わうことができるのです。 

70 このように、私の霊はあなた方に近づき、あなた方を光で満たし、あなた方にこう言っています。 

71 もし、あなたの行く手にハンセン病患者が現れたら、あなたは恐ろしくてその場を立ち去りますか？手で触れるこ
とができなくなるのでしょうか？釣られるのが怖いですか？いいえ、私の弟子たちです。その肉体の悲惨さを見るのではな
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く、その魂を見るべきなのです。それはあなたの兄弟であり、あなたの慈悲を待っている私の子供なのです。まだ、どれだ
け勉強しなければならないのか？ 

72 自分の弱さを悔い改め、改める決意をする人の心は幸いです。彼は赦されるだけでなく、私の光に到達するのです
。罪人を私の愛する弟子にするのが私の仕事です。 

73 私は復活であり、命である。私のもとに来れば、永遠に生きることができる。私のうちに平和を見出すことができ
るからだ。 

74 私の聖霊の光は全宇宙に注がれているのです。直感や啓示、シーリ 

ングのギフトを通じて、人々 は新しい時代に目覚めています。 

75 私の霊は正義に振動し、霊の深いところにまで浸透して、魂を罪から解放し、たばねを束にして火に投げ入れるの
を助ける。 

76 そう世界に言えるように。"ここに、私たちの間におられる父よ"、まだやることがたくさんあるんですね。 

77 多くの国々 は飢えでカラカラになり、地のパンと天のパンに飢えているのです。 

78 宗教、哲学、宗派によって、人々 は私を求めているのです。それは、彼らがいつか私を見つけるための方法なので
す。 

79 私のハートに直接つながるまっすぐな道を歩いている限り、長い距離を歩き、山を登り、絶壁を乗り越えなければ
なりませんが、一歩一歩、約束の地のシルエットが見える霊的な道を高く登っていることを感じることができます。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 216 
1 弟子たちよ、失われた時を嘆くことのないよう、私の命令を実行せよ。私の御言葉の研究に没頭し、何が成就され

るべきで、何があなた方の後に来る者に関係する部分であるかを知るようにしなさい。 

2 なぜなら、あなた方の中に、純粋さと無邪気さ、信仰と私の教えに従う意志、そしてこの種を同胞の心に運ぶ意志
を見出したからです。だから、わたしはあなたがたを選んだのだ。あなたがたは貧しい者で、苦難を感じ、地上に安らぎを
求めず、その楽しみも求めない者だからだ。この世を超えたところに、真の心の平和と善と喜びがあることを、あなたは知
っているからです。あなたがたは、偽りの偉大さに惑わされず、一時の権力や一瞬の快楽を求めなかったのです。あなたは
、この世界が提供できるものよりも、もっと多くのものに憧れています。私を愛し、私があなたを待っている家に、あなた
が出てきた子宮に、そしてあなたが私の王国を所有する場所に、あなたを帰らせることを信じなさい。 

3 この希望が、艱難辛苦の中であなたを強くし、無敵の存在にするのです。あなたが自分の使命を忠実に果たし続け
るなら、あなたの神があなたの人生に影響を与えることを許したので、あなたはやがて肉に対する霊の勝利を達成すること
でしょう。シンプルな生活の中で、私の教えをよりよく理解することができ、それによって自分自身を啓発することができ
、他人から思いがけない喜びを経験することができます。 

4 だから、あなたは私に従い、今、あなたを私から引き離すものは何もないのです。完璧な愛で愛されていると感じ
、幸せな気持ちになる。あなたは私を愛し、あなたの喜びはその上にあるのです。 

あなたがたに言うが、第二時代のわが弟子たちも、私に従ったすべての者たちも、同じように私を愛したのである。したが
って、仲間の疑いや嘲笑は、あなたを傷つけることはありません。魂の試金石である痛みは、あなたを後退させません。己
の人生は儚いものであることを知り、己が知っている目標に到達するために、功徳を積もうとするのだ。 

5 覚悟を決めてください。私はあなた方を人類の守護者として残します。あなたの才能は、それをうまく利用するた
めに潜在しているのです。あなた方は、1950年の最後の日に、自分の作品と贈り物を持って出席し、私によって裁かれる
。ある者は霊で、またある者は地上の肉体で私と共に私の最後の命令を受けることになるでしょう。その後、あなた方が良
い知らせを伝えるために散り散りになり、この時代に私が来たという証を人々 の心に残すための道が開かれるのです。 

6 私はあなた方に、自分の力を超えた犠牲や仕事を求めない。私はただ、あなたがたに与えた愛と、謙虚さと忍耐を
求め、あなたがたの使命の達成を願っています。 

7 私の顕現は1950年の最後の日に終わり、私が恵みの賜物を与えた弟子たちを選ぶために行われます。主人はあな
た方の仕事を監督し、私はあなた方に私の命令をすべて遂行させようとする熱意を緩めることはないだろう。 

8 弟子たちよ、私は警告する。科学者たちがこの仕事を拒否するのを、あなたは何度目にしたことでしょう。しかし
、あなたは彼らを許し、自分の道を歩み続けるでしょう。そうすれば、人間があらゆる科学をもってしても発見できなかっ
たことを、あなたの精神を通して発見することを許可し、人類を驚かせるでしょう。 

9 私は常にあなた方を「弟子」と呼び、闘争の中であなた方を励まし、貧困と屈辱があなた方に残した劣等感を心か
ら追い出すために、「弟子」と呼んでいます。私はあなた方を霊的な知識において偉大にしたいのです。そうすれば、より
高い人生、つまり、霊の法則が物質的な人生を支配する法則と調和して一体となった完全な人生へと、人々 を目覚めさせる
ことができるでしょう。 

10 私の秘密を預かるのはあなた方だけではありませんし、霊的な遺産を相続する価値があるのもあなた方だけではあ
りません。私がこのように言うのは、あなたがたが最も立派で愛されていると自慢することがないように、また、あなたの
心に虚栄心が芽生えることがないようにするためです。もし、そのような感情が湧き上がってきたら、せっかく手に入れた
恩寵を失う危険性があります。 

11 人々 よ、あなた方の熱意と愛が、あなた方を霊の賜物の永遠の所有者にするのだ。常に謙虚で、善と法と真実に熱
心で、心の上にある精神の善をもって親切にしてほしい。 

12 私の教えは、すべての知恵、すべての知識、啓示、科学が発せられる光である。すべてをわかりやすく解き明かす
。人の歩みを導くのが聖霊であれば、科学者が長い間の研究と大きな犠牲と労苦の後にしか発見できなかったものが、魂の
高揚と祈りと神への瞑想と善への霊感によって容易に得られることがわかるようになるのである。その秘密はあなたに明か
され、人間が他の手段では決して侵入することができなかった隠された宝庫が開かれるでしょう。 

13 今回、私がお話ししたことの多くは預言であり、それは時に次の時代を指し、時に未来の時代を指します。だから
、多くの人はこの神のメッセージを重要視しようとしないのです。しかし、この言葉は、来るべき時代の人々 の間で光り輝
き、科学者たちを驚かせるような正確さと完璧さを備えた偉大な啓示を認識し、その中に発見することになる。 

14 このように、私の言葉を書き留めるように指示したのは、あなたが現世から他界するとき、あるいはこの人々 が私
の教えを次第に忘れていくとき、それを忠実に、忘れられないように本に書き留めるためである。 

15 あなたがたは、今こそ、私があなたがたに示した賜物を用いて奇跡を起こし、この真理を証明する時である。 

16 私があなたがたに話したその時を待ち望んで眠ってはならない。そして、起き上がって人々 に言いなさい。いや、
人々 よ、あなた方がそれを前もって発表し、預言し、私が予言し、約束したすべてのものの到来への道を開くことが絶対に
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必要なのだ。そうすれば、あなた方は地上における霊性化の先駆者としての使命を果たすことができるでしょう。奇跡的な
ことが世界に現れ始め、主の霊が前例のない出来事を通して語りかけ、人間の霊が想像を絶する賜物と能力を現し始めると
き、あなたはすべての信条、理論、規範、制度、科学が揺らぐのを見ることでしょう。そして、人類は、一見奇妙に見える
教義を謙虚に説いた人々 が正しかったと告白することになるのです。 

17 そうすれば、地上の人々 が霊的な教えに関心を持ち、神学者たちがキリストの教えと新しい啓示を比較することが
わかるでしょう。そして、これまで霊的なことに無関心だった多くの人が、今と過去の時代の啓示を研究することに、生き
生きとした興味を抱くようになるのがわかるでしょう。 

18 今日、あなた方はそれを望んでいるが、私があなた方に告げるすべてのことの成就を見ることはできない。しかし
、あなたがたが本当にわがことばを信じるなら、信仰のまなざしで、未来の多くの出来事を見ることができ、あなたがたが
準備するなら、夢や幻や霊感があなたを惑わすことはない。 

19 深い関心をもって私に耳を傾けなさい。私がこの形であなた方に語るのをやめたら、あなた方が記録した私の言葉
を、愛をもって集め、私がこの時代にあなた方に語ったことの証しとして後世に残しなさい。 

20 私の言葉を種と考え、わずかでも不純物が混じることを許さないようにしなさい。 

21 この人類の心である畑は、まもなく清められ、種をまく準備が整いますが、この畑が清くても、種が清くなくても
いいのでしょうか？ 

22 愛する弟子たちよ、私の言葉をよく考えてみてください。これによって、あなた方は自分の使命を果たすために、
徐々 に変身し、浄化されていくのです。 

23 今、私は人々 のもとに戻って、彼らの現在の試練を助けるために戻ってきた。マスターはあなたに言う。1950年
以降、わが来訪のしるしが栄光のうちに現れるのを見ても、心配しないでください。むしろ、私がこれらの啓示を直接目撃
できるようにしたのだから、それを喜びなさい。 

24 ちょうど犠牲の死の後の第二の時に、私は霊の中にいる私自身をマグダラの女に示し、彼女は驚きと同時に喜びに
満ちて、「主よ、永遠にほめられ栄光あれ」と叫んだように、今日私は、あなたが主人が不在か自分の苦しみに無関心だと
思っていた時に現れ、驚いた後、私を祝福したのです。あなたは私の光をあなたの魂に受け、そのような大きな恵みを受け
たので、あなたの仲間を思い出し、彼らのために祈りました。"他の人はこの教えを知らないのに、私はあなたの言葉を聞
くことができて幸運です。"と。しかし、師は告げる。わたしはすべての国で、さまざまな方法でわたしの霊を現わした。
心の準備をした人は、自分たちが恵みと正義の時代を生きていることに気づき、私の存在を感じることができたのです。 

25 マグダレンを赦したように、私もあなたを赦します。しかし、彼女がしたように、あなた方も私にふさわしい存在
になってほしいのです。 

26 他の時代の兄弟姉妹から、どれだけ多くの模範となる事例を得ることができるだろう。彼らの仕事は、まるで開か
れた本のようです。でも、あなたは──自分の例を文書で残すことを望まれないのですか？私は、あなたの子孫に贈るにふ
さわしいと思われる作品だけを取り上げることにします。しかし、生身の人間であるあなたは、栄光も崇拝も得られません
。謙虚な姿勢で、自分の作品を他人に判断してもらう。 

27 あなたを待つ偉大な日の仕事において、私はあなたのシレネウス*になるでしょう。私の教えは、世の中に大きな
波紋を投げかけるだろう。習慣や考え方が大きく変わり、自然界にも変革が起こる。これらはすべて人類の新しい時代の始
まりを示すものであり、私が間もなく地上に送る霊たちは、これらの予言のすべてを語り、この世界の回復と上昇発展に貢
献することだろう。私の言葉を説明し、何が起こっているのかを解釈してくれるのです。 

* キレネのシモンはイエスの十字架を担いだ（マルコ15：21）。 

28 私の存在を信じるあなたの心がどんなに小さくても、あなたは私を感じるでしょう。 

29 私はあなたの信仰の欠如を非難しない、それどころか、あなたが私を受け入れる準備ができていなかったので、そ
れを赦すのだ。人類は何世紀もの間、狂信と偶像崇拝、物質主義によって盲目となり、深い眠りについていたのです。 

30 私が帰ると予告したこと、だから私を見張る必要があることを、誰があなたに思い出させたのでしょうか。ご両親
？あなたの牧師さん？誰があなたを眠らせたのですか？ 

31 私の約束の象徴である「雲」が地平線上に現れ、あなたの魂を啓発し、あなたの体を強化し、私の帰還が霊による
ものであることをあなたに明らかにすることを願いながら、出来事を期待して生きる人はほとんどいませんでした。 

32 それゆえ、この時期に私の存在を理解するためのあなた方の苦労は大きく、私に到達するためには多くの障害を乗
り越えなければならなかった。しかし、このすべては功労者であり、私はあなたに信用を与え、この道を私についてくるた
めにあなたが受けたかもしれない苦渋は、どれも報われないものではないと真に告げます。 

33 家族内でも嘲笑と侮蔑に耐えてきたあなたの忍耐の代償は何だと思う？しかし、彼らの無理解に耐えるだけの忍耐
力があるのだから、彼らの信仰に火がつく瞬間を待つだけの忍耐力もあるのだ。そのためには、作品や言葉、祈りや善意で
、大きな努力をしなければならないでしょう。しかし、最後には奇跡が現実になるのを見ることになるでしょう。 
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34 あなた方には、私の再臨を同胞に告げるという使命を委ねます。私は、人類との霊的な交信によるメッセージや吉
報をあなたに委ねます。このような貴重なメッセージを伝える者であることを喜び、この喜びを闘いの道で受けた傷の癒し
としなさい。 

35 ある者は、ベツレヘムの羊飼いたちのような無邪気さで、わが言葉の顕現にやってきた。彼らの単純な信仰は、彼
らの心の謙虚な捧げものであった。他の人たちは、信じることができるように、私の証明を求めてやってきました。彼らは
、長い間、一軒一軒健康を探し求めても見つからなかった病人たちである。また、律法学者やパリサイ人のように、わたし
を調べ、わたしに質問し、わたしに試練を与えようとする者もいるが、真実が彼らの偽善と虚偽を暴露することを常に恐れ
ている。私が受け取ったすべてのものには、愛撫があり、私の力の実演があり、私の真実の証明があったのです。 

36 また、私がこれまで述べてきた人々 のうち、多くの人々 が私に従って留まったのは、彼らの心が感謝に満ち、真理
の蒔き方と育て方を学びたいという思いで、わが言葉の光によって魂が啓発されたからだと言わねばなりません。 

37 私の最初の教えを聞くために集まった小さな群衆から、皆さんはすでにコミュニティを形成する群衆になっていま
す。しかし、当分の間、すべての人がこの精神化のメッセージの真の使徒になることはできないだろう。 

38 この群衆の中には、あらゆる気質や体質の人々 がおり、また、その中にはさまざまな発達を遂げた魂がいるのです
。しかし、この神の啓示、すなわち、私がみことばで伝えたこのメッセージを、私の催しに参加した人々 が最終的に明確に
把握するためには、多くの試練を受け、多くの内面の葛藤を経て、そこから真の精神主義の弟子として出てくるまで、多く
の「はりつけ」を受けなければならないのである。 

39 人々 が神の啓示を解釈し、謎として目に映る事柄を明確にするために苦労するのは、今回が初めてではないだろう
。すでに「第二の時代」には、私が世界で説教活動をした後、人々 はイエスの人格について審議し、彼が神であるかどうか
、父と一体であるか、父とは別の人であるかどうかを知りたがっていました。あらゆる面で、私の教えを判断し、調査して
くれたのです。 

40 今、私は再び解釈、議論、論争、調査の対象となる。 

41 一つは、キリストの霊が、ご自分を知られたとき、父の霊から独立していたのかどうかを検証します。また、語っ
たのは聖霊であって、父でもなく、子でもないと言う人もいるでしょう。 

42 しかし、あなたがたが聖霊と呼ぶものは神の光であり、あなたがたが子と呼ぶものは神の言葉である。だから、こ
のみことばを聞くとき、第二時代の私の教えを生かすとき、あるいは第一時代の律法と啓示を考えるとき、あなたは唯一の
神の前にいて、神のことばを聞き、神の霊の光を受けていることを意識してください。 

43 あなた方はこの啓示を勉強し、あなた方が質問され、試されるとき、真の光の言葉で答えることができるようにな
り、私の言葉の本質とあなた方の解釈の光を置くすべての心に平和と至福を残すことができるようになる時が来たのだ。 

44 私はあなたの愛に飢え、渇いているのです、皆さん。少しの間、あなたと一緒にいさせてください、あなたに言い
たいことがあるのです。 

45 なぜ、苦しみが重くのしかかるときだけ、私を求めるのですか。あなたの喜び、あなたの勝利、あなたの満足を私
に捧げることは、あなたを喜ばせないだろうか。 

46 第二の時代、私はあなた方に愛と信頼を与え、あなた方が恐れずに私に近づけるようにした。それなのに、なぜ、
わが愛やわが赦しを疑うことがあるのですか。父の家に帰ることを恐れる「放蕩息子」たちよ。私は知っていた。あのとき
私が与えた無限の愛の証明にもかかわらず、あなたを 探しに戻ることが必要だったのだ。 

47 昔の私の弟子たちのように、再び私の周りに集まりなさい。大群衆がしたように、再び私について来なさい。私は
あなたたちに、私の言葉の天のコンサートを聞かせ、同時にあなたたちが奇跡と呼ぶ愛の業を行わせるから。 

48 私が父として来たのは、この世で愛や愛情や優しさを欠いているすべての人が、私とともに神聖な温もりを見出す
ことができるようにするためである。 

49 私は医者として来ました。あなたの病気、心配事、そしてあなたの魂と体を同時に病気にしているすべての秘密の
苦しみを私に渡すためです。 

50 あなたの深い秘密、葛藤、切望を私に託し、あなたのそばを歩ませるために、私は友人として来たのです。 

51 私がマスターとして来たのは、あなた方の前に知恵と命の書を開きたいからです。 

52 私は裁判官として、生者と死者、すなわち受肉者と離体者を裁くために来た。 

53 私の話を聞くために簡素な集会所に集まる群衆の中には、この御言葉を理解し、感じる人がたくさんいる。長い闘
争の道、試練、経験で培われた魂であり、困難な苦痛の中で浄化された魂でもあるのです。彼らは私を理解し、世俗的なも
のを私に求めない。彼らは自分の魂の中に知識の本があることを知っており、魂が内に秘めている光を、経験と指導を必要
とする人々 に伝える手順を知ることができる、神聖な教えだけをマスターから期待しているのである。 

54 ここにまた、長い距離を旅することなく、私の言葉を道として、道を踏み外さないようにする者、その愛によって
魂の無限の苦しみを免れる者がいるのです。 
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55 ここにいる大多数の人は、心の中にひとつの祈りを抱いている。それは、自分の痛みに対するものだ。彼らは皆、
自分の重荷がとても重く、その杯はあまりにも苦いと私に告げに来る。彼らの孤独、失望、苦難、弱さ、不幸、病気、悲し
み、その他多くの苦難を私に気づかせてくれます。しかし、彼らだけでなく、その苦しみは全人類に及んでいるのです。今
こそ、魂も人も穢れを洗い流し、山頂に向かって一歩を踏み出す禊の時であることを知らないのだ。これらの汚れが取り除
かれたとき、あなたはもはや一瞬の痛みも感じることはないでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 217 
1 愛する弟子たちよ、私のもとに来なさい。私があなたたちとともにいる今、私の家で休み、私の食卓に座りなさい

。このような時代は二度と来ないからです。進化の道を一歩進む、新たな時がやってくる。 

2 あなた方はまだ、父なる神のもとで生きる子供であり、父なる神はあなた方がつまずき、奈落の底に落ちないよう
に、遠くへ迷い出ることを許さない。しかし、すぐに強くなり、すべての道をカバーする十分な準備ができる。 

3 あなた方の心を宝箱にして、私の言葉を宝石のように大切に守ってください。 

4 人の信じられない気持ちを知っていながら、私はあなたのもとに戻ってきました。私のパッションを思い出させ、
蘇らせる。今日、私は、あなたに語りかけるマスターが、父と永遠に共にあるために、神の玉座に昇った瞬間を思い起こさ
せます。イエスは地上での使命を終えた後、優しい子羊として永遠の神の前に現れたのだ。 

5 神は太古の昔から人類に御自身を現し、その教えを聞かれた。主の声は、原始的な生き物にとって、人間らしく理
解しやすいものだったのです。彼らの中にある良心、それは神の知恵であり、善と悪を認識することを教えたのです。善い
行いをすれば安らぎを感じ、悪い行いをすれば苦痛を感じる。これが最初のレッスンであり、最初の良心的な表現でした。 

6 やがて人々 がこの声に耳を貸さなくなった時、私は徳と知恵に満ちた人々 を送り、その言葉と模範によって人々 を
良い道に従わせたのです。  

7 太古の昔、私は正義の人アベルを遣わし、そのアベルが私の神性への愛の燔祭が、祈りと完全なる礼拝の前兆であ
ったことを思い出してください。 

8 私は、嘲笑に耳を貸さず、ただ神の命令に従って、信頼する人々 のために救いの箱舟を建造することに注意を払っ
た敬虔な者、ノアを送ったのだ。 

9 あなたがたの中には、アブラハム、イサク、ヤコブがおり、彼らは木の幹となり、そこから枝や葉、実が生えたの
です。アブラハムの揺るぎない信仰、イサクの従順さ、ヤコブの誠実さと精神力など、家父長たちの模範が文章として残さ
れているのです。その木の実の一つが、私の律法の代表であり、私の正義の体現者であるモーセであった。彼の中に、私の
威厳のイメージを見ることができるのです。 

10 私は人の心の中にどんどん入り込んでいくので、皆さんの心にもっと近づくために、私も人間にならざるを得なか
ったのです。しかし、世に出るためには、預言者たちを通して私を告げ知らせることが必要であった。 

11 私は人々 の間で生活し、自分の人生を模範とし、教科書とした。私は、すべての苦しみ、誘惑と葛藤、貧困、仕事
と迫害を知ることができました。親族からの拒絶、恩義、裏切り、長い一日の労働、飢えと渇き、嘲笑、孤独、そして死も
経験しました。私は、人間の罪の重荷をすべて自分に負わせたのだ。私は、私の言葉や、肋骨の末端まで見えるような貫通
した身体で、私の精神を探ることを人に許しました。神とはいえ、私はあざける王、さらし者にされ、恥の十字架を背負っ
て、強盗が死んだ丘に上っていかなければならなかったのです。そこで、私が言葉の神であるだけでなく、行いの神である
ことを証明するために、私の人間としての生涯を終えたのです。 

12 1866年、私の慈悲が新しい時代への扉を開いたのです。全人類は、自分たちが生きている時間を知っているのだ
ろうか。この木陰で」私が集めている霊能者たちだけが知っていることです。私の仕事は、大きな戦いや出来事、教義や世
界観の「戦争」の後にのみ世界で認識され、人々 は立ち上がり、新しい時代が始まったことを確認することになるでしょう
。 

13 私がこの時代に初めて自分を知らしめた人物、ロケ・ロハス（使者）がこの地上から旅立ってからしばらく経ちま
すが、その歩みは道案内人のエリアスの霊によって導かれたものでした。こうして私は第六の封印を解き、スピリチュアリ
ズムのために限りなく大きな裂け目を作ったのです。 

14 そして、ロケ・ロハスから今日に至るまで、三位一体マリア霊能者よ、あなた方は闘争してきました。この闘争の
中で、あなた方は自分の力、若さ、命、所有するすべてのものを使って、私に従い、この仕事を光栄に思ってきたのです。
あなた方は、静かに、謙虚に、人々 に主の再臨を知らせようと努力してきた。 

15 私の「ことば」は、人間に戻っていないのです。私は今、あの世の象徴である「雲の上」にいて、そこから私の光
線が発せられ、声を持つ人の心を照らしているのです。 

16 人間を通して自分を伝えることができ、私の決断は完璧です。私は人間を知っている、私が彼を創ったのだから。
彼は私の子であり、私から生まれたので、私は彼をふさわしいと考える。私は彼を利用することができる。この目的のため
に彼を創ったのだから。また、私は彼の中に私を輝かせるために彼を創ったのだから、彼の仲介を通して私の栄光を現すこ
とができるのだ。 

17 男！彼は知性であり、生命であり、意識であり、意志であり、私のすべての資質の何かを持ち、その精神は永遠に
属しているので、私のイメージなのです。 

18 多くの場合、あなたは自分が思っている以上に取るに足らない存在であり、また、あなたが想像している以上に偉
大な存在なのです。 
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19 プライドの高い人は、そうでなくても自分が偉いと思っている。そして、心や精神の真の価値を発見することなく
、この世の不必要な富に満足する者は、哀れである。彼の欲望、貪欲さ、理想はなんと貧弱なのだろう。なんと満足度の低
いことか。 

20 しかし、生き方を知っている者は、神のものは神に与え、世のものは世に与えることを学んだ者である。物質の奴
隷になることなく、自然の懐でリフレッシュする方法を知っている人は、生きる術を知っているのです。そして、たとえ何
も持っていないように見えても、その人は現世の財貨の主人であり、神の国の宝を所有する途上にあるのです。 

21 この時代に私が教えることは、過去の時代には教えなかった。これは私の新約聖書です。私は、あなたの扉をひっ
きりなしに叩いて、あなたを眠らせない厄介な巡礼者です。私はどこにでもついてくる影です。これ以上何を望む？私の愛
は無限です。 

22 私の別れの時は、すでに近づいている。この間、私が訪れたのは、1866年から1950年までと長い。 

23 もし、だれかが、わたしのことばがあなたがたに何の役にも立たず、あなたがたに何の害ももたらさなかったと言
うならば、わたしはあなたがたに言うであろう。しかし、私はあなた方が寄生植物のようにならないように、悪を行わない
ことに満足するのではなく、善を行うことに満足するようにと願っていることを忘れないでください。なぜなら、できるの
にやらない者は、善を行うことができないために、その人の精神的発達の度合いに応じてできることがそれしかないために
、悪しか行わない者よりも、より悪を行ったことになるからである。 

24 私があなたをこの道に呼んだのは、あなたが心の中で悲しんでいるのを見たからです。あなたたちは、さまざまな
形の礼拝で私の光を求め、私への信仰を証明する奇跡を切望した。しかし、私があなたの前を通りかかったとき、あなたは
満足したかと尋ねると、「私はそれを味わったが、それは私の心や魂を強くするものではなかった。 

25 一方、命の木は旅人を待ってその実を与え、清らかな泉は渇いた旅人を待って平和を約束する。私は、畑で季節の
移り変わりを悲しみながら待っていた、神の庭師です。 

26 今、愛と平和と真実と仕事を渇望する人々 の大群が到来したのです。あなた方は果実を味わい、飢えと渇きを癒し
た後、労働の道具を手にして庭師にもなったのです。 

27 あなたがたの間には、もう滅びるような富はないのです。あなたの商品はどこに行ってしまったのですか？なぜな
ら、今日、あなたは、わが真理の霊的宝物を取り戻したからだ。それは、わが言葉の中にあり、私が謙虚な子供を通してあ
なたに与えるこの言葉の中にある。もし私が学者や哲学者を通して話したとしても、あなたがたは私を信じないだろうから
だ。 

28 あらゆる階級の人々 が私のもとにやってくる。しかし、こうした階級的な区別は、マスターの前では無意味なので
す。私の話を聞きに来た人すべてが、私のもとに留まっているわけではありません。"召される者は多いが、選ばれる者は
少ない"多くの人がまだ来ていないが、すべての人が私に従うわけではない。しかし、本当にあなたがたに言います。すべ
てにおいて、私は私の言葉を蒔いた。キリストの種は決して枯れることはない。私の種は無駄にはならない。短い間不毛で
あった人の心も、実を結び、実を結ぶようになる。 

29 この世の道を涙で濡らし、血で印をつける女たちよ。あなたが新たな力を得て、愛の庇護、囲炉裏の火、私が地上
であなたに託した家の堅固な基礎となり、配偶者と子供たちをその翼で覆うひばりであり続けることができるよう、私とと
もに休んでください。あなたを祝福します。 

30 私は男を高く上げ、女の居場所を男の右手に置く。私は結婚を神聖化し、家族を祝福する。 

31 この時代、私は愛の剣を携えてやってきて、これまで人間によって置き換えられてきたすべてのものを正そうとす
るのだ。 

32 私の神性の弟子たち：私はここであなた方の間で、私の教えの本の別のページを示しているのです。 

33 今、あなたが食べているのは、澱みのないパンなのです。そして、あなたが飲む水は、飲む者を二度と渇かせない
ものである。 

34 あなた方はこの地上では外国人のようなものです。なぜなら、あなた方の真の祖国は他にあるからです。私はあな
たに道を示す──それは「約束の地」へと続く道だ。私の言葉は、あなたを進歩の道へと導く。私は、私の出発の後、あな
たが私の神性との完全な交わりを達成できるように、あなたを準備する疲れを知らないマスターです。 

35 今日、私の愛の言葉のノミが、あなた方の心を形作り、滑らかにしています。 

36 第一時代と同じく、あなたは今、「訪問者の砂漠」を横断しています。しかし、あなたがたは放浪の旅で飢えと渇
きで死ぬことはない。岩のように硬くなったあなたの心から、魂の渇きを癒す悔い改めと愛の水を湧き出させてあげよう。
正義と真理への飢えが人々 を支配するとき、わが言葉は砂漠のマナのようにあなたがたの上に降り、あなたがたはそれを糧
とすることができるだろう。 

37 あなた方が私のもとに帰る瞬間が来るのです。しかし、今は人の中にいて、真理の道を歩むことを教えることがで
きる。あなたは、私を信じて、第二の旅行鞄を持ち歩くことなく、さまざまな道に散っていくでしょう。しかし、あなたが
たは沈黙のうちに、謙虚に、誇示することなく働きなさい。あなたがたは夜営の隅で、あるいは木陰で私を呼び求めるにせ
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よ、私は戦いであなたがたを助け、祈りであなたがたを力づけるであろう。あなた方が私と一緒に認めてくれる日が来るで
しょう。 

38 あなた方は、私の出発が近いことを理解し、心を開き、魂を高めて私を見ることができるようにしなければならな
い。 

39 多くの声の担い手を通して、私はあなた方が私を疑うことがないように、自分自身を知らせたのだ。私は、社会階
層や生活環境、人種に関係なく、彼らを選びました。そのすべての人の口を通して、わたしはあなたがたに相続財産を与え
、あなたがたはわたしのことばがないために孤児となり、見捨てられたと思うことがないようにした。 

40 もしあなたが本当に自分を準備するならば、あなたは父の家からはぐれたすべての「放蕩息子」を迎える宴会のた
めの木、源、食卓となることでしょう。そうすれば、国々 はあなたの前にひれ伏すことなく、あなたを認め、私の前にひざ
まずくでしょう。 

41 いつでも、私の律法は、あなた方がそれを果たすにはあまりに曲げがたいと思われたからこそ、あなた方の霊的能
力に応じた理解しやすい宗派や儀式を作り出したのです。 

42 もし、あなたが第一時代の私の戒律に従っていたなら、イエスを認め、犠牲にしなかったでしょう。もし人類が第
二の時代の私の教えに従って生きていたならば、人間の知性を通して私の証を疑うことはなかったでしょう。 

43 国々 を裁くのは、あなた方ではない。しかし、わたしは、書いてあるとおり、あなたがたの中にある国々 や宗教団
体を裁くであろう。この民は、熱情、純粋さ、精神性の模範となるであろう。 

44 人類の嘆きは、私に向かって立ち上がりました。それは子供たちの泣き声であり、正義を求める若者たちであり、
平和を求める老人たちである。 

45 その理由は、人々 が知らず知らずのうちに、心の最も純粋な部分に持っている愛の種を失ってしまったからだ--

あまりに奥深くて、彼ら自身それを発見することができない。 

46 愛の種は、憎しみ、虚栄心、卑しい情念によって窒息させられてしまった。そうして、苦しみの杯は、澱みなく飲
まれるために、もう一回満たされる。 

47 世界が嵐の中で難破する中、あなたは救命ボートから冷静にその惨状を眺めています。 

48 泣いている人のことを考えずに、父の懐で眠っているのですね。しかし、彼らは運命の打撃の中で、私に奉納され
た礼拝を祝う。彼らは狂信と偶像崇拝に包まれているが、私はそれを受け入れる、私は父であるからだ。しかし、私の心は
完全な礼拝を待っていることを彼らに理解させるのです。 

49 祭壇から祭壇へ、儀式から儀式へ、宗派から宗派へ、人々 は命の糧を求めながら移動するが、その糧を見つけるこ
とはできない。そして、失望から神を冒涜する者となり、目標のない道を歩み、神もなく、律法もない生活を送るようにな
ります。しかし、人々 よ、彼らの中に偉大な霊がいることを忘れてはならない。彼らの中に、私は聖霊の預言者と弟子を発
見するのだ！」。 

50 私の言葉が響き、私の不思議が見られたあの国へ、あの民族、あの国民がキャラバン隊と大勢で出発できるように
、今、霊的に働く光の精たちが、平野、海、山、砂漠を通る道を用意している。 

51 では、その人たちがあなたのドアをノックしたとき、あなたは彼らに何を提供しますか？その時、不完全なものを
提供してはならない、彼らはそれに疲れているのだから。彼らは真理と慈悲と愛を求めてやってくる。彼らは、花の香りの
ように純粋なサービスを祝う方法を学びに来るのです。 

52 今日、私は後者にわが律法の成就を教えよと言う。その中には、三時の教えが含まれています。 

53 祈る気持ちを奮い立たせる。ゲッセマネの園の祈りの中で、私は、完璧な祈りがどのようにあるべきかを示しまし
た。 

54 あなた方が準備しない限り、わたしの道は閉ざされたままであり、わたしは大勢に呼びかけを行うことはないだろ
う。 

55 私は、あなたの不同意、不従順、無理解の間、あなたと別れたくありません。 

56 私の旅立ちのために、あなたはすでに私の十字架を用意してくださっているのですね」 

「恩知らずの十字架です。 

57 この時が驚きとなり、「父は去った」と言うことがないように、あなたがたの努力を倍加させる時間はまだありま
す。しかし、私は立ち会うし、先見者たちはその証人となる。あなたがたは、霊感によってわが声を聞き、家庭や地方で教
えるとき、語るのはあなたがたの唇ではなく、私である。 

58 精神と精神の対話はそのような時代に最高潮に達し、私の存在は時間の経過とともに、そして世代から世代へと、
これまで以上に明確に感じられることでしょう。 

59 これらの啓示を前にして、誰もわが言葉の不在を嘆くことはできないだろう。それにもかかわらず涙を流す者は、
私があなた方の間にいる時間を活用しなかったことを良心が咎め、そのため道を歩み続けるには弱すぎ、厄介だと感じるか
らである。 
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60 私とともにあったことの証人として、あなたがたに残ってほしいのです」 

「私があなたがたに編集を許可した『金の書』を人々 に見せるのです。 

61 この民の中には、祭司も牧師もいない。サーバントしかないでしょう。これらの集会所は、集会や勉強の場となり
、教会指導者は人々 の宣教の成就に気を配ることになります。 

62 多くの教えの治世は、非常に短いものになるでしょう。真理と正義と愛の種を含まないものは、すべて破壊される
からです。 

63 しかし、私の愛の仕事は、認められるでしょう。外国人がやってきて、ドアをノックする。彼を入れて、彼が休め
るように宿営地を用意しなさい。でも、もし彼が先に何か食べたいと言ったら、それをあげてください。彼が満腹になって
眠ったら、その眠りを守ってあげてください。目覚めて日の光を見るとき、彼の行った行為は彼の心の前に過ぎ去り、彼は
涙で最後の汚点さえ洗い流すだろう。そのとき、わたしは彼に白い衣を与え、わたしと共にある者たちのもとに置く。 

64 私は第3の時代に、人類に私の指示を与えている。あなたがたは、私が送った使者を信じなかったからだ。 

65 人間の生き物が私の神性、私の存在、私の教えを論じる一方で、私が完全な形で愛されている世界があります。 

66 ある人々 が最も純粋な精神性を獲得している一方で、あなたの惑星は大きな道徳的・精神的堕落の時を経験してい
ます。 

67 しかし、わたしの言葉を聞いているあなたがたは、わたしがあなたがたを人の間に送ったのは、謙遜とわが律法へ
の従順の模範とするためであることを知っている。私はあなたの魂に、わが恩寵をまとい、わが光に包まれ、その良心に律
法を背負わせた。 

68 あなた方がしばらくの間、破滅に陥り、暗闇に入り、弱さに屈したとき、私はあなた方を私の声で立ち上げ、それ
によって、私が汚れた中から自ら弟子を選ぶことができるということを人類に証明する。 

69 私は、あらゆる場面で姿を現す神のような善良な存在です。もしあなたが、私を霊的に求めて高みに行くことを望
まず、自然をじっくりと観賞することを好むなら、あなたはその中に私を見出すこともできるでしょう。その光線は生命と
暖かさを与える王家の星は、私を語っているのです。あなたに命を与える空気は、私自身の息です。 

70 しかし、あなたがたが作品や祈りの中で私に霊的に身を捧げるとき、あなたがたはあの世に存在する恵みと、父の
天の宝庫に奇跡と啓示を約束する光への道を知覚するのです。 

71 あなた方は来世の生命が持つこれらの美しさを知っているので、主のぶどう園で熱心に働いているのです。 

72 労働者の間に愛があり、慈悲があることを望みます。 

73 私があなたの肩に載せた木は重くありません。あなたの魂に託された仕事を成し遂げることは不可能ではありませ
ん。わが力を信頼するならば、不可能を可能にする歩みを見ることができ、わが教えに従順に生きる者は、わが近くにいる
ことがわかるだろう。 

74 私は、十分な準備をした「働き手」をみな、地球の国々 に派遣して、良い知らせを伝えよう。 

75 あなたの魂は今日、肉体と大きな戦いを繰り広げているのです。私の名において、それを打ち負かす誘惑に立ち向
かうために剣を抜いたのだ。 

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 218 
1 祝福された人々 ：あなた方は、主の愛であなた方を養い、試練の時にあなた方を強めるために、絶え間なく集まり

、あなた方を呼んでいる主に会うために来たのです。あなたはすべてを捨てて、私の話を聞きに来るのです。父親が子供を
残し、母親が揺りかごの中の赤ん坊を残し、自分と自分の快適さを求めている。若者はこの世の快楽を捨て、老人は試練の
重荷を忘れ、皆、人間の不幸、病気、恐怖を捨てて、我と共に歩み、我に向かって言う、「先生、私たちは早い時間に祈り
、魂を高め、私たちの羊飼いのエリヤは神の言葉を聞く用意をしてくれました」。私たちを受け入れてください" 

2 あなた方は、私が選んだこの国の国境にまで枝を広げたこの木の陰で団結し、その多くの枝の下で同じ言葉、同じ
意味を聞き、私が長い間与えてきた同じ実りを受け取るのである。 

3 あなたがたの中から、地上のすべての民の中で長子となる民を創った。いつでも選ばれた者でありながら、唯一、
わたしに愛された者ではない。なぜなら、私は世界中のすべての民を、いつでも愛し、愛してきたからである。しかし、こ
の者、わたしに選ばれた者は、わたしを唯一に愛し、わたしの好意に値することを示したのだ。 

しかし、私が与えた恩恵によって、それは豊かな守銭奴となり、それゆえ、「私は最も愛され、選ばれた者、他の者の
上に立つ者、主の霊に最も近い者である」と言った。残りの者は私の前にひれ伏すべきだ。父はその律法と恩恵を私に注い
だのだから」。しかし、私はあなたがたに言う。驕ることなかれ。三代に渡ってあなた方に授けられるのは、私の喜びであ
る。3つの長い時代の間、私はあなたが持っているさまざまな体の中であなたの魂に作用した。それは、あなたが私を手本
とし、私の贈り物を共有し、あなたの同胞に対する愛に満ち、その木陰と実がすべての迷い人のためにあるようにするため
である。 

4 しかし、今、この時代、私の霊によって啓発され、あなた方は、父が前の時代にあなた方に与えたもの、イエスが
第二の時代にあなた方に教えたものを理解し始めている。そして私はあなた方に言う：再び金持ちの守銭奴のようになるな
、愛ゆえに弟子たちに自分を与えるあの師のようになれ、と。あなた方が他の友愛共同体に自らを示すとき、優越感に浸っ
てはならない。また、あなた方だけが三つの証書を所有し、その所有者であるとも、契約の箱、幕屋、象徴を所有したとも
、言ってはならない。いや、みんな！？あなた方は皆、一つの御霊、一つの父から生まれたのだから、主の選ばれた民、祝
福された家族に属することができると、異なる人種の兄弟姉妹に伝えてほしいのです。 

5 そうすれば、自分の使命を理解し、世界の救いとなることができるだろう。あなたがたはもはや、霊的に立ち上が
る方法を知らない子供たちに御自分を理解させるために、御父が物質的に御自分を聞かせることを許さず、霊から霊への祈
りの中で、私にこう言うのです：「父よ、あなたの玉座にとどまってください」。私たちが物質化し、罪を犯したために、
あなた方は長い間苦しみながら下降してきたのです。第三の時代になっても、あなたは私たちにいろいろと語りかけて指導
し、あなたの弟子であるこのあなたの民に、あなたの力とあなたの徳を注いできたのである。人類への責任として残す" 

6 いつの時代も、あなた方は人間であるために、私の法を実現することはあまりにも難しく、そのため、太古の昔か
らさまざまな宗教を作り、不完全な形でそれを実践してきました。もし、第一時代にモーセが伝えた私の律法に従っていた
なら、父の言葉であるイエスが来る必要はなかったでしょう。その主人がなぜ苦しんだかというと、ユダヤの人々 が主人を
誤解し、自分たちの中から追い出し、主人が誰であるかを知ることも感じることもなく、十字架につけてしまったからです
。 

7 その人たちは、自分たちで準備することもなく、神の掟に従うこともなく、これらと戒めから自分たちの掟を作り
、それを満たすことができると考えていたのです。しかし、神の師は人となり、その誕生、生命、情熱をもって、神の知恵
の書に新たなページを書き記した。その中で、すべての言葉は力強い働き、血で封印された言葉と行為によって裏付けられ
た。このようにして、あなた方は第二の聖書を受け取るのです。もし、あなた方がこの二つの聖書に従ったならば、私はこ
の時代に人間の伝達によって、不完全で滅びやすい知性の器官を通して、自分自身を知らなければならなかったでしょうか
？もしあなたがたが、私が愛情を込めて与えたわが戒律とわが教えを実践していたならば、今日、私を批判することもなく
、私を疑うこともなかっただろうに、私は人間の理解力を通して自らを明らかにしているからだ。 

8 三種の神器を統合し、私の言葉を偽ることなく、また神秘化することもない。それは、私が人類に残す遺産です。
わが霊の光があなたを照らし、あなたの魂は自分が誰であるかを知り、その過去を記憶し、さらに私がなぜこの時期に来た
のかを知り、私の教えを理解することができるのだ。 

9 このようにして初めて、3回に渡って与えられた私の仕事の純粋さと完璧さが認識され、それは人間の宗教や思想
の上にあるのです。それは、すべての魂の道であり、命であり、始まりであり、終わりである」 

「私の知恵の本には、それが書かれている。 

10 なぜ、宗派や主流の教会は私を認めず、これほどまでに理解の欠如を示すのでしょうか。わたしを聞く者は、だれ
も裁いてはならない。わたしは、書いてあるとおり、すべての国とすべての宗教団体を裁く。 

11 謙虚に使命を果たせば、世界はあなたを信じてくれるでしょう。言葉や儀式に飽きたこの世界は、模範を必要とし
ている。あなた方、イスラエルは、いつでも純粋な種を受けたのです──誰を手本にすればいいのですか？これまでに生ま
れた宗教団体の中で、わが戒律のすべてを守ることに注意を払ったものはどれだろうか。ただ、言えることは、その中で敬
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虔な人に出会ったら、彼らを手本にすることです。愛に出会ったら、相手の愛をお手本にする。もし、彼らの中に私に対す
る敬愛の念を見るならば、彼らを見習いなさい。そうすれば、あなた方は美徳を理解し、各人に正当な報酬を与えることを
学ぶことができるであろう。しかし、決して不完全なもの、非難されるべきものを手本にしてはならない。もし、何が正し
くて何が間違っているかわからないなら、祈り、私の言葉に耳を傾け、あなたの良心に助言させなさい。 

12 人類の嘆きは私に届く。子供たち、若者たち、壮年の男女、老人の苦悩は上へ上へと突き抜けていく。それは正義
を求める叫びであり、平和と慈悲を求める懇願であり、聖霊から発するものである。この世の愛の種は堕落し、愛が今どこ
にあるか知っているか？人間の心の最も奥深いところに、人間がそれを発見することができないほど、奥深いところに。憎
しみ、権力欲、科学、虚栄心が種を押しつぶし、霊性も慈悲もないのだから。苦悩の杯はますます満ち、世界はそれを澱み
なく飲み干す。 

13 しかし、皆さん、救命ボートから安らかに、父への信頼に満ちて、解き放たれた嵐を思い浮かべるのです。その戦
国のある者はわが霊を冒涜し、またある者は不完全な宗教カルトを実践しているが、あなた方は私を讃える。しかし、皆さ
んはこの試練の時に目覚め、やがて愛と霊的な知識によって団結することでしょう。 

14 弟子たちよ、わたしはあなたがたを受け入れ、あなたがたをすぐに赦す。私はあなたに愛されていると感じたいし
、あなたがたがお互いに調和して生きていくことを望んでいます。不在の子はわが懐に帰り、理解不足や無知によってわが
もとを離れたとしても、その行いを私が非難することを恐れてはならない。あなたの魂を愛撫して、失ったものを取り戻し
たいのです。私の願いは、あなた方がこの人生の甘美さを味わい、逆境を受け入れる方法を知り、柔和に忍耐強く生き、上
へ上へと成長するよう努力することです。誰が私をあなたから取り除くことができようか。また、私があなたを愛し、あな
たを守ることを妨げる力があるだろうか。 

15 一方、あなた方は、私から距離を置き、「放蕩息子」のように振る舞うことができる。そして、心が痛むときだけ
、あなた方を愛し、あなた方の側にいて、あなた方を脅かすあらゆる危険から救い出す準備ができている父がいることを思
い出すのである。 

16 私は、あなたが私の中に愛する父、誠実な友人、信頼できる人を見るように、いつもあなたの中に信頼を植えつけ
てきたのです。 

17 放蕩息子のたとえを思い出しなさい--

大きな罪の重荷を負う者よ、私がすべての愛と赦しの上にいることを思い出しなさい。あなた方は、完全で、欠点のない、
純粋な私のもとに来るよう定められていることを忘れてはならない。今日、あなた方は心を形成し、偉大な霊的な仕事をす
る機会を得たのですから、このような時期を利用して、「追放」の日々 を短くしなければなりません。 

18 あなたはすでに過去の時代の経験を持っていて、賠償の法則があることを知っているのに、どうして自分の道を大
きく前進させる代わりに、過去の過ちに陥ろうとするのでしょうか？ 

19 今、罪を償い、汚れを洗い流している人類を見よ。その汚れたものを浄化し、修復するために、大きな激動が起き
ているのです。 

20 私の言葉は実現する。あなたは、私の予言の大部分が、あなたの信じない目の前で実現するのを見たのだ。その他
にも多くの人がやがて見ることになり、その証人となる。この時代のために発表したように、私の判断は開かれています。 

21 混沌が国々 を包む。ある者は目を覚まし、苦しみの理由を知っているが、多くの者は眠ったまま、これらの試練の
原因を見ようともせず、満足に生きている。 

あなたがたはその理由を知っている、知恵の書を読み、わたしのことばがあなたがたを準備したのだ。何も驚くことは
ない。しかし、人類への警鐘を鳴らすには、まだ未熟です。まだ強くはなっておらず、足取りも不確かなままです。あなた
方は私の言葉を聞いたが、理解できないか、理解できても適用しない。あなた方は、一つの民族であることを知っていなが
ら分裂し、私があなた方に与えた使命を耐え難い重荷のように感じているのです。 

と問いかけます。私は真理の光であなた方を啓発してきたのに、なぜあなた方はこの教えの核心に迫ることができない
のですか。私はこの永遠の命のパンをあなたがたに食べさせたのに、なぜあなたがたは強くないのですか、一粒でも食べれ
ば飢えた者に命を与えるのに十分なのです。それは、あなた方が私のことばに慣れてしまって、使わないで受け取っている
からです。あなたがそれに満たされている間、多くの飢えた人々 がそれを受け取り、それによって養われることを切望して
いることを忘れないでください。 

22 この言葉が終わるときが近づいているのです。そして、私の弟子たちの心の中に残り、書物に書かれて人類に知ら
れることになるに違いない。私は、1950年以降、あなた方が、礼拝の行為と私の指示と戒めへの従順さにおいて、最大の
純度を維持することを望んでいます。そうすれば、私があなた方と一緒にいたことを証明することができる。 

23 すべての課題は、あなたの能力と強さに応じて与えられている。恐れではなく、愛から仕事をする。私の教えの核
心を見よ。私の父なる愛と赦しは、すべてのわが子たちの中に現れている。 

24 私の言葉を聞くあなた方の心に、私はどんな幸福を見出すだろう。私は、あなたが戦いに完全に立ち上がる時を待
っている無限の忍耐です。私は、あなたの未来を明らかにしました。 
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25 私の旅立ちの後、あなた方の一日の仕事はどんなに素晴らしいものになることでしょう。まだ、想像もつかないで
しょう。今回は男を納得させるために、いくつか秘密を明かします。 

26 私は、第二時代の漁師たちが自分の仕事と義務を果たしているのを見て、「私について来なさい、これからはあな
たたちは人を釣る漁師だ」と言ったように、あなたたちを驚かせたのです。私は彼らに病人を癒す能力を与え、言葉の贈り
物を与え、私の啓示で彼らを啓発し、取り憑かれた者を解放することを教えたのです。そして、彼らが準備し、強化された
ところで、私の救いの教義を適用するために、道を示し、さまざまな場所に誘導しました。 

27 この時代、あなた方は12人の選ばれし者ではありませんでした。あなた方は、私が様々 な木陰に集めて教えた多
数の群衆である。あなた方は、世界を脅かす大きな試練の中で、人々 に勇気を与える存在となるのです。 

28 もうすぐ霊界が姿を見せなくなる。そのときに揺らがないように、自分の才能を開花させてほしい。 

29 直感的に、あるいは夢の中で、"起きなさい 

"というあの世の声を聞くことができるように、目を覚まして生きてほしい。そして、病気や自然の力が解き放った暴力が
荒廃させた家や土地に足を向けるのだ。もし、あなたが辺境の地に行かなければならないのなら、父の指示を聞きなさい。
父は時を示し、道を示してくれる。 

30 教会や宗派の人たちが見に来てくれる。彼らはあなたの権威を試すでしょう。ある者は、あなたの才能を確信して
、あなたを物質的な目的のために利用しようと金銭で誘惑します。私の仕事をビジネスにする者は、すべて私の恩寵を失う
ことを忘れないでください。 

31 私はもうじき、人間の伝達手段で話すことはなくなる。これは文書で定められたことだからだ。しかし、私はあな
たを見捨てない。私はあなたにインスピレーションを与え、私の存在を感じさせます。あなたの良心は、あなたの体に深い
痕跡を残すために時間を許さないでしょう。 

32 私の教えが誠実に実践されていない祈りの家や集会はすべて消え去り、苦境にある者の避難所や救命ボートとなる
ものだけが生き残ることになるのです。 

33 私の出発の後、この民の浄化が行われる。その時、この世の戦いや争いが本格化し、その後、平和が訪れ、不幸が
去るのです。 

34 闘争の時には迫害され、敵対されるのだから、強くあれ。仕事もパンも拒否される。しかし、その時、私は私の慈
悲と私の力をあなたに現すだろう。あなたは飢えに苦しむこともなく、あなたの顔は決して醜くなることもなく、困窮する
こともない。そして、あなたの魂は、第一時代の砂漠を抜けて約束の地に向かう旅を思い出し、あなたが渇いていたとき、
岩が開いてその新鮮な水を提供したことを思い出すでしょう。砂漠の太陽が照りつけると、雲がマントのように覆ってくれ
、飢えと欠乏に脅かされると、父の愛のメッセージとしてマナが降ってきたのです。 

35 何よりも、明日になってから「準備していなかった」と言われないように、警告しておくのです。 

36 誘惑に陥ったり、驚いたりしないように、わたしはあなたがたにはっきりとした方法で、わたしの教えを説明して
いるのだ。 

37 私はいつも、あなたが私の意志を理解し尊重できるように、あなたが準備するのを見たいのです。あなたがたは、
わが教えを受けた最初の者であり、わが身を人に伝えるために降りてきた証を自ら体験したのだから、後に続く者たちのた
めに良い模範を残す努力をしなければならないのだ。あなた方は、自分の霊的起源、自分の任務、私があなた方に託した使
命を知り、自分の魂を見守り、自分の徳を保つことができるようにしなければならないのです。 

38 あなた方が進化し、次々 と転生して地球にやってきたとき、過ぎ去った時代を通して、私の仕事は不変で、変わる
ことがないことがわかります。私はいつも同じ性質をあなたに示し、私の父なる愛、私の無限の忍耐、私の贖罪の業を感じ
させます。しかし、これだけの証拠があるにもかかわらず、あなたは私を認めないのです。あなた方が目覚めて、私が与え
た時間を説明し、その中であなた方が救いを得ることが必要なのです。 

あの世に旅立つ時が近づいているのに、収穫を捧げるために私が呼んだその時に、あなたは急いで私のところに来なか
った。この収穫は、祈りによって培われた種からなるものである。さらに、あなたの魂は、悔い改めと高揚の最高の状態に
なるであろう。 

39 覚えておいてください：あなたは私の霊の一部なので、私と同じように命と恵みを持っています。あなたは自分の
起源という点で純粋であり、同様に、あなたが戻るとき、あなたは私に到着しなければなりません。ですから、今は、元の
清らかで完璧な状態に戻るために、絶え間なく闘わなければなりません。 

40 兄弟姉妹と自分自身を慈しみなさい、あなた方は皆、一つの家族、一つの魂を形成しているのですから。あなたの
頭上には、あなたの救済、あなたの向上のために働く存在たちがいて、あなたの保護者として空間を横断し、有益に働いて
いるのです。彼らの協力がなければ、あなたはどうなってしまうのでしょう？あなた方は私の意志の解釈の仕方を理解して
おらず、刻々 と誤りに陥っているからです。 

41 精神的な保護者の苦労を思い、その仕事を苦痛に感じないようにサポートする。彼らの道をアザミで汚してはなら
ない。常に危険を警告する彼らの声、歩みを導く彼らの助言、導く彼らの光に耳を傾けてはならないのだ。彼らと調和して
生きれば、あなたは私と完全に交わることができる。 
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42 バッジや物質的な特徴で仲間と自分を区別してはいけないのです。あなたがたは、行ないによって区別され、その
行ないは、あなたがたの同胞があかしすることになる。そうすることで、周囲から信頼され、敵を味方にすることができる
のです。 

43 皆さんは覚醒しているわけではありません。しかし、私は各集会所で準備された1つの心を使い、残りの心を目覚
めさせようと思う。そうすれば、召集の時、主の正義の時、あなた方全員が、わが職人の手にかかると平等な、一つの果実
を私に捧げることができるだろう。そうすれば、父なる神が人類に呼びかけを与え、地上のすべての民があなたの国にアク
セスできるようになり、私が文章で残す御言葉だけでなく、あなたの模範も受けに来るようになるのです。 

44 こうして私の教えは、すべての教えの中で道を切り開くことになるのです。なぜなら、最終的にそれは他のすべて
のものに打ち勝つからである。 

45 行動と実例によって確認されない教えは、自ら死刑を宣告したようなものだ。しかし、行いによって確認された教
えは、すべて勝てるのです。私の例、第二時代の犠牲の死は、あなたに多くを語っています。そして今日、私はあなたに伝
えます。自分の言葉を血と命で封印する者は、真実と魂の強さの模範を示すものである。 

46 今の時代、血で言葉を封じたり、命で封じたりはしないでしょう。世界はあなたの命に飢えることもなく、あなた
の血に渇きを覚えることもない。人は真理と愛と慈悲を渇望している。あなた方が狂信に陥ることなく自らを準備し霊化し
たとき、父なる神が教えてくださったように、私の神法と人法に心から従うとき、あなた方は世界にその救いの秘密、あら
ゆる方法での平和と救いの秘密を与えることになるのです。 

47 私の仕事は、科学や人間の制度に反対するものではありません。それは、結婚や家族に対して向けられたものでは
ありません。正義や愛に関わるものに対して向けられるものではありません。 

48 本当にあなたがたに言う。他の時代において、人間がわが神性のしもべとして科学に立ち向かったとしても、その
しもべはわが身を敬わず、わが身を理解せず、わが身に従わなかった。私がすべての霊性の起源である以上、私はすべての
科学の起源でもあるからです。しかし、もしあなたがよく「父は人間の科学を嫌う」と聞いたとしたら、これは科学そのも
のを指しているのではなく、人間が与えた目的を指しているのです。私は、人類を破滅へと導いた悪い科学を忌み嫌う。--

生命と生命の基盤を破壊するために、人間が悪に仕えてきた科学だ」。これこそ理系の憎むべきところだと私は思う。しか
し、人類の恩人となったすべての科学者のために、たとえあなたが彼を神聖視していなくても、私は霊的な面において選ば
れた場所を持っているのです。 

49 これは、あなたが狂信に陥らないように、今日、マスターがあなたに告げたことです。なぜなら、わたしがわたし
の光で人々 を鼓舞し、彼らがその行く手に生命の要素を見出すようにしたからである。もし、人間が科学を利用することが
わが意志でなかったなら、われは自然の力を創造しなかったであろうし、人間が進歩と発展のために利用したすべてのもの
を地球の内部と生命の圏に配置しなかったであろう。しかし、私はすべて、魂と肉体のリフレッシュと利益、そして上向き
の発展のためにやったのです。 

50 すでに太古の昔に、私は地球をその最初の住民に与えて言った。「私はそれをあなたの世話にする。生えろ、増え
ろ！"しかし、この文は、人類を増やすための人間としてだけでなく、魂として、知性として、あなた方に与えたのです。
わたしは、あらゆる方法と分野で、霊と真理によって、あなたがたをふやすからである。 

51 この時、私は余分なもの、不必要なもの、悪いもの、非難されるべきもの、あらゆる悪い種に対して反旗を翻す。
私の霊的な教えによって、私は科学を悪のために利用しようとするすべての人々 と戦いました。人が私の真理に目覚めるま
で、私はすべての悪しき科学と戦うだろう。そうすれば、昼間の光のように、この教えはあらゆるところに浸透し、すべて
の人を目覚めさせることでしょう。そのために自らを準備し、人々 の間で自分の任務、使命、責任を認識するのです。 

52 私の仕事が教えてくれることを認識すること。私の教義と私の言葉があなたに開く地平を見よ、そして魂がいかに
大きく、距離がいかに短いかを考えよ。愛を持って祈った者は、兄弟の痛みを感じながら、自分を解放し、ここから遠いと
ころへ行き、苦しむ人々 に自分の愛と癒しのバームと愛撫を残していったのである。 

53 わが民イスラエルのこの祈りのために、すべての集会の場所でわたしに向かい、わたしは地上の世界を祝福し、わ
が光と父のような愛撫とを与える。私の愛の力がすべてのハートに届くように、すべての人が私を感じ、私の真実への道、
道を探す旅に出るようにします。わたしは今、彼らがわたしに届くように、すべてを整えている。 

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 219 
1 今この瞬間、私の癒しのバーム、私の力、私の愛撫をあなたに捧げます。 

2 私はあなたの十字架を担う者です。地上で私の十字架の重荷が圧迫されるようになったとき、私の重荷を共にする
、心に慈しみを持った人がいたからです。 

3 私はここにいる--

あなたが道で倒れたとき、助けに駆けつけ、あなたの魂に力を与え、その道を進むことができるように持ち上げてくれる。 

4 一歩一歩、地上の人生の「ゴルゴダ」に近づいている。そこで、あなたの魂は私にこう言うだろう。「父よ、あな
たの手に私の霊をゆだねます。すべてが成し遂げられたからです。」。 

5 その時が来て、この言葉を語るとき、その任務を終えた者は幸いであり、その平安と祝福は偉大なものとなる。 

6 皆さんには、たとえボロボロになっても、モノがなくても、その頂上に到達してほしい。そこであなたは、今まで
感じたことのない私の存在と私の慈悲を感じることでしょう。 

7 そこで私は男を、女を、両親を、母親を待っているのだ」 

「この世に生を受けた者はすべて、果たすべき使命を帯びている。 

8 山頂を目指しますか？あなたの運命の人である私を信じてください。愛を持って試練を受け入れ、それが何であれ
、唇に微笑みを浮かべ、心に信仰と降伏をもって、わが意志に従いなさい。 

9 私が全知全能であることを忘れず、疑いや弱さが誘惑につながらないようにしてください。 

10 時々 、あなたがたがこの世で泣きながら、私が霊の至福に満ちた天国に住んでいると思うとき、あなたは私の愛を
疑う。なぜなら、地上の何百万もの被造物が死ぬまで苦しんでいるのに、父が喜びを持っていることを理解できないからだ
。なぜなら、わが子たちの最後の一人が救いの地に到達するまで、わが幸福は完成しないことを、あなた方は理解しようと
しないからである。 

11 私はあなた方の父なのだから、子供たちの気持ちに共感せざるを得ない。そうすることによってのみ、あなた方は
、あなた方一人ひとりが苦しみ、自分 

の痛みを感じている一方で、神の霊はすべての子たちの痛みを分かち合っていることを 理解するのです。 

12 その証として、私はこの世に生まれて人間となり、この世のすべての苦しみと罪を表す十字架を背負うことになっ
たのです。しかし、もし私が人間として、あなた方の不完全さという重荷を背負い、あなた方の苦しみをすべて感じたとし
たら、私は神として、わが子たちの苦難を前にして無感覚でいられるだろうか。  

13 私の霊には、まだ誰もその音を聞いたことのない賛美の歌がある。痛み、不幸、闇、罪が消滅したとき、その歌は
宇宙全体に響き渡るだろう。その神聖な音はすべての魂に響き、父と子はその調和と至福のコーラスで一体となるのです。
このハーモニーが私の愛する子供たちの人生を照らすとき、本当に私はあなたに言います、石さえも話すでしょう。 

14 あなたの魂を浄化し、それを発展させ、完成させ続け、あなたの信仰を消えない炎のように常にあなたの中に持ち
続けてください。 

15 地球に住む限りは、地球での生活をできるだけ楽しいものにするよう努力してくださいということです。来世で安
らぎを得るために、泣き、苦しみ、血を流す必要はないのです。 

16 もし、あなたがこの地上を涙の谷から幸福な世界に変えることができたなら、そこでは互いに愛し合い、善行に励
み、私の法の中で生きることができたなら、この人生は、あなたがどんなに苦しみと不幸と涙に耐えても、私の目にはそれ
以上に立派で高貴なものに映ることでしょう。いつになったら、精神生活と人間生活の境界線がなくなるのでしょうか。い
つになったら、自分の存在を、永遠を迎えるために死を拒否して、一回限りの人生にするのですか？この知識の光は、世界
にスピリチュアライゼーションが花開いた時に初めて人々 の中に宿る。 

17 私の言葉の光は、魂が埋もれている物質主義の闇から、この時代にあなた方を救う--

真理は身近にあり、自分の中に持っているが、それを認識することを許さない闇である。 

18 第三の時はあなた方とともにあり、その証拠と徴候が人に与えられ、さらに大きな鐘が鳴らされて生者と死者を目
覚めさせる時のように、さらに大きなものが後に続くだろう。 

19 祈り、観察し、瞑想し、私のインスピレーションに導かれるように。あなたの魂が創造主に挨拶するとき、あなた
は善良さと高揚に駆り立てられるのを感じるので、あなたはいつもそれを認識することができます。 

20 "天にまします神に栄光あれ" "地にまします善き人に平安あれ" 

21 私の慈悲によって選ばれた幸いな人々 ：私はこの腐敗と混乱と苦痛の時代にあなた方を選び、あなた方を一つの家
族に結びつけ、地上の人々 の間で平和の民を形成するために選んだのだ。 

22 あなたは混沌の時代を生きている。このような試練の時に、自らを精神化できる人だけが、痛み、混乱、迫りくる
嵐を乗り切ることができるのです。この世のあらゆる不条理、人間の苦難を乗り越えた者だけが、世界の混乱に平然と耐え
ることができ、大海原の漂流者のように、一片の木片にしがみつくことができるのだ、それが私の愛への信頼となる。 
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23 この時のために、私はあなたを準備しているのです。だから、私を手本にしなさいと教えているのです。しかし、
あなた方だけが私の教えに従うことは、私の意志ではない。私は、あなたの心の美徳、あなたの言葉と作品が、この時代に
私の教えを受けに来なければならないすべての心を引きつけ、人々 がその数を増やし、力をつけ、人類の間で高められるよ
うにと願っています。 

24 しかし、近づいてくるこの混沌、この嵐、この試練は何からできているのだろうか。人類がまだ飲んでいない苦し
みの杯の酵母である。長い間、自分の行いでその杯を作ってきた人間は、最後の一滴までそれを空にして、自分自身の仕事
とその実りを認識する必要があるのです。 

25 祝福された人々 ：自己中心的な考えで、国や民衆の中で権力を主張する人々 は、偉大な魂であり、力を授かり、偉
大な使命の持ち主である。しかし、それらは私の神性に仕えているわけではありません。彼らは、その偉大な才能と能力を
、愛と慈悲に役立てることができなかったのです。彼らは自分たちの世界、法律、王位、家臣、支配領域、そして自分たち
の目標を定めることのできるすべてを自分たちのために作り上げたのです。 

しかし、自分の王座が訪れで揺れていると感じると、強敵の侵略が迫っていると感じると、自分の財宝と名前が危険に
さらされていると見ると、誇大妄想と地上の虚栄心と憎悪と悪意で満たされ、自分の仕事、自分の考えが後ろに苦痛と破壊
と悪の痕跡だけを残すかどうかを気にせず、全力を挙げて敵に向かって身を投げ出すのである。彼らの頭にあるのは、敵を
滅ぼし、さらに大きな王座を築き、国々 を、富を、日々 の糧を、さらには人々 の生活をも支配するための最大限の支配権だ
けである。 

26 私はあなた方を私の兵士として準備しているが、破壊や悪を引き起こす兵士ではなく、憎しみや堕落、暗闇や貪欲
の兵士ではなく、霊性、兄弟愛、愛、優しさ、慈悲の兵士として準備しているのだ。あなた方は、模範である私を信頼し、
真理と正義という武器に自信を持ち、力強く出発するべきだ。私は、あなた方が、同じく強力ではあるが、あなた方以上で
はないその敵とすでに戦えるように、あなた方を準備しているのだ。 

27 霊性に目覚めた日には、闇は光に比べると弱いこと、愛の抗しがたい力の前では憎しみは原子にすぎず、この原子
は真の慈悲に触れると消えてしまうこと、物質主義は霊の賜物の前では衰退することを理解するようになるでしょう。物質
的なものは儚いですが、精神的なものは永遠の命を持っています。 

28 あなた方は今、世界の混乱を解消し、物質主義と狂信から解放することのできる精神化された人々 を、あなた方の
模範によって、すでにあなた方が持っている善良な思考、言葉、行為によって形成しようとしているところなのだ。 

29 あなたが私から聞いていない教え、あるいはあなたが理解できなかった教えについて、人々 があなたに質問すると
き、私はあなたを通して語り、人々 を驚かせるだろう──学者、神学者、力ある者、全権者、審判者、地上の教導委員たち
よ。 

30 私は、私の三位一体・マリア主義の霊的教えが、空気がどこまでも流れるように、光がすべての闇を一掃して世界
を照らすように、どこまでも浸透するように見守るつもりです。私の作品が広まるように、私の教えが広まるように。それ
は、あらゆる宗教団体、あらゆる施設、あらゆる人間社会、あらゆる心、あらゆる家庭に浸透していくだろう。それは長距
離を移動し、砂漠や海を越えて、この世界を満たすでしょう。なぜなら、全人類にとって第3の時代、光の時代が幕を開け
たからです。 

31 私はいつでも、わが顕現を人間的にしてきた。第一の時代、私がモーセを選んで、あなたがたにわが身を知らせた
ことを思い出してください。彼は私の口利きであり、メッセンジャーであった。 

私は彼を山に呼んで言った、「モーセ、顔を低くしなさい、あなたは私を見てはならないから。行って、あなたがたの民に
告げよ、わたしは彼らの主であり神である、わたしは彼らの先祖の神である、そして、彼らが内から外から身を清め、わが
戒めと律法と戒律とを受けるにふさわしい者となることは、わが意志である、と。モーセを通して、わたしは父として、律
法として、義として、自らを明らかにした。彼を通して、わたしは選ばれた民に自分自身を知らせた。その人を通して、わ
たしの戒めをすべての心に入れさせる。 

32 第二次世界大戦では、もっと近くにいたいと思っていました。民衆が私を容赦ない裁判官としてのみ見ることは、
私の神意ではありません。私の子供たち、つまり私に似せて作られた生き物の愛撫を感じたかったのです。愛と優しさの行
為として、父は人となり、魂の偉大さである謙遜、法則の真の実現、愛に満ちた人生──正義、永遠、真の理想のために戦
うことを人に教えるために、人となりました。 

33 ガイドとして、人類が研究するための開かれた書物として与えられたイエスの教えは、地球の他のどの民族にも、
どの世代にも、どの人種にもないものである。正義の戒律や慈愛の教えを伝えるために旅立った者は、道案内人、使者とし
て私から地上に送られたのであって、神としてではないのだから。キリストだけが神としてあなたのもとにやってきたので
す。彼は、人の心が受け取ることのできる最も明確で偉大な教えをあなたにもたらしました。 

34 しかし、今、この時代、愛する人々 よ、私はあの第二時代のように人間にはならなかったが、人間の知性を通して
わが被造物すべてにわが身を伝えることを喜んだのだ。霊的な谷」や「無限の空間」においてさえ、「私の神聖なプレゼン
ス」は感じられた。なぜなら、完成への梯子には多くの階段があり、「霊の谷」にも無限の空間にも多くの世界があるから



U 219 

56 

だ。しかし、まことにあなたがたに告げますが、私は常にすべての人にわが身を知らせ、彼らが身を置く世界の霊的レベル
に応じて、わが啓示は彼らの間にあったのであります。 

35 ある人が私に尋ねた。"人は罪深く、不純で、卑しい情念を持っているのに、なぜ父は人の心を通して御自分を知
らせられるのですか？" 

と。私の祝福の光線は、すべて純粋で完全なものであり、父は人間の罪に対して憤りはないが、不純な者とは接触できない
。したがって、私は「足台」の霊のところに来て、私の光、私の言葉、私の指示を、声を出す人の心に伝えるのは、この霊
なのである。すでに前もって、"足台 

"は、愛の行為、畏敬の念、準備のために、私の前に立ち上がり、低次の情念と肉の傾きを私の教えの完成と混ぜないよう
にしている。 

36 しかし、やがて私は、もはや人間の知性によって自らを知らしめることはないだろう。霊から霊へ、この効果を発
揮できるときが来るからです。そうすれば、私の神聖な光線はあなたの霊にも届き、そこで私の声を聞き、私のインスピレ
ーション、私の予言、私の指示を受け取ることになるでしょう。今、私があなたを導いているのはそこなのです。 

37 人間の心を通して私が現れる最後の瞬間に、あなたが私に言うことができるように、私はあなたを指導し、あなた
を許し続けるだろう。「主よ、私たちの罪と悪がいかに大きいものであったことか。私たちはそれを理解し、自分の内と外
を清め、精神生活においても人間生活においても清めたのです。そして今、私たちはあなたの無限の慈悲に身を委ねます。
私たちは互いに愛し合い、すべての被造物を愛し、一つの身体と一つの意志を形成しているからです。" 

38 あなたが1950年にそこに到達するとき、罪人も敬虔な者も、その目はわが栄光のすべてにおいてわが身を見るで
あろう。 

39 皆さん、強く道を歩んでください。皆さんの精神は、この地球上で困難な使命を果たしているのですから。愛によ
って自らを清め、私の法則に従う者だけが、もはやこの惑星に転生する必要はないのです。しかし、「最後の」生まれ変わ
りで血や悪の痕跡を残した者は、過ちを償い、破壊されたものを再建し、命を落としたものに命を与え、許せなかったもの
を許すためにこの地上に戻らなければならないのである。一言で言えば、償うということです。 

それゆえ、私の無限の愛があなたに言います：「疲れを知らない地上の巡礼者よ、長い間、苦渋を胸にあなたの道を歩
んできた者よ。あなたを慰め、あなたを強くし、あなたが最後まで人生の道を歩むことができるようにと願っておられる方
を見なさい。" 

40 あなたがこの旅を始めたのはずっと前のことであり、私があなたの道に姿を現したのは初めてのことではありませ
ん。私の慈悲は、倒れた人をよみがえらせ、病人を癒し、「死者」に生命を回復させました。父の声が眠れる者を目覚めさ
せた。 

41 あなたの魂は私の霊があなたに放つ光によって啓発され、過去を霊的償いと魂の発展の長い道として見ているので
す。また、私の教えの忠実な証人となるために、あなた方が主人に対して負っている責任も理解しているはずです。諸教会
、諸宗派の代表者が質問、調査に来る日が来るので、気まずい姿は見せたくない、と言っているのです。彼らはあなたが謙
遜であることを知るだろう。しかし、その謙遜さの中で、わたしの知恵を明らかにするのだ。 

42 人類はあなた方を必要としています。精神的に地球上で最も古い人々 の代表であるあなた方は、私があなた方に授
けた贈り物を隠してはなりません。私があなたの前に開いた本を参照しなさい。 

43 いつの時代も、創造の初めから、わたしはあなたたちと契約を交わしてきた。私が提供したものは、忠実に実行さ
れました。しかし、あなたがたに言うが、わが民は常にその誓いを破ってきた。 

44 私はあなたを愛し、あなたの救いを望んでいるので、この契約を6回更新しました。 

45 第二の時代に私が選んだ十二人には、人間の美徳と弱点が具現化されているのです。私は彼らの美徳を人類の模範
とインセンティブとし、彼らの不完全さを利用して、あなた方に偉大な教訓を教えました。トーマスの信じられないという
のは、自分が触れたり見たりしたものだけを信じる事実主義者のことを表している。 

46 ペテロは人の裁きを恐れる者、ユダは心の品物を売る者を体現している。 

47 今回、私は地上の富を与えるのではなく、他の時にすでに与えているのである。今、私はあなたがたを知恵に富ま
せる。 

48 いつの時代も、科学者たちは私の啓示や霊的な顕現を否定し、争ってきました。しかし、私は科学と戦わない。な
ぜなら、私は科学だからだ。私は、人のために、その爽快さを鼓舞するのである。あなたがたに言うが、科学を利用して悪
をもたらす者は、わたしに感化されていないのだ。 

49 私の言葉をその意味によって知ってください。私はぶどうの木であり、彼からぶどう酒を飲むのです。 

50 私について行くために必要なものは何ですか？すべてを捧げます。私は今、あなたの心の中に永遠に住むための聖
域を築いている。人間の声を伝える者を通してのわが言葉は、やがて聞こえなくなり、あなたの魂だけが、その時、無限の
中に響くのを感じることになるからだ。 

51 霊化された者は幸いである。彼らは私の存在を感じ、不幸と涙の中で自分の道を歩みながらも、この人類に慰めと
救いをもたらす者となるのだ。 
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52 私の普遍的な光線があなたの知覚を照らし、あなたの中を流れるこの光の中で、あなたは私のプレゼンスに満たさ
れていると感じる。先見者たちは、すべての魂を包むこの光に思いを馳せ、喜びを感じているのです。彼らはイスラエルを
示す大いなる書物を見たのであり、その中には教えが含まれており、それは第六章に開かれているのである。 

53 あなたは私の言葉を聞いて、あなたに約束された王国をとても近くに感じ、あなたを待っている至福の時をすでに
感じているのです。あなたが私を父として認識し始めるので、あなたの恐れはすべて消え去ります。そして、選ばれた民で
あるイスラエルの民に与えられたわが約束が、別の時に成就するのを見ると、希望に満ち溢れ、わが律法への矯正と服従の
大決心をし始めるのである。 

54 私の再臨に際して、偉大なる光の魂たち--今、あなたたちに私の王国の近さを告げ、人間の心を整える存在--

が私に同伴するのだ。 

55 あなたの世界は、私のプレゼンスによって照らされているのです。まもなく、あなたは精神的な再生の時代に入り
、すべての美徳の再生をもたらし、より高い次元の人生に身を置くことになるに違いありません。しかし、私があなたのと
ころに来たように、魂が苦闘し、自らを完成させ、痛みの中で償う人生の他の世界にも来たのです。この世界とあなたの世
界の間で、私は契約と友好を結びたいのです。私は、あなた方の思いを、そこに住む存在と一つにし、あなた方の兄弟姉妹
の苦しんでいる魂を慰め、啓発する祈りを彼らに捧げて欲しいのです。 

56 そうすれば、自分の使命は目に見える兄弟姉妹を助けることにとどまらず、自分の知らない存在、現在の生活世界
からは直接感知できない存在、それでも自分を必要としている存在がいることに気づくでしょう。 

57 今日、あなた方の家であるこの世界は、私の明確な顕現があなた方に与えられており、あなた方が私と執り成し、
私があなた方に話す存在たちのために祈るのに適しているのです。 

58 どの時代にも、私は知恵と本質と愛に満ちた自らを明らかにしてきた。あなたがたは、わが啓示の証人であった。
わたし，エホバがその最初の日から世界に語りかけたことを知らない者があろうか。イエスにおいて、私があなたがたに私
の教えを与えるために来たことを知らない者があろうか。私は今日、『永遠の叡智の書』に記されたあらゆる言葉と謎を説
明し、解釈するために来たのだということを人類に知ってほしいのです。 

59 あなたの途切れることのない人生の旅路で、あなたは私に守られてきた。あなた方は永遠の放浪者であり、あなた
方を待ち受ける未来を知らないのです。いつ嵐がやってくるか、いつ平和の虹がかかるか、推し量ることはできない。あな
た方を見守る私だけが、あなた方が準備できたときに、これから起こることを告げます。この地の谷は、ある時はあなたに
とって心地よく、甘美であったが、ある時は敵対し、涙を流してあなたの魂を清め、清潔にした。 

60 道に疲れたあなたがたは、わたしのもとに来なさい。この木の陰に入りなさい。この木は、すべての子に対する慈
悲と愛に満ちて、あなたに姿を見せます。そして、あなたが休んで、すべての苦しみが和らいだら、苦しんでいる人たちの
ことを思い、その人たちのために執り成しなさい。あなたの仲介がなくても、私は彼らにすべてを与えることができるが、
愛と哀れみと慈悲がその子の中に現れ、兄弟姉妹の痛みや幸せを分かち合うことは、私に喜ばれることである。 

61 あなたの存在に限界はない、肉の終わりは魂の終わりではありません。大地に沈むと、後者はそれを生き延び、新
しい命の中に、さらに努力し上昇するための無限の刺激を見出すからである。そして、魂は自らを抑圧していた肉体から解
放され、その持てる能力と美徳を発揮するための広い活動領域を見出すことができます。 

62 イエスが十字架で死んだとき、あなたたちは人間のイメージを消し去り、私を無限の存在として--

すべての世界を貫き、私の愛で宇宙を包み込むことができる存在として--思い描いたのです。 

63 みんな平等だと思い、兄弟として愛し合いなさい。1950年以降、あなた方の間で「オフィス」は消滅するからだ
。指導者も、声の主も、「柱」も「先見者」も、「贈り主」も「金の羽」も、「礎石」も、もう違いはないのです。重要な
ことは、たとえあなたが何の役職にも就いていなくても、私があなたの仲介を通して私の執り成しを実行し、あなたがそれ
によって導かれるように、あなたが準備するのを見るだけで十分であることです。 

64 これらの役職に就いた人だけが、大きな使命を果たす力を持つわけではありません。私は、あなた方全員にこの大
義のために奉仕してほしいし、あなた方一人ひとりが自分の中にすべてのオフィスを持つことで、私の仕事に対する責任を
感じてほしいと思っています。 

65 私の言葉は、もはや物理的に聞こえるものではありません。そうすれば、あなたは自分の考えを高めることによっ
て、無限の中に私を求めることになるからです。あなた方は、功徳を積むことによって私を喜ばせようとし、それによって
より大きな霊的進歩を得ることができるのです。 

66 あなた方は本当の兄弟姉妹だと思い、互いに親近感を持ち、私に近づけるよう、団結して生きてほしいのです。私
の仕事をより深く理解したあなた方は、兄弟姉妹たち、最初の一歩を踏み出そうとしているすべての人たちを指導してくだ
さい」。手を取り合い、守り合う。これは私の意志です。 

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 220 
1 弟子たちよ、私に歓迎されよ。 

2 ここに、第二の時代の約束を果たし、聖霊としてやってきて、その光で地上を照らす師がいる。 

3 私とともに、私を疑い、私を冒涜した者たちが、今日、悔い改めて許しを請い、私のしもべとなるのだ。 

4 私が来る前に、エリヤはあなたと共に夜を払い、光をもたらし、私という恵みと知恵の源にあなたを近づけるため
にいた。 

5 私はあなたが準備したのを見つけて、私のテーブルに座らせて私の料理を味見させました。 

6 霊的に私の血を一滴一滴流し、あなたが二度と道から外れないように、償いの道を開くためです。 

7 私の愛はあなた方に注がれていますが、あなた方全員がそれを受け入れているわけではありません。ある者は心で
感じ、ある者は無表情である。しかし、わたしは誰もわたしの食卓から排除しない。 

8 この宣言の中に私の存在を真に感じた人々 は、孤独と見捨てられたと感じていた彼らの心を、私の言葉が慰めてく
れたことに感謝する。 

9 この集会場は父の家ではない、私の祭壇はあなたの心の中にある。あなたの信仰は、私のために灯されたろうそく
であり、あなたの良心は、あなたの道を照らし、あなたを悪い道から遠ざけ、奈落の底を警告し、善を行うよう促す、より
高い光である。 

10 あなたがたは、わたしがすべての被造物を創造したように、光を創造したことを知っている。それは、あなたがた
の「日」と呼んでいるその光が、あなたがたに創造の栄光を明らかにし、わが愛とわが力について知識をもつようになるた
めである。 

11 私はあなたを「私のかたちに似せて」創造した。私は三位一体であるから、あなたの中にもこの三位一体が存在す
る。 

12 あなたの物質的な身体は、その形と完璧な調和によって、創造物を象徴しています。あなたの魂は、人間となり人
間界に愛の軌跡を残した「ことば」の姿であり、あなたの霊は、聖霊の神聖な光の輝きである。 

13 人がわが律法から離れ、良心の声に耳を傾けないときはいつでも、誘惑と闇と罪の夜に入ったのである。そして、
私は彼の行動を判断しなければならず、私の判断で彼は苦痛を味わいました。しかし、私はいつも彼に懺悔する機会を与え
、償いの時間を与えました。私の裁きに、罪人はひれ伏した。しかし、その後、私の赦しと恵みの贈り物を受けたとき、彼
は再び罪に陥ったのです。あなた方の神は、あなた方の間で人間となり、母なる神は、その母性愛であなた方を救済するた
めに女性とならざるを得ませんでした。 

14 スピリチュアルな面では、あなたはすでに長い道のりを歩んできています。そして今、あなたは新しい世代が最も
優しい子供時代から明らかにする直感と展開に驚いているのです。彼らは多くのことを経験した魂で、人類を進歩させるた
めに再びやって来たのです。しかし、それらによって、人は皆、心の平安を得ることができるのです。私が話すこの存在た
ちは、あなた方の子供になるのです。 

15 もう、砂漠を横断する時間も、無駄な作業に没頭する時間もないのだ。未来を考え、明日の人類を準備する。あな
たが私の教えを語り、私の癒しのバームを注ぐとき、人々 は驚いてあなたに尋ねるでしょう。"あなたは誰からそのような
素晴らしい教えを受け、誰があなたに病気を癒す特別な力を与えたのですか？"と。そうすれば、人々 は私の「働き手」た
ちの愛の業に、私の力を認めることでしょう。 

16 魂は、その発展と完成、進歩と償いのために、さまざまな輪廻転生の中で7つの段階を与えられています。しかし
、これまでの地上生活を記憶することは与えられていない。体内物質は、それを覆う濃密なヴェールのようなものです。良
心だけが、光の道、つまり完成への道を進まなければならないという直感を与えてくれるのです。 

17 この道は7段の梯子で、魂を私の懐に導き、そこにとどまり、下の段にいる人々 に永遠にその光を放ち続けるので
す。 

18 これは、私の神聖かつ永遠の計画です。あなた方は私の協力者であり、物質主義の鎖を断ち切ったとき、やがて私
とともに君臨することになるのです。 

19 急げ！今日できることはすべてやりましょう私の指示に従えば、この世の最大の混乱の中にあっても、私の平和を
体験することができます。 

20 そうすれば、信仰と希望と愛が、天使のようにあなたの魂の上に舞い降りることでしょう。 

21 私は心、魂、そして精神を啓発し、この私の顕現の時に、私の言葉の知恵を理解することができるようにします。
この時代は、次の世代に、自分たちが生きている時代を理解してもらうために、その足跡を残していくのです。 

22 私は、あなたの魂を啓発し、強めるために灯台として来たのであり、私の声を聞いて信じたすべての人々 のために
復活したのである。なぜなら、高貴な生活の安らぎを知ったとき、彼らは自分を取り戻し、改めることを決意し、余分な財
を放棄したからです。もし彼らが試練に立ち向かえるなら、私の善意ある兵士の軍隊を形成することになる。彼らは、私が
創ったものを利用しながらも、なお私を否定する霊的に乱れた人々 が住む悪の世界に対抗するのだ--
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灼熱の砂がさまよう者の足の裏を焼く砂漠と化した世界にね。この無情な砂漠の中で、人々 はイデオロギーの嵐に無情に打
ちのめされることになるのだ。 

23 われに聞け、覚悟を決めろ、恐れるな。もしあなたが自分の中に信仰を持ち、私の仕事を理想とするならば、あな
たは私の力を杖として人生の道を支えることができるのです。 

24 愛と信仰があなたの心の中で証明されるようにしてください。あなたがたに言うが、悪はいつもこの壁で止まって
いるのだ。それにしても、愛する弟子たちよ、非常に苦い杯を飲まなければならない。 

25 戦いは私の出発の後に始まる。私がもはや人間の知性を通じてあなた方の助言者ではなく、あなた方は私があなた
方に残す書物の中にのみ私の言葉を見つけることになるのだ。 

26 私の言葉は、今まで謎であったことをすべて説明し、あなたにとって未知のものは何もなく、勇敢に試練に立ち向
かえるようにした。 

27 あなたは私の教えによって、消えない喜びの時を過ごしました。崇高な喜びを待ち望んでいたあなたの魂は、私の
宣言の意味の中に、あなたを待ってい る真実の光、魂の人生を思い浮かべることができたので、満足したままでしょう。 

28 その存在を予期することで、魂は永遠の至福を感じ、身体は蘇り、まっすぐになる。その時、人間はすべての痛み
、闘い、放棄が、魂への正当な報酬である平和を見出すことを知るからだ。 

29 今、あなたが身につけているものは霊化です。霊化は永遠の命の知識でもあるからです。しかし、あなたが創造物
と調和するようになったとき、私の法則の中で生きることになるので、あなたは別の形の霊性を見出すことになります。 

以前は肉体の衰えが道の終わりを意味していたとしても、今はその時初めて道が始まることを知るのです。身体はつか
の間の衣服に過ぎない。 

あなたはすでに、自分が物質であるだけでなく、本質でもあることに気づいています。 

30 しかし、あなたはこう尋ねます。「マスター、では、本質であるものが物質であるものと混ざり合うことはあり得
るのでしょうか？そして、あなたがたに言う、「そうだ、私の子供たちよ。全知全能である父は、造られたすべてのものの
中におられ、それがいのちを持つようにと願っておられるからです。" 

31 常に真実を聞く。それはまるで、底にあるものをすべて見せてくれる澄み切った水のようです。あなた自身のイン
スピレーションで私を発見することを理解する。 

32 偉大な啓示を語るときでさえ、わが言葉は単純である。あなたがたに真の天国に至る道をわかりやすく説明したよ
うに、今度は、人間が恐怖を与え、無知という目隠しをするために、宗教や間違った解釈によって作り出した地獄を、私の
言葉で廃止すると言っているのだ。 

33 私の言葉は、本のようにあなたの前にページを開き、来世の簡単なイメージを与えているのです。人々 が法律を忘
れて教会的な形で宗教を実践する時代は過ぎ去り、それは義務に反する行為を意味する。 

34 私はあなたを怖がらせるために来たのではありません。私はあなたに愛を植え付けるために来たのです。 

35 私はあなた方に、私はあなた方を罰することはない、あなた方が蒔いた実を刈り取ることだけを許し、それが甘け
ればあなた方の至福と救いとなり、苦ければあなた方の悔い改めと自己完成への願望を呼び起こすと教えてきたのだ。 

36 イスラエルの人々 よ、あなたがたの闘いを助けるために、わたしは光と恵みに満ちた新しい日を用意し、わたしの
ことばであなたがたをリフレッシュさせるようにした。 

37 幼い時から、青年期、壮年期、老年期に至るまで、あなたは私を求めてきたのです。あなた方はさまざまな年齢で
私のもとにやってきました。私は、イスラエルの人々 を構成する共同体の中に、生まれたばかりの子どもから高齢者まで、
あらゆる年齢層の人々 がいるのを見ます。 

38 老人がわたしに言う、「わたしの父よ、わたしは遅くまであなたのもとに来ました。そして、ごく短い間、私はあ
なたの言葉、あなたの恩恵、あなたの慈悲を楽しむでしょう。"しかし、父は彼に言う。「老いぼれよ、わたしと共にあり
なさい、二度とわたしから離れることはない。そうすれば、あなたの魂が『霊の谷』の入り口に到達したとき、つまり、新
しい人生に入ったとき、あなたはもはや老いることはないでしょう。あなたはいつまでも若く、強くありたい。 

体が疲れ、病んでいる今になって、わが教義の光を知るために来たと不平を言ってはならない。わが働きの懐で成長し
、今日、男や女となり、旅立ち、わが言葉に疲れ、わが助言とわが愛撫を忘れて、新しい道を求めて旅立った子供たちを、
われは呼び寄せたことを思い起こせ。しかし、わたしは彼らを再び引き寄せ、最後の時に、彼らはみなわたしと共にある。
わたしは魂が宿る生命のすべての面にいるからである。" 

39 人間は、祈りと善行を怠ることによって、善の道から離れると、道徳的な強さ、霊性を失い、誘惑にさらされ、そ
の弱さの中で罪を許し、それが心を病ませるのである。しかし、わたしは医者として病人の陣営にやってきて、わたしのす
べての愛と世話を彼に与えた。私の光は、彼の熱にうなされた唇に新鮮な水のように注がれ、私のバームを彼の額に感じた
とき、彼は私に言いました。私は魂がとても病んでいて、すぐに死が訪れるだろう 

"と。しかし、私は彼に言った。"あなたは死なない。命である私が来たのだから、あなたの失ったものはすべて回復する 

"と。 
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40 職務を全うし、あなたが行ったすべての悪を善に変えなさい。私はあなたに、この偉大な再生の仕事を成し遂げる
魂の強さを与えます。あなたには大きな仕事があるのだから。 

41 これが「三度目の正直」での出会いです。あなたの苦しみや恐れを知っています。しかし、あなた方は皆癒される
。あなた方の中には永遠の命の原理があるのだから。 

42 あなたがたは、自分自身をわたしにふさわしくする一方で、あなたがたの心を、わたしの言葉を入れることのでき
る、内も外も清らかな器として、わたしに差し出すことができるように、自分自身を準備しなさい。私が与える光で、あな
たはそれを理解することができます。 

自分の「言葉」の一つ一つから文章を作り、素敵な本を作る。私は、あなたが同胞に語りかけ、人類が感じている真実
と正義への渇望を満たすことができるように、あなたの知覚を訓練しているのです。 

43 私の言葉を大切にしなさい。私の別れの時に、「なんて素晴らしい特権を得たのだろう、私には理解できなかった
」と言われないように。 

44 あなた方には、親切で愛情深い父親がいるにもかかわらず、その父親を軽蔑し、その父親がこの世に目を閉じ、私
がその徳ゆえに好かれた子供たちの中の「精神の谷」に居場所を確保させて初めて、その父親に対する愛と感謝の欠如に嘆
き、自分たちが持っていたが感謝しなかった善に遅すぎたことに気づく子供たちのようになって欲しくありません。 

45 私があなた方と一緒にいる今、あなた方が世に言うことができるように、働きなさい。"主は現在進行形で語り、
その存在を証明する"私を求める者を私のもとに連れて来なさい、彼らは信じるからです。明日は、仲間を説得するために
、大いに覚悟を決めるのだ。 

46 あなたは一瞬たりとも、泣くほどの苦しみに襲われ、私にこう言うのです。"主よ、平和を約束されたのに、なぜ
私を試されるのですか"。でも、試練があるからこそ、魂は目覚めるのです。快適さの中で、信仰の光が消え、苦難と完成
の道にとどまる。体が痛くても、心が苦しくても、元気を出してください。今日、私の仕事の中で、あなたは心の平和と健
康を取り戻したのですから。 

47 あなたが十分な準備をして、開かれた目と発達した直感をもって人々 のもとに行き、敬意をもって彼らの心の内側
に入り込み、彼らの痛み、魂の貧しさを発見する日が来るでしょう。そして、私の教えによって、彼らの苦悩を和らげ、魂
を励ますことができるようになるのです。 

48 私の言葉を適用すると、必ず奇跡を体験することができます。あなたの期待を決して裏切りません。もし、あなた
方が十分に準備すれば、あなた方は自分の任務と私の意志を果たすことができるのです。 

49 私は各会衆に具体的な課題を与えました。ある者は、霊的な才能を伸ばすために仲間からの理解を得られない人々
のための救いの箱舟として、またある者は、私の知恵を注ぎ込む光の源として、私が用意したものである。また、他の者に
おいては、私は自分を愛として現し、誠意と慈悲で彼らを溢れさせた。また、新しい教会や新しい「働き手」が現れるだろ
う。私は今、「最後の者」を集めているのだから。これらは、「1人目」のスタッフのような存在になります。今はまだ幼
い子どもたちですが、彼らは私の弟子となり、後に新しい世代の教師となるのです。 

50 認められるためには、私のすべての戒律を全うし、徳に生きなければならない。私の仕事では、皆さんは「最初の
人」も「最後の人」も平等です。後者は、私の指導を受けるために、より短い時間で準備をしなければなりませんでした。 

51 働く者たちよ、あなた方の知性によって霊界が完全に現れ、あなた方の唇から出る言葉が大きく、霊的な本質を持
つように、自らを鍛えなさいということです。私のインスピレーションがあなたの心を通過するとき、それが不明瞭になる
ことを許さないでください。責任が大きいから、報酬も大きい。自分の使命を果たしたときに与えられる喜びや安らぎを、
あなたは知らないのです。あなたの贈り物は大きな価値があり、あなたに真の至福をもたらすでしょう。 

52 様々 な性質を持つ実体のない魂が、慈悲を求めて「労働者」に近づき、彼らがあなた方の心の扉が閉ざされ、あな
た方が彼らに何の慰めも与えないことに気づいたとき、あなた方の脳は疲れ果て、貧しい魂はあなた方の間に苦痛と落ち着
かないという影響を残していったのである。 

53 ミッションの達成は、あなたを待っています。慈しむこと。"イスラエルは、困窮する魂に光と平和をもたらすた
めに用意された存在です。これを果たすまでは、大きな義務の十字架を感じ、その十字架は自分の仕事を終えるまで離れな
いでしょう。 

54 貴重な報酬として、私の平和を約束します。 

55 あなたは思考が浄化され、私の声を聞く準備ができています。私はたゆまぬ努力であなた方に我が身を示し、我が
神聖な顕現を繰り返し、あなた方の心の中にまだ存在する疑念を取り除くことができるようにするのである。 

56 私がこの民の中にいたことを誰も否定できないように、私の存在と私の本質を明らかにした。 

57 私が声帯を通じて伝える知恵は、書物から取り出したものではなく、人間が時間の経過とともに獲得しうる知識の
集積でもないのです。また、人類のように歴史の知識を伝授するわけでもない。 

58 私は、あなたと同じような知識を持つ人を通して、私の光を現す。私が必要とするのは、短期間、神性の道具とな
り、口寄せとなる者の知性の純粋さと魂の誠実さ、そして私の話を聞く者たちの霊的準備と集まりだけである。この思考と
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意志の結合が行われるとき、私の霊の光があなたのもとにやってくるのです。この瞬間、あなたの魂は物質主義から解放さ
れ、あなたの心は善を理解するのです。そして、あなたの全存在は、私の助けなしには、霊的であれ物質的であれ、偉大な
行いを成し遂げることはできないと確信し、父に近づく必要を感じるようになるのです。 

59 あなたは疑いによって引き裂かれた心で私のもとに来た。長い間、真理を探し求めながら、それを見つけることが
できず、私の言葉を聞いたとき、最初は疑っていた。しかし、その後に信仰が生まれ、自分の身体や物質的な生活とは別に
存在するものを知りたくなったのですね。その霊的な贈り物を理解したいと思い、今持っている肉体は土の中で死んだまま
だが、魂は生き続けているのだと自分を納得させたのです。 

60 そして、自問自答するのです。魂とは何か？どのような形で生きているのでしょうか。永遠の命を宿す世界に入る
ために、私たちはどのような準備をしなければならないのでしょうか。どのような発展を遂げるのか？また、他の霊や、神
格そのものとどのような関係を持つのでしょうか。 

61 その興味は、後にますます魂の必需品となり、声の主から聞いたことが自分の心 

を深く揺さぶったことを認識することになる。 

62 あなた方は、誰に強制されたわけでもなく、騙されたわけでもなく、来たのです。あなたがたは、これらの場所が
質素で謙虚であることに気づいたのである。それは、私の言葉の輝きとなっています。 

63 第二の時代にはすでに「召される者は多いが、選ばれる者は少ない」と言ったことを思い出しても、悲しむことは
ないだろう。実は、選ぶのは私ではないのです。私はすべてを呼び集め、私を愛し、私に従おうとする者は、私と共にある
。もし、召されたあなたがたが、わたしに従う者になりたいと思うなら、忍耐しなさい。 

64 私の言葉と私の啓示は、すべての人のためにある。ある人は早く、ある人は遅く、しかし、すべての人はそこに到
達することができます。 

65 人間というのは、自分の意志の自由によって、自分が理解しやすい道、進みやすい道を自発的に選ぶものである。
私はすべての人に呼びかけを行いますが、最善の道を選ぶのは、最もよく準備された人です。 

それは、私の言葉を聞きに来た者が、呼びかけに応じ、私の教えを聞いて震えるのと同じである。彼はその中に自分の
求める真理を見出し、もはや離れることはないだろう。これらの人々 は、人間が建てた教会の展示や栄光を必要としない人
で々あり、それはもはや献身や信仰を鼓舞するものではないからです。人間が霊化を遂げれば、これらの教会は不要になる
ことを知っているのだ。彼の準備は完全への呼びかけとなり、それは私の神性が彼を浄化するために接近するものです。こ
うして、私は彼の心に宿り、彼と私の霊との間に真の霊的交感を生み出すのです。 

66 もし一瞬でも自分の物質的な部分を完全に捨て去ることができたなら、魂はあの世の光に包まれるのを感じて至福
に満たされることでしょう。この光は、私のディバイン・レイを通して、限られた形であなたのもとにやってきます。私は
、私のプレゼンスをあなたたちに知覚させるために、自分自身を制限している。なぜなら、私は普遍的な力、創造、力、光
、命であるので、私のすべての力をもってあなたのところに来ることはできなかったからです。 

67 この力を乱用すれば、あなた方は自らを傷つけることになるでしょう。 

68 精神的な面でも同じことが言えます。自分の魂に必要な神性の一部を使わなければならない。自分の受けた火花に
、自分の心の糸 

を動かすインスピレーションを感じるすべての力があることを知っているからだ。その中に、神と人間の間に存在しなけれ
ばならない調和を見出すことができるのです。 

69 このことは、あなたが自分の魂の部分を高めて、あなたの心が彼方のインスピレーション、つまり、あなたの生き
るべき道を教えてくれる高い助言を受け取ることができるように、この顕現を理解するためにお話ししているのです。そう
すれば、自分の一番小さな部分が、殻として持っている体であることが理解できるはずです。 

70 私は太陽のようなもので、あなたはその閃光のようなものです。小さく作られたのは、自分の長所、能力を伸ばす
ことで成長するためです。その純粋さを、試練や罪の中で汚してしまったのです。あなたがたは、自分の意志で上へ上へと
発展する道に置かれ、その中で功徳を積み、収穫を得るのです。 

もし、あなたがずっと天の高みに住んでいたとしたら、上へ上へと進化するためにどんな努力をしたでしょうか？もし
、あなたが最初から偉大な人であったなら、自分自身を成長させるどんな願望があなたの中に存在し得たでしょう？もし、
あなたが常に完璧であったなら、私はどんな功徳を積んだというのでしょう。しかし、あなたは地上に来て、地上で完璧や
善とは逆の感覚を発見したのです。あなたは悪につながる誘惑、肉の弱さ、世の中の誘惑を経験しました。そして、自分と
は異なる性質を持つ肉体の殻の中で、魂の葛藤が始まった。魂は──最初は世界と自分を取り囲む自然によって混乱してい
た──無気力に陥り、肉体が地上の条件と肉体の情熱に従って成長し働くのを許した。 

71 そして、魂が自分自身の考えを形成し、知識と高みを得るために、あるものは他のものより完全で、他のものより
寿命が長く、すべて異なる傾向のある身体で、次々 と地上にやって来る必要があったのである。こうして徐々 に、人類の中
での自分たちの未来と、その先に待っている霊的生活を理解するだけでなく、知るようになる時が来るかもしれないのです
。生存のための闘いの中で深い知識を得た者は、その発展のために新たな地上の身体を必要としなくなり、生命の霊的世界
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に住むことができるようになるのである。こうして、彼は完璧への階段を一歩一歩登っていき、私のところにたどり着くの
です。 

72 あなたの運命はとても大きく、あなたの霊魂は私に似ているので、どうして偶像崇拝に陥り、手で像を作り、その
中に私を拝むことができるのでしょう。なぜ自然の中で私を賞賛しないのですか？私があなたの世界を飾った無数の美と驚
きに、あなたの知らない何千もの世界が輝く大空に、生命、律法、服従を語りかけ、そこから愛の祈り、感謝、信仰の宣言
を形成することができるのでしょうか。 

73 魂よ、今がその時だ。目覚めよ、起きよ、我のもとに来よ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 221 
1 人々 よ、私は今、あなた方の心の最も繊細な糸に触れて、あなた方を準備し、私の教えを受けるにふさわしい者に

しようとしているのだ。 

2 私は今、第二の時代に高い運命を果たすために人間となったそのスピリットであるディバイン・マザーを通して、
あなた方に語りかけているのです。 

3 マリアは、その美徳、模範、そして完全な神性を明らかにするために遣わされたのです。彼女は男の中の他の女と
同じではなかった。彼女は異質な女性であり、世界は彼女の人生を熟考し、彼女の考え方や感じ方を学び、彼女の魂と身体
の純粋さと優美さを知ったのである。彼女は、シンプルさ、謙虚さ、無私の精神、そして愛のお手本です。しかし、彼女の
生涯は当時の世界やその後の世代に知られていたにもかかわらず、彼女の美徳、つまり処女性を認めない人がたくさんいる
のです。処女でありながら母親であったという事実を説明できないのです。その理由は、人間はもともと不信心であり、覚
醒した精神で神の業を判断することを知らないからである。もし彼が聖典を研究し、マリアの受肉と彼女の先祖の生涯を探
求するならば、彼はいずれ彼女が誰であるかを知ることになるだろう。 

4 マリアは生まれながらにして神であり、その霊は父と子と一つである。彼女は「神の言葉」が受肉する純粋な被造
物として、太古の昔から人類に告げられた選ばれた娘であるのに、なぜ人間的に裁くのか？ 

5 それなのに、人はなぜ、私の力を冒涜し、疑い、私の仕事を尊敬せずに調査するのでしょうか。その理由は、私の
神聖な教えに浸っておらず、経典に書かれていることを熟考しておらず、私の意志に身を委ねていないからである。 

6 第三紀である今日、彼はまた、マリアが自らを人に知らしめることに疑問を抱い 

ています。しかし、彼女は私の神霊に宿る最も優しい愛の体現者であるため、私のすべての作品に参加していると、私はあ
なたに言います。 

7 私はこの真理の証拠をあなた方に与え、あらゆる時代の預言者たちにマリアを普遍的な母として証しすることを許
したのです。今日、この才能を持つ人々 は、同様に、彼女がアレゴリーやパラブルの中に姿を現しているのを見た。科学に
導かれ、物質化、虚栄心、快楽が人を真の道から迷わせ、世界が息を呑むような速さでさまざまな道を進んでいるときに、
あなたは彼女のとりなしが多くの危険からあなたを救っていることを感じています。 

8 それゆえ、わが民の心を呼んで教え、そしてこのグッドニュースのメッセンジャーとして送り出すのである。 

9 私の使者はいつも拒絶されてきた。しかし、心配することはない。全能の神がしもべたちとともにおられるのだか
ら。というのも、すべての人がキリストの中に神の存在を認めることができず、キリストの中に預言者や啓蒙主義者を見よ
うとしかしなかったからです。 

10 私は、私の人生、私の超人的な働き、私の超人的な死を通して、私自身の証しをしなければなりませんでした。そ
して、その真実に鑑み、多くの人々 が心に熱い信仰を抱いて、私の教えを証しするために旅立ったのです。 

11 私は死んだけれども、あなたのもとを去りはしなかった。犠牲の死の後、私は霊的な生命に満ちたご自身を現した
からです。私は「霊の谷」にいる私の民のところに来て、そこで彼らを準備し、私の光で包み、純潔の白い衣を着せて、再
び人間になるためにこの世に送り出した。しかし、わが民の部族を統合する時が来たので、この地の片隅に呼び寄せた。あ
なたがたは、まことにイスラエルの民であるが、血によってではなく、霊的にである。私の王国はこの世のものではありま
せんし、あなたの永遠の家も地上のものではありません。 

12 あなたの王と主が、謙虚さと愛に満ちて人間の堕落に降り立ち、第三の時代の光に照らされた死者たちに教えを説
いているのを見よ。 

13 もう偶像崇拝のカルトに私を求めないでください。もはや狂信的に私を愛する時代ではないのです。私は太古の昔
から、あなた方の間にあるこうした邪悪な傾向を退け、祈りによってわが霊との直接的な交わりを明らかにしてきた。 

14 過去の書物は、今日、私があなたがたのために繰り返していることを明らかにすることができた。しかし、人間は
私の真理をあえて偽り、不純物を混ぜて広めた。そうして今、精神的に病み、疲れ、孤独な人類がいるのです。 

15 だから、あなた方が混乱しないように、私の目覚ましを声帯で聞くのである。 

16 私が今、あなたがたの前に示している道には、過去に私があなたがたに教えたことを発見することができるだろう
、それらはすべて同じものだからだ。 

17 人々 は、正義と真実と慈悲と愛を求め、憧れを持って自分の道を歩んでいくのです。人間の無関心さゆえにつまず
き、倒れる。しかし、第三の時代にこの声を聞いた者は、私の存在を感じ、私の霊的本質で飢えと渇きと苦痛を満たしたの
だ。しかし、私の出現を目撃した人の中には、神が罪深い人間を通して御自身を現すことはあり得ないと考え、それを否定
する人もいるのです。 

不信心者に対しては、神性の最も純粋な光は人間の罪深さによって薄められることはないと言う。なぜなら、わが光は
人間の善行や悪行の上に無限にあり、さらに私は暗闇に住む者に光を与えるために来たからである。 

18 罪人のところに来て、その心を慰め、父の温かさを感じさせ、永遠の命のパンの味を知らせることは、神の喜びで
ある。 
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19 わたしの言葉を聞き、あなたがたが主の民であることを知る者たちは、--

今まであなたがたは、時の初めから父から与えられた使命を果たさず、律法を隠し、苦しみをもって道を蒔いたことを理解
するのだ」。しかし、苦渋と運命の一撃は、あなたに痛みを分からせ、あなたの姉妹である人類を理解し、愛することがで
きるようにしたのです。 

20 私の言葉は普遍的なものです。しかし、もしそれが全世界の人々 に聞かれないとすれば、それは彼らの物質主義が
人の目を暗い包帯のように覆っているからであり、彼らの霊的聴覚が神の言葉を聞く感度を失っているからである。 

21 危険な時代がやってくる。戦争は、その計り知れない痛み、悲惨さ、悲しみをもって、再び人類を揺り動かすだろ
う。思考と感情は混乱に陥り、これらすべては、人類が愛と正義のわが法則に従順でないことを指摘することになる。しか
し、愛に満ちた父である私は、混乱に反対し、大空に平和と救済の夜明けのように私の光を輝かせるだろう。 

22 明日、あなた方が世の光となり、同胞の間でいのちとパンと慈しみと愛となるように、私はあなた方を準備してい
るのです。 

23 わが言葉を貫き、その意味の中に私を見出すのだ。 

24 魂の光と平和である私の言葉は、この瞬間、あなた方の心に降り注ぐのです。私の光は、「三つの時」に私の神の
啓示を受けたこの人々 を望んでいるのです。 

25 イスラエルは眠っていたが、突然、わが来臨の兆しが目覚め始め、それを妨げた。私は人々 の間に身を置き、彼ら
のために新しい時代を切り開いたのだ。 

26 私は新しい教えの中で、過去の教えよりも包括的な教えをもたらしました。なぜなら、より多くの心を受け入れ、
より大きな魂の発展を見出したからです。 

27 私が地上の民の中から一人を選んだということを、好意的にとらえてはならない。私はすべてのわが子と、彼らが
形成した民を等しく愛している。 

28 すべての民族は地上に使命をもたらし、「イスラエル」がもたらした運命は、人々 の間で神の預言者となり、信仰
の道しるべとなり、完成への道となることである。 

29 最初の時代からあなた方に与えてきた私の予言と啓示は、人類がそれを理解する時がまだ来ていなかったので、正
しく解釈されなかったのである。 

30 かつて「イスラエル」は地上の民であったが、今日では世界に散らばる人々 である。明日、神の民はすべての魂か
らなり、彼らの父とともに完全な調和をもって「神の家族」を形成するのであろう。 

31 私の言葉は、人間を未知の、より高い、より美しい人生に入らせる知恵の書である。彼はその本質を知るようにな
り、その霊を通して、以前は底知れぬ秘密として彼に現れていた、しかし時が来れば父が彼らに明らかにしたいと望んでい
た啓示を理解するようになるのです。 

32 あなたは霊的な教えを求め、それを愛し、その理想を追求することによって、地上での人生の道が容易になること
を感じることでしょう。時間が経つごとに、日が経つごとに、年が経つごとに、この時間のクライマックスに近づいていき
ます。 

33 私の言葉を豊かに伝えているので、それが聞こえなくなったとき、あなたがたは混乱することはないだろう。その
日が、「最初の人」と「最後の人」を驚かせないようにしたいのです。私の指示を理解し、それに従う方法を知っていれば
、あなた方はその後、どれほど自信を持って自分の使命の遂行に専念することができるだろう。 

34 あなた方の生活と礼拝を暗くしている多くの習慣をまだ捨てなければなりません。あなたは自分の存在を高めて、
私の中に存在する神聖な書物を読めるようになるよう努力しなければなりません。 

35 私は、心よりも精神に語りかけているのです。しかし、この地上を「永遠の」故郷とし、そこに栄光や名誉、快楽
、権力を求める人たちに、私は言いたいのです。 

36 人の全生涯と全業績は、この瞬間に裁かれるのです。自然もその要素を通して魂に取り憑き、心に語りかけてくる
。 

37 私はそれぞれの生き物に、そのタスクの果実が何であるかを尋ねます。エターナルに対して、彼はどんな答えを出
すのだろうか。そして、この時代にわたしの声を聞き、わたしの言葉の一つひとつに使命があることを知っている大勢の人
たちよ、時が来たらどう答えるのだ？ 

38 まことにあなたがたに言うが、わたしはある者にもある者にも必要な時間を与え、彼らが裸で、汚れ、みじめにわ
たしの前に姿を現さないようにする。不幸にも、人生の大きな教訓にも、誘惑にも耐えられるような、強い人間に育ってほ
しい。 

39 あなた方は自分で思っている以上に強いのです。しかし、私の教えをより深く理解し、人間が本来持っている精神
的な宝を自分の中に見出すことができるようにならなければなりません。 

40 対立を解決し、闇を払い光を作り、悪を取り除き善を引き寄せることができます。 



U 221 

65 

41 神の兵士とは、武器を手に取り、それを使ってどんな敵をも打ち負かす術を心得ている者たちのことを指す。より
発達した魂は、無意識のうちに弱い兄弟姉妹を守るようになり、その兄弟姉妹はどちらの心が安心できるかを感じ取るよう
になるのです。 

42 人の偉大さは、もはや地上の財産や肩書きや服装で測れるものではない。貧しい人の中には、その発展と霊化によ
って高められた魂ができ、その中には、人類に永遠の真理を明らかにする人がたくさんいるのです。 

43 あなたが私と一体となるこの時間は、あなたにとって霊的な至福の瞬間です。なぜなら、あなたは私の言葉のイン
スピレーションと私の命令を受け取る準備をしているのですから。あなたの魂は、この教えの本質を受け止め、理解するた
めに自らを清めたのです。 

44 あなた方の中には、私の言うことを喜んで聞く者もいれば、頑なに私を認めない者もいる。しかし、私はこの弟子
たちの覚醒を気長に待ちます。私は戦士としてやって来て、魂を征服する戦いに身を投じました。彼らは私の子供たちです
から。彼らの不屈の精神に打ち勝つのは、厳しさではなく、わが愛と忍耐であろう。あなた方が私を見ること、私を認識す
ることで、私を愛し、私が警戒して支配する宇宙の中で生きていることを知り、私があなた方に用意した正義の道に従わな
ければならないことを知ってほしいのです。 

45 私はあなたがたに律法を与え、あなたがたの良心の命じるところにより、これを守ることを待ち望んでいた。私は
自分の意志、意志の自由、あなたを私のようにする能力をあなたに与えたのだから、私の意志をあなたに押し付けたのでは
ない。しかし、もしあなたが私の望みを知りたければ、私は今、あなたが義の法則の中で心を込めて歩き、違反することな
く、あなたの子孫に良い種、明確な手本、光り輝く道を残すことを望むと言う。 

46 今日、私があなたたちに残す、あなたたちを完成させるための教えは、わが言葉の書の一部であり、そこにはわが
知恵が含まれている。 

47 霊性が低いために、人々 の魂には多くの貧困が存在します。悲しみ、見捨てられた感、飢えはそこから来るのです
。私がとても愛しているこの人類は、知恵と純粋な本質で自らを養わなければならず、神の言葉のみがそれを強化する。人
類が私の声を聞いた人々 の証言を受け取るためには、あなたの使命を果たすための準備と献身を待たなければなりません。 

48 私は、あなた方の仕事が豊かな利益をもたらすように、精神をもって仕事をすることを教えました。私は、距離が
遠すぎて足が届かないところでも、あなたの霊があなたのメッセージを運び、危険にさらされている人々 や国、苦しみが入
り込んでいる家庭、慈悲を求める病人の状況を改善することができると、あなたに告げました。あなたは私の名においてこ
れらすべてを行うことができる、私はあなたにそれを許し、あなたが私に対してより大きな功徳を示すことができるように
するのだ。 

49 精神に乗り越えられない距離はない。あなたの祈りや善意の願いを仲間に送ることができます。あなたの善意のメ
ッセージを送りたいという思いを止める障害に出会うことはありません。 

50 あなたの霊は、自分がより高揚した時期に入り、その才能を完全に理解しなければならない時期が近づいているこ
とを感じています。 

51 私は、私があなたに与えるべき最後のレッスンを受けずに、あなたを去りたくはありません。私はこの間、最初の
部分から最後の部分まで、私の仕事をあなたがたに知らせ、あなたがたの愛のわざによって、私のことばのあかしを人類に
示すことができると感じるようにするのだ。 

52 私は、あなたが私と接触し、試練の時にあなたを啓発する私のインスピレーションを受けることを学ぶために、祈
ることを教えました。人は今よりもっと大きな混乱に陥るから、すべての仲間のために祈ることが必要である。 

53 私は人類の歴史を書き留めているのです。この本には、あなたがこの世で行ったすべてのことが記録されています
。あなたは従順と忍耐の模範を示したいのですか、それとも不従順と反抗の遺産を残したいのですか？ 

54 あなた方の多くは、罪を償うために再び地球に戻る機会はないでしょう。今持っている道具、つまり寄りかかる自
分の身体はもう持たない。この世に生まれてくることは、魂の特権であり、決して罰ではないことを理解しなければならな
い。だから、この恵みを生かさなければならない。 

55 今世の後、あなた方は他の世界へ行き、新たなレッスンを受け、そこでさらに上昇し、自分を完成させるための新
たな機会を得ることになるのです。人間としての務めを果たしたとき、その務めを果たしたという満足感とともにこの世を
去ることができ、魂には平安がもたらされるのです。 

56 今、私があなた方を派遣したのは、自分自身を救うためだけでなく、あなた方がガイドとなり保護者となるべき、
転生した者、転生をやめた者の軍団を託したからである。 

57 すべての人に、私があなたがたに与えたのと同じ純粋さをもって、わが言葉を伝えなければならない--

外見は単純だが、その核心は深く、内容に富み、教養のある人もない人も、すべての人のための啓示に満ちている。真理を
求めて世界で起こる大きな争いの後、私の教えは勝利し、一つの世界観が優勢になるのです。人々 の神への崇拝の形が単純
化され、スピリチュアルなものになるのです。あなたはすべての道を知っていて、私に到達するための最短の道を選んだは
ずです。 
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58 私の仕事は、私の帰還を期待して犠牲的に生きてきたすべての人々 の努力を讃えるものです。それは、人間がまだ
理解できていない多くの謎を解明し、善と正義を愛する者の手には強力な武器となり、心を喜びで満たしてくれることでし
ょう。 

59 あなた方は、偉大な "君主 

"たちが私の教えに改心し、その支配力、つまり現世の力を捨てて、決して過ぎ去ることのない霊の力を手に入れるのを見
るでしょう」。同様に、以前は傲慢さと虚栄心で輝いていた教会が崩壊し、私の謙遜の跡をたどるのを見るでしょう。飢え
た者たちは、私の言葉の最後にも、真理の霊、慰め主、人の魂の中に王国を再建するために勝利して戻ってくる主人を貪欲
に求めるだろう。 

60 その前に、すべての不正と虚偽が糾弾される。もう不純物は許さない。真理の書かれていない本は消え、私が人間
に託した、太古の昔から人間自身の魂に書かれている一冊の本だけが残るのだ。 

61 人類が危機に瀕したとき、私はいつでもそれを救いに来たのです。今日、私は、多くの闘争に巻き込まれ、そこか
ら立ち上がることができない混沌に陥ったこの人類の防波堤となるために、わが民を準備している。この試練が終わったと
き、平和の虹が輝くのです。 

62 そのとき、あなた方のうち誰が地上にいるのでしょうか。この平和な時代を生きて見届けることができるのは誰で
しょう？あなたがたに告げます、その日は遠くないのです。 

この世界は、来世に存在する約束の地の反映である。 

63 あなた方の起源であり存在理由である愛は、すべての心の中にあり、そこから神への単純で純粋な崇拝が生まれ、
私に到達することになるのです。 

64 あなたは明日のことを考えず、冷静に出来事の展開を待っているのです。マスターが自分の作品を守ってくれると
信じているのでしょう。しかし、私が私の仕事で救おうとするのは人間であることを忘れてはならない。私は常に彼の敵に
敵対してきたが、それらは彼の虚栄心、利己主義、世を愛する心、物質主義である。私はこの戦いで無敵の兵士となって、
今日あなたの中に宿る悪を止め、破壊してほしいのである。 

65 清めの水としての悔い改めは、今、魂をきれいに洗い、私の戒めを認識する光は、魂を貫くのです。善意が発芽し
始めたのです。 

66 子供たちのすべての業と善き思いを祝福します。 

67 私はあなたに欠けているものを与えるために来たのです。私があなたの魂に栄養を与えるために、その生き物はあ
なたを通して何を与えることができますか？彼らは、あなたと同じように、私の姿に似ていて、私の美徳を内に秘めていま
すが、あなたに聖霊のパンを提供することはできません。彼らはただ、私が人間と交わしたこの形の顕現のための、私の道
具であると考えなさい。 

68 イスラエルの魂は進化している。それにもかかわらず、それは完全な霊化には至っておらず、私があなた方に私自
身を理解させるために、人間の理解能力を通じて、聞こえる言葉で私の指示を与える必要があったのです。 

69 私の化身である「言葉」であるイエスが、人々 に自らを明らかにする時代は終わったのです。彼は今、現代の声の
担い手の手本となっており、彼を見習えば、大きな反論を得ることができ、大群衆が彼らに従うことになるのである。 

70 すべての人が、時代を超えて消えることのない文字で書かれた「わが作品」を理解したわけではありません。だか
ら、私はあなた方に近づき、過去の時代の私の教えを把握し、現在の啓示を研究するのを助けるのだ。これ以上、束縛や捕
縛を残してはならない。自由に愛し、信じ、考え、そして世界の善のために働きましょう。 

71 あなた方が力強い仕事を成し遂げ、同胞への愛の仕事の中で私の姿を認識させるために、あなた方自身の中に私と
の類似性を求め、認識しなさい。一方、正しい道から外れると、創造主から遠ざかり、私の精神が作品に現れないことにな
ります。そうなれば、私が与えた力を制限し、方向性を見失い、自分がどこから来て、どこへ行くのか、そしていつ私のも
とに帰ってくるのかが分からなくなるのです。 

72 人間の精神は飢えていて、足りない栄養を宗教、世界観、教えに求めている。彼は父の呼びかけを感じているが、
どこに父を見いだせばいいのかわからない。私は山から彼の霊に話しかけ、彼が上へ上へと進化することを学び、私の霊と
直接交わることができるようにしたのです。 

73 私はすべての人をわが家に招き、わが身を求める方法を知らない人が多いので、わが顕現を直接知覚できるように
したのである。良き羊飼いとして、魂をそこに休ませるために、私の胎であるハードルを知覚できるようにする。 

74 私のもとへ帰るために、私はすべてを用意する。わが言葉の意味を把握し、そうすれば、必要な知識と励みを得る
ことができる。 

75 誰も排除しないでください。すべての道には善意の人々 がいて、私を愛し、私の贈り物を受け取る方法を知ってい
ます。いつも目の前にある私の戒め、それは「互いに愛し合いなさい」と告げています。 

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 222 
1 あなた方は、主人の旅立ちが非常に近いと見ている。それゆえ、あなた方は私の愛の言葉に慣れてしまったので、

黙って泣いている。しかし、私はあなたがたに言う。私は、まずあなた方に最後の指示を与えないことには出発しないので
、あなた方は私の指示を伝えるのにぎこちなくなることはないでしょう。 

2 苦痛に満ちた大きな試練が近づいています。あなたの祈りは、その苦悩の時間に多くのことを成し遂げることがで
きるでしょう。お前たちは精神的な仕事に打ち込み、私の命令に従え。お前たちの違反や不従順が『ゴールデンブック』に
掲載されることを私は望まない。 

3 この間、召集された人たちの数は多い。私があなた方の中に身を置くたびに、新しい心が生まれ、あなた方の仲間
を増やしていく。彼らは自分の心の中に死者を飼っているので、墓のようなものです。 

4 しかし、その痛みが魂を浄化するのです。そのため、多くの人がもはや転生することはないでしょう。彼らは他の
生命界に行き、父の指示する仕事に専念するのです。 

5 あなたがこの世を去るとき、罪を償うことなく、あらゆる汚れから清められた状態で最高の裁判官の前に出ること
ができるように、私はあなたの生まれ変わりに力を貸します。 

6 あなたが仲間にすることは、すべて私にすることだと理解しなさい。なぜなら、あなた方はすべて私自身の一部だ
からです。隣人一人ひとりの中にあなたの父を見ることができるように、このことを忘れないでください。 

7 人は結局、痛みを与えることに喜びを感じるようになるのです。しかし、遅かれ早かれ、悔い改めもまた、あなた
を裁き、あなたを洗い清めるための不可避の審判としてやってくるのです。 

8 もし、今、あなた方が自らを再生し、同胞を救うという高い使命を果たすならば、明日、あなた方と我が民の名は
、最も遠い地域においても、尊敬と感謝の念をもって語られることでしょう。 

9 私が去った後、あなた方が私の弟子を正しく名乗ることの満足感を損なってはならない。しかし、あなた方は地方
や町や村に姿を現し、私の第三の証の福音を伝え、あなた方の善行によってその証人となる覚悟をしなければならないので
す。 

10 この時、どう見ても一部の人間の教義が勝利し、さまざまなイデオロギーが存在している。しかし、一つの世界観
が優勢になり、人類が一つの教義で団結する時が近づいている、それがスピリチュアリズムであろう。 

11 自然の力が人の目覚めを見守り、彼らが私の真実を曲げようとするたびに、その力が私の正義を語ってくれるでし
ょう。 

12 私の仕事は、聖職者や地上の王や領主に届き、彼らが私の神性の前にひざまずくのを見ることになるのです。そう
すれば、多くの書物は火に消え、その書物は私の「金の羽」が後世の人々 の知識のために、私の口述で書き記した常識とな
るであろう。 

13 彼らはこの本を研究し、人々 は未来を知りたがって、この本を欲しがるだろう。大いなる混沌は、人類によって占
われるからだ。 

14 この混沌の後には、素晴らしい平和が待っているのです。繁栄は非常に大きくなる。時には敵対するように見える
自然も、四季折々 に愛おしく見えてきます。山、谷、丘は花と美しさを見せるだろう。木々 には良い果実が実り、健康、幸
福、平和が人間の生活を包むようになるでしょう。 

15 今日、地球はあらゆる不純物を排除し、新たな処女性を獲得しています。 

16 災いが起こる直前、私はその予兆を与え、夢で語りかけるので、あなたがたは警告を受け、他の者のために祈るこ
とができる。 

17 あなた方はまだ私の作品に対する戦いの始まりを目撃していない。目覚めなければならない。教養のある人々 はそ
れと戦うだろうから。 

18 肉体の必要性を考えすぎるのをやめ、代わりに全人類の精神的な未来について考えよう。 

19 私の教えは全地に広がるが、それを知らしめるのは忘却の彼方ではないだろう。彼らは、謙虚さと霊性を備えた私
の新しい使徒となり、その働きによって創造主の慈愛と愛を証しすることでしょう。 

20 あなたが弱く、私から何も学んでいないことを人類に見せないでください。人はあなたから学ぶべきことがたくさ
んあることを認識すること。主よ、私に御心を働かせてください」と言いながら、試練の時に反抗し、あえて私に不完全な
ものを課すような者であってはなりません。 

21 私は、謎に包まれたものを残したくないので、あなたの言葉で簡単に話します。私があなた方の間に滞在するこの
最後の年に、私は多くの教えをあなた方の注意を喚起する。疲れ知らずの放浪者として砂漠を渡る、祝福されたイスラエル
の民よ、わが言葉を聞くために、しばし立ち止まれ。私の家は、謙虚に門をたたくすべての迷い人に門を開いています。空
腹と渇きを満たせば、二度と空腹と渇きに悩まされることはないのです。 

22 あなたは今、試練の日々 を過ごし、浄化と賠償の時を迎えているのです。でも、試練の中で弱音を吐かないように
、私はあなたとともにいます。強く、勇敢な人々 、難破した人々 のための救命ボート、良き旅の仲間、友人、兄弟、模範と
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なる人々 など、昔の人々 と同じ人々 であるという確信のもとに、自らを強化してください。今日、私があなた方に託した仕
事は、愛することです。愛は、すべての生き物の起源であり理由であるため、私があなたに蒔いた種である。 

23 私は知恵なのです」 

「その知恵は愛から生まれます。あなたが私を裁判官として認めるとき、その司法権は愛に基づくものです。あなたが私を
強力な存在と考えるとき、私の力は愛に基づいているのです。私が永遠であることを知っているならば、私の永遠は愛から
来る。愛は光であり、生命であり、知識である。そして、この種は、太古の昔から私があなたがたに与えてきたもので、唯
一、私が完全な土地所有者としてあなたがたの心である畑に蒔いたものです。 

24 第三の時代となった今日、皆さんは再び主の畑に向かい、見つけた種を蒔こうとしています。しかし、すべての畑
が簡単に蒔けるわけではなく、すぐに実がなる畑もあれば、遅くなる畑もあることをあなたは経験しているはずです。ある
ものは岩のように硬く、あるものはアザミや雑草に覆われ、純粋に準備されたものはごくわずかです。その畑を開墾して、
種をまくのに苦労したんですね。しかし、あなたが忍耐強く信仰の水で水を与えてきたなら、それまで不毛だった畑に、種
が芽を出し成長したことがわかり、あなたはそれを喜びました。あなたを拒絶するように見えた畑は、今ではあなたの友人
であり、希望であり、あなたの魂に平和をもたらしてくれたのです。あなたの仕事、あなたの熱意、あなたの献身がありま
す、あなたはもはやそれらから自分を分離することはできません。 

25 その畑を見守り、祈り続けなさい。あなた方が刈り取った実から、永遠に自分たちを養うことができるのです。し
かし、この果実があなたにとっておいしく、真の生命をもたらすためには、種が植物となり、これが広い枝を持つ大樹とな
って、道行く人に歓迎の陰を与え、多くの人々 に生命を与える豊かな果実をもたらすように、熱心にこれを育てなければな
りません。そしてその後、この種は地の中心部に戻り、時の終わりまで発芽、成長し、実を結び続けなければなりません。 

26 私が弟子たちと一緒にいるとき、真の精神的な交わりの瞬間に、どれほど大きな喜びを感じることでしょう。それ
は、父が子供たちの愛を感じ、子供たちが父のようなキスを受け、強くなる幸せな瞬間です。それは、あなた方が到着した
後、私にこう言うときです。「父よ、私たちはあなたの指示に従って働きました。しかし、私たちは完全ではないので、柔
和と謙遜に満ちた幼子のようにあなたのもとに来て、現在の私たちの種をあなたに示し、神の師であるあなたが、あなたの
愛と知恵で私たちを指導し、私たちを修正し、どうしたらよいかを教えてくださいますよう、お願いいたします。私たちの
悪いところを示してください。そうすれば、あなたの援助によって私たちはそれを改善し、あなたの慈悲によって準備され
、どんな長所も付け加えたり取り除いたりすることなく、人類に作品を提示することができます。"とあります。 

27 そして、わたしはあなたがたに答える：あなたがたはわたしを信頼するので、祝福されなさい。あなたがたは、処
刑人や不正な裁判官のところに来たのではなく、愛と指導にあふれた父のところに来たのだと知っているのです。 

28 私は、あなた方が最後の瞬間まで私の言葉を使い、1950年以降もあなた方が教師として、人々 の指導者として残
ることができるように、さらに指示を与えているのである。 

29 世界は裁判にかけられ、国々 は私の正義の全重量が彼らに降りかかるのを感じ、私の光、あなたを呼ぶ私の声は人
類全体に感じられるようになる。 

人々 はわが現存を感じ、わが普遍の光線が降り注ぎ、彼らの上に静止しているのを知覚する。彼らはこの仕事を*知ら
ずに、わが言葉を聞かずに私を疑い、わが方に魂を高めてこう尋ねる。「主よ、私たちはどんな時代に生きているのでしょ
うか？父さん、人に降りかかる苦悩や苦しみは、どういう意味ですか？あなたはこの世の嘆きをお聞きにならないのですか
。あなたは再び来ると言われませんでしたか。主よ、いつおいでになるのですか。そして、あらゆる信仰集団、宗教的共同
体において、わが子たちの霊が生じ、彼らは私を求め、私に尋ね、私を尋ね、私を待ち望むのである。そして、準備不足の
ために私を感じることができないとき、彼らの信仰は弱くなり、混乱し、神を冒涜するのである。 

しかし、あなた方の使者が国境を越えて、私の教えの先駆者として彼らのもとにやってきて、彼らに良い知らせを伝え
、試練の意味、人類が生きる混沌の理由を理解させるために、すでにその時が来ていただろうと私は言うのだ。 

* 
1866年にメキシコで開拓者エリヤを通して始まった、キリストの再臨の際の啓示を霊的な形で御言葉にしたものです。 

30 あなた方は眠っていたのだ、人々 よ、あなた方は時間を使い果たすことを許し、私の言葉の真心を楽しみ、私の奇
跡を受け、あなた方を絶えず愛撫する私の許しを聞くことにのみ、自分自身を限定した。あなた方が平和を楽しんでいたま
さにその時に、人生から迷い、信仰を失っている何百万人もの仲間がいたことを考えず、神と法なく、日々 のパンと精神の
栄養を奪われた道を行く者たちである。 

31 あなたが兄弟姉妹や子供、妻や配偶者とテーブルを囲んで食事を楽しんでいる間にも、人間の情念や権力欲を煽っ
た戦争によって家が破壊され、散り散りになっている家族が何千人もいるのです。多くの親が子供を失い、多くの母親が幼
い子供に食べさせるものがない。長い間、両親の愛しい顔を見ることができなかった多くの孤児たち──あまりの苦痛に心
を失った未亡人たち、捕虜となった大勢の男たち、苦しみの杯を空け、栄養のない一切れのパンだけを食べている者たち。 

32 国々 が受ける物理的な痛みは血なまぐさいものですが、それ以上に魂が現在受けている痛みがどれほど大きいか考
えてみてください。あなたがたに言うが、彼らは今、最も苦い杯の酵母を飲んでいるのだ。 
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33 立ち上がりなさい、人々 よ、祈りの中で自らを準備しなさい。そうすれば、あなた方の思いは平和の鳩としてそれ
らの国々 に届き、光と理性と正義の門をそれらの民に開くことができるだろう。今、私はあなた方の準備をしているのです
が、まずあなた方を清めたかったのです。思い出せ：私に近づくために、あなたはどれだけ多くの試練を生きなければなら
なかったか。ある人は病気で、ある人は苦難で、愛する人に拒絶され、無視され、去られた。あらゆる形の痛みが、苦い盃
のようにあなたに飲まれ、ついにあなたを浄化したのです。あなたの心は、深い痛みの中で開かれ、あなたを浄化して、私
を認識し、愛することができるようになったのです。 

34 良き羊飼いであるエリヤに導かれて私のところに来たとき、あなたは非常に謙虚に、私があなたをどうするか尋ね
るために来たのです。なぜなら、あなたは謙虚に、私の意志をあなたのうちに達成するよう私に求めたからです。そして、
私の意志は、あらゆる形の愛と許しと慈悲をあなた方に教えることであった。そのために、わたしはあなたがたに霊的な贈
り物、能力、恵みの賜物を与えたのです。 

35 私がまだあなた方の間に残っているのは、あなた方がまだ私の神の教えの偉大さを理解できていないためです。あ
なた方はまだ戦力外であるから、1950年の終わりまで語り続ける。 

36 この教えは、私の選んだ民だけでなく、地上のすべての国々 を救うものです。私の子供たちをあらゆる束縛や捕縛
から解放し、彼らが自分自身の主人であると感じ、無知や狂信の捕縛に再び陥らないようにする。そして、完全に解放され
た後、仲間の解放に取りかかることができるのです。今日でも、あなた方は習慣や儀式を浄化しているのです。その後、人
類の間で同じ仕事をすることになる。しかし、私はあなたに、精神的な高みを誇ることなく、謙虚に、──作品に真の愛を
通してあなたの真摯な意志を明らかにする柔和さをもって、それを行わなければならないと指摘しなければなりません。 

37 不動の心で使命を果たし、私を信頼して、過去の時代にしなかったことをすべて行い、仕事を完成させて残し、最
後にあなたを待っている霊的完成に達することができるようにしなさい。 

38 今までこの世界が涙の谷であったとすれば、それは人間が私の律法から離れたからである。私は彼のために楽園を
作り、多くの最初の霊が天使であることをやめずに最初の地上の肉体に転生するようにしました。彼らが地上に出てきても
、その優美さを失うことなく、安心して身を委ねて生きていってほしいと思ったのです。しかし、人間はそれを望まず、弱
さと恩義、霊性の欠如によって、苦痛と苦悩に満ちた世界の基礎を築いたのです。 

39 男は日々 の糧を得るために苦しみながら働き、女はその苦しみと不幸の道に寄り添ってきた。しかし、長い間、涙
の谷であったこの世界は、私の最初の弟子であるあなた方が完全な者となり、あなた方の良い行いで私のあかしをするため
にどこへでも行くとき、平和の谷となるのである。 

40 この惑星は、これまで様々 な発達の魂を受け入れ、そのほとんどが遅れていましたが、その懐に、霊から霊へと私
と交わることのできる、大きな発達の高さを持つ存在を受け入れることになるでしょう。次の世代は、天の御国が人の心に
入り込むまで、より純粋に生きることになるのです。 

41 親は子にとってこの世の私の代理人であり、子は親にとって価値のある宝石、つまり愛情をもって手入れをしなけ
ればならない柔らかい植物であるのです。人間は、畑を耕し、与えられた仕事の中で、旗手として勇気をもって自分の仕事
を全うすることを進めなければならない。女性は男性の愛すべき伴侶であり、犠牲的な母親であるべきです。そうすれば、
二人は子供たちとともに、自分たちに栄養を与えてくれるパンを祝福することができるのです。 

42 どこに行っても私の教えのパンを持って、謙虚な気持ちで説教してほしい。あなた方の生活を見て、「こんなに愛
にあふれたシンプルな生き方をする人は誰だろう」と不思議に思う人もいるでしょう。一切れのパンで満足し、貧しさにも
かかわらず、健康で強い自分を示し、助言や健康を求めるために科学者に頼る必要のない人たちは、いったい誰なのでしょ
う。 

しかし、最後に誰があなたを教えたのかと聞かれたら、あなたはこう答えなければならない：第3の時代に、過去の約
束を果たして私たちのところに来た「霊における」神の師。 

人類は言葉に疲れているのだから、行いで私を証ししてほしい。あなたの仲間の中には、福音を伝えるのに苦労し、第
二の時代に私が与えた御言葉であるにもかかわらず、模範となる善行の実践を欠いたために、この第三の時代の人類を救う
ことができない人がたくさんいます。私の使徒たちは、まさにこの言葉のために命を捧げたのです。彼らは私を手本にする
ことをよく理解し、血をもってその使命を果たすことを封印したのです。 

43 今日、私はあなたの血を要求しない、あなたの命を犠牲にすることを要求しない。私があなたに求めるのは、愛、
誠実さ、正直さ、無私の心です。 

44 これが私があなた方に教える方法であり、あなた方を指導する方法であり、この第三の時代における私の神性の弟
子たちを教育する方法なのです。王冠がないだけで王と名乗る主人もいれば、真の奴隷である臣下もいるのですから、不平
等もはなはだしいものです。そこから闘争が始まった。この世で豊かになった大名たちの中には、自らをクリスチャンと呼
ぶ者も多いが、彼らはほとんど私の名を知らないと言うことだ。 

45 同胞の中に隣人を見ず、富を蓄え、他人のものを奪う者は、思いやりを知らないので、クリスチャンではありませ
ん。精神と物質との闘いが訪れ、人類はその闘いに巻き込まれる。しかし、正義の勝利のために、どれだけの苦難を耐えな
ければならないか。 
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46 この教義や世界観の争いの中で、嵐の中に灯台の光が現れるように、私の教えが有効になっていくのです。私の言
葉に基づいて、人類が落ち込むような状況を理解しなさい。そうすれば、より良い判断ができるようになり、不活発なまま
ではいけないと、何をすべきかがわかるようになります。 

47 あなたが戦うべき唯一の霊的宝物は、わが律法のそれであることを理解しなさい。あなた方は、より完全な概念に
入るために、私を崇拝するために使っていた象徴を犠牲にしたのだ。しかし、この時代にも、私が過去に姿を現した土地や
場所をめぐって、国々 が立ち上がり、その所有権を争っているのを見よ。私は多くの象徴を消滅させたが、人間は偶像崇拝
と狂信の理由を絶やすことはないのだ。 

私はあなたに言います。そして、私の正義の力に耐えることができる唯一の柱は、あなたの心の土台の上に建てられた
聖域を支えるものである。精神的なものは不滅だからです。 

48 そして、地球が整えば、第三の時代には私の霊訓が人の心に優しく入り込み、その勝利は血にも侮りにもよらない
ものとなるのです。スピリチュアリズムは、相互理解によって入るものです。私の教えは物質的な征服によってもたらされ
るものではないので、力によって私の教えを押し付けようとする者は、誰も真理の兵士にはならないでしょう。 

第二の時代、あなたがたの心を治める準備をしていたとき、私の王国はこの世のものではないと言ったのなら、今日、
あなたがたの魂を高めてその中に治めるとき、どうして他のことを言うことができようか。 

私の教義は、愛の基礎の上に成り立っています。しかし、あなた方はこのことを忘れてしまった。だから、忘れられた
掟を思い出させるために、私が人の間に戻る必要があると言ったのだ--

あなた方の先達が愛し、あなた方を思って多くの殉教者や使徒が命を落とした掟を。 

49 あの時の犠牲が足りなかったから、またここにいるんだ。新しい使徒が必要だ。すぐに神の種を与えて送り出そう
。地上の端から端へ向かう風のように、わが教義は広がっていく。私の使者は一人で行くのではなく、目に見えない世界が
光の宿主として同行し、その旅をさらに奇跡的なものにし、本当にすべての人の耳に届くようにするのです。 

50 弟子たちよ、私の教えを仲間に教えるために出発しなければならない時が来るまで、私から学びなさい。一九五〇
年の終わりには、もう話す歓喜に浸ることはないだろう、それなら、私が教えたその準備で、あなたの思いを私に向けるだ
けで十分だ、そうすれば、あなたの唇から光の言葉が出るかもしれないことを、今すでに知っている。私の霊感を受けられ
るように、あなたの霊的な才能を伸ばしてください。 

51 この指示は、あなたがよく勉強してその意味を理解し、明日、私の愛の教えを仲間に教えなければならないときに
役立つように、あなたに与えるものです。 

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 223 
1 私はあなたを捜すために降りてきたのだ。あなたは長い間迷い続け、真の道を見つけるために何もしなかったから

だ。 

2 あなたたちは、主人である私の存在を恋しがっていた。だから、私はあなたたちと共に身を置き、あなたたちの救
いのために戦う勇気と力と信仰を与えた。 

3 人類は大きな精神的無知に包まれており、地上における自らの運命と責任を自覚していないため、道を踏み外して
しまったのです。 

4 人間は自分が何者であるかを知らない。したがって、自分の魂がどれほどのものを抱えているかを知らないのだ。
彼は、人間的な能力を伸ばすことに満足している。しかし、彼は高尚なものへの興味がないため、魂のものには注意を払わ
なかった。 

5 こうして人間は、自分の中にある能力をどのようにして発見することができるのだろうか。 

6 あなた方が沈んでいた深い精神的無気力から目覚めさせ、あなた方が単なる物質ではなく、取るに足らない者でも
、ましてや亡者でもないことを思い出させるために、私をあなた方の心に近づけることが必要だったのです。 

7 私の言葉を聞いたあなたたちは、喜び勇んで私に言った。"主よ、私たちの存在の中に、こんなに多くの賜物があ
るのでしょうか？"そうすると、自分が何なのか、宇宙の中でどういう存在なのかが、何となくわかってくるんですね。 

8 あなた方は、私がその所有者であると告げた贈り物を疑うことがある。しかし、あなたが疑っているのは、それを
解き明かしていないからで、だから、あなたの思い通りにならないのだと、私は言っているのです。 

9 確かに、信仰だけで素晴らしい働きを成し遂げられる場合もあります。しかし、あなたがたの信仰を強めるために
あの奇跡を与えたのは、あなたがた自身はまだその仕事を成し遂げることができなかったであろうに、私の愛であったこと
を知るべきである。 

10 魂の能力の開発には長い時間がかかるし、地上の体一つで十分でもないし、地上の存在一つで十分でもない。しか
し、すべてのものにあるわが摂理は、すべての魂に常に新しい体を与え、その中で成長を続けさせ、魂が意図する場所に到
達できるよう、その完成を助けているのです。というのも、あなたが、自分が成し遂げたことは、自分が持っていると言わ
れたことに比べれば、ごくわずかなことだと考え、心に疑いが生じ、落胆しているのを私は見たことがあるからです。 

11 今お話したことで、あなたの魂に与えられた才能を十分に発揮することは不可能であることを理解することができ
るようになりました。なぜなら、それらは永遠に属し、無限の一部である存在に属しているので、地上の人間の生涯のよう
な短い人生では、あなたの能力のいくつかを完全に開発することを経験するまでには至らないのは当然のことだからです。 

12 しかし、現存在では自分の才能を最大限に開花させることができないと知っているからこそ、より高い発展を遂げ
ようとする熱意を緩めてはいけないと説明しなければならないのです。逆に、もしあなたが一人の存在で霊的才能の完全な
発達を体験できるとしたら、それはとても小さなことだと考えてください。 

13 私があなた方に求めるのは、転生するたびに一歩ずつ前進すること、ただし、それが完全なものへの確かな一歩で
あることです。そのとき、あなたの魂は、それぞれの肉体に託された叡智をますます発揮して、その進歩を認識することで
しょう。 

14 今、あなた方は準備段階にあります。すでに、私の言葉を通して、あなた方の持つすべての才能が明らかにされ、
あなた方の霊的成長の道において果たすべき課題が認識されました。 

15 あなた方はすでに、メッセージや神の啓示を受けるために魂が受けなければならない試練を受けたのです。あとは
、自分が何をすべきかを常に教えてくれる良心の光が道を照らしてくれることを信じながら、自分の展開を始めるだけです
。 

16 あなたは、霊から霊への対話が完璧であること、シーアシップの賜物が完全に発現すること、あらゆる場合に奇跡
を起こすことができる癒しの力、（内なる）言葉の賜物があなたの唇に花開き、慰めと知恵と予言のうちに溢れることを望
んでいるのでしょう。しかし、自分がその高みに達するにはまだほど遠いと自分に言い聞かせると、悲しくなり、口がきけ
なくなり、陰気になるのです。弟子たちよ、それはなぜか？自分が実現したいことの多くが、自分の準備にかかっているこ
とを理解していないのだろうか。 

17 弟子が霊化の果実で自分をリフレッシュできるようにするために、どんな準備をしなければならないか、また、純
粋な生活を送るために何が必要なのか、あなたは知っています：祈る準備ができていること、仲間のために奉仕すること、
誘惑に抵抗すること、愛の仕事を達成するために自分の霊力と賜物が必要になった瞬間、自分の準備ができていることに気
づき、したがって、あなたが父からの祈りで求めた奇跡が実現するのを見て満足すること。 

18 そうすれば、預言者や使者によって長い間告げられてきた「偉大なる日」の最初の光明を見ることができるだろう
。あなた方は、私が聖霊となって降りてきて、あなた方全員を待っている永遠の命について話すのを感じることができるだ
ろう。 
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19 私はあなたの存在の最深部にまで入り込み、私の光があなたの魂の底に届くのを妨げる障壁も障害もないことをあ
なたに証明するのです。 

20 私は人々 にこう言います。「彼らは魂の義務や仕事を顧みずにこの世の生を全うしたので、私はこの知恵のメッセ
ージを送り、彼らが準備を整えて、皆に呼びかけがあったときに霊的生活に入れるようにします」。 

21 私は彼らにこう言います。せめて、この世で肉体を必要としなくなる時に備えて、魂が道を閉ざしたのだから、そ
れを許してあげればいい。 

22 あなたは、人生は地球上の存在に限定されると思いますか？わが律法とわが教義は、この世の生活を照らすだけだ
と考えているのか。いや、私の言葉を聞く大勢の人たちよ、私はあなたたちの体のために神の法を制定したのではなく、あ
なたたちの魂をその法で啓発したのだ。 

23 なぜ、このような話し方をするのか、その理由はわかっています。私の視線は、群衆の中に、このように私に語り
かけることを必要とする人々 を見出すからです。 

24 自分の目で見える範囲しか見ず、自分の知性や感覚の向こうに永遠や真理や叡智があることを信じないのが唯物論
者である。 

25 自分の作品、自分の考え、自分の人生全体に霊魂を支配させ始めた人、自分の魂をこの世に縛り付けるものから解
放し始めた人には、私がこのように話す必要はない。彼らもまた、聞いたことを理解せず、その意味を把握しないまま、物
質化した状態でわが言葉の発現に臨み、私はまた、彼らが人生で最も愛したものの中に彼らを訪れました。 

26 霊の領域は無限ですが、それを楽しみ、そこに住むことができる高みに到達するためには、そこに昇るための道を
知り、光を持つことが必要なのです。しかし、私があなた方の地上生活を軽んじていると思わないでください。せっかく用
意したのだから、どうして蔑ろにしなければならないのか！？物質世界での生活も、霊的な無限・永遠の領域での生活の一
部であることを理解すること。 

27 厳密に言えば、私の言葉があなた方の間で果たすべき目的は、あなた方が霊性を獲得するために歩むべき確かな道
を示すことです。 

28 私が霊的生命について話すとき、単に実体のない魂の存在に言及するのではなく、霊的生命はあらゆるところに存
在し、すべてはそこから生まれるということを理解させるのです。 

29 その生命の光だけが、あなたに真実を明らかにすることができるのです。その中でだけ、人は見るもの、知るべき
もののすべてを理解することができるのです。 

30 魂の生活を知りたくないと主張する人は、自分の存在の底に、永遠の扉の鍵と、平和と知恵と至福に至る道を照ら
すランプを持っていることに気づかず、つまずき、倒れながら、目標もなく地上で生きる哀れな存在になるだけでしょう。 

31 しかし、私の慈悲は彼らを深い眠りから覚まし、「最後の者」を立ち上げ、彼らがこの時代の唯物論との闘いにお
いて「最初の者」を助けるように、彼らができなかったすべてのことをさせるのだ。 

32 世界は痛みによって準備され、浄化され、神の師の弟子たちを待っているのです。人類は試練の時を迎えている。 

33 使命の大きさを理解する。 

34 あなたの魂がつまずき、迷うことがないように、あなたの光が短時間でも暗くなるとき、私はあなたの道を照らし
ます。あなたがたは平和の使者であり、永遠の啓示の所有者であるからです。 

35 あなたの礼拝の形式は、もはや外国の影響によって汚されることはなく、また、再び霊的な束縛に陥ることもない
であろう。 

36 人々 は、あなたがたの目の前に、その主の像を掲げてはならない。なぜなら、彼らは、自分たちの中に私の真の姿
を抱いていながら、まだそれを発見することができないからである。 

37 すべての人間の中には、彼方、秘密の宝庫、無限の何かがある。父なる神が住まわれる聖域がありますが、その扉
はあなた方が自分の中に入り込むことができないために閉ざされているのです。人間は、自分の中に持っている本当の聖域
を発見する方法を理解していないのです。外ばかりを見て、外ばかりを感じている。それは身体であり、身体感覚である。 

38 今、人類はすべて霊的に眠っている時です。その神に真の礼拝を捧げている宗教団体は一つもない。あなたがたは
、わが言葉をもたらすために立ち上がり、その模範をもってわがあかしをするのだ。愛の業がなければ、私の唇の教えは説
得力を持ちません。 

39 あなたの魂と肉に真実があるとき、わたしはあなたを国々 へ遣わすだろう。そうすれば、大きな対立を解決するこ
とができ、大きな渦を流されることなく通過することができ、嵐に耐え、濃い霧を通過することができるようになります。
なぜなら、あなたはすでに、どんな人間の科学よりも高い光に目を開いているのだからです。 

40 謙虚であるがゆえに、哲学者や学者たちの前で多くのベールを脱ぐ運命にあるのです。あなた方すべてのために、
平和と慰めと救いがあるのだ。 

41 私は今、地球上のすべての民族に、直感と夢を通して私の新たな顕現のしるしを与えているのだ。私の足音は、も
う間近に聞こえている。 



U 223 

73 

42 わたしがどれほどあなたを愛しているかを理解しなさい。なぜわたしを恐れるのか。わが掟の中にいる者は、私か
ら何も恐れることはない。 

43 あなたは敬虔な気持ちで私の話を聞き、献身的でありながら、私を恐れているのです。なぜなら、あなたの良心は
、あなたがまだ完全な業を行っていないことを告げているからです。 

44 神と隣人への義務を果たし、恩を返せば、すべて主が受け入れてくださるでしょう。 

45 もし、ある者が不器用であったり、勉強不足であったり、精神性の欠如や無知によって道を踏み外したとしても、
他の者まで踏み外さないようにしましょう。しかし、倒れている者を支え、眠っている者を起こしてください。 

46 あなたがたに言うが、「最初の者」はこの地上において真の完成を得ることはできないし、あなたがたも、たとえ
道を進んだとしても、そうではない。そのあと、さらに一歩前進する人、さらにそのあと、さらに前進する人......といった
具合に。しかし、彼らが開発を進めている間に、霊的存在であるあなた方はすでに霊的に昇天していることでしょう。だか
ら、"最初 "は常に "最後 "の道を切り開くものだと言っているのです。 

47 やがてこの地上の肉体を離れ、霊界に入ったとき、この地上での人生の歩みは無駄ではなかった、肉体を離れると
きにスピリチュアリズムの知識によって魂の翼を広げて父の近くに到達することができたと納得することでしょう。 

48 この新しい命の希望を養えば、今、この涙と血と死の谷で苦しんでいる不幸も慰められるでしょう。 

49 あなたの仲間を私の弟子にしなさい。ラスト」が私の言葉をすぐに理解する様子をご覧ください。悪い果実を与え
てはいけないと理解することです。 

50 人類は今、私の作品を理解するために、ある種の魂の成熟を迎えています。 

51 1950年以降、この教えは忘れ去られることなく、むしろ花開くことでしょう。その作業はさらに激しくなり、金
の書物が開かれ、そこから知恵が流れ出るようになり、今まで理解できなかったことが理解できるようになるのです。私の
原則とたとえ話が書かれた文章は、地方から地方へ、家庭から家庭へ、そして心から心へと運ばれていくことでしょう。 

52 そうすれば、多くの人があなたを歓迎し、両手を広げて歓迎することを経験するでしょう。なぜなら、彼らの魂は
、父の真の祭壇で父を見たいと切望しているからです。 

53 あなた方は、教義上の実例とモーセの戒めを用いて、イエスの言葉とこの「第三の時代」に私があなた方に啓示し
たことを思い出しながら、すべてを一つの仕事に統合して、私の教えを伝えていくのだ。 

54 世界観や教えの "戦争 "が勃発する。しかし、この運動があなたを光に導くよう、私は見届けるつもりです。 

55 私の光は全地上にある。私はこの国の全土で、私が自分自身を知らせるために、男と女を起こす。 

56 あなた方の住むこの国は、今、そしてこれからの時代に、大きな使命を果たすことになるのです。最大の苦痛と試
練の中で、それは防波堤となり、光と平和を与え、他の民族の支柱となる。彼女の心は、利己主義や利己的な考えから解放
され、慈愛と友愛に満ちたものへと変化していくでしょう。 

57 すべての宗教団体が裁かれ、最も強力な者が最も苦しめられることになる。あなた方は、この中の誰が、栄光の王
座を肩に担ぎ、私の正義から逃れて他の土地に移すのか、知らないのです。 

58 今日、私はあなた方に、物質的な教会や狂信的な祭壇を建ててならないことを告げたいのです。儀式や伝統が消え
てしまう。司祭も聖職者も、あなたがたの前で自分を高めてはならない。 

59 あなた方は、いかなる人間にも聖人の称号を与える権限も、いかなる権力も持たない。 

60 私の神性との強い精神的な絆を得た者は、最も謙虚になる。 

61 不完全なカルトの上に石を一つも残さず、唯一の教会が人間の中にあり、祭壇は心の中に、供物は作品の中に、燭
台は信仰の中に、鐘は呼びかけの中にあり、眠っている魂を目覚めさせる時が来たのだ。 

62 この愛によって私を認識することができるように、私は愛情をもってあなたに語りかける。 

63 あなた方は、私が精神的な向上への道へと導く小さな生き物であり、彼らが隣人を許すことを学ぶように、私が彼
らの過ちを許すのです。 

64 私の言葉を一音一音理解し、霊的に強くなり、人の間で杖となるようにしなさい。 

65 私は、あなたが兄弟姉妹を啓発することができるように、私の光からあなたを与えた。この権威をもって、あなた
はイエスのように、地球の輪に縛られ混乱する闇の魂たちを解放するのです。 

66 私の光はすべてを取り囲み、包んでいる。なぜなら、あなた方はみな、私の霊から生まれたからだ。あなたは私の
ものであり、私のもとに帰らなければならないのです。 

67 私が来たのは、イスラエルの人々 のためだけだと思わないでください。たしかに、わたしは太古の昔から、あなた
がたを、人類を教えるべきわたしの弟子とし、盲人の視力、足なえの杖、らい病人の癒しのバームとするために、法律、任
務、指示を与えてきた。ですから、私はあなた方を兄姉としてのみ残しました。 

しかし、私がこれらの苦しみについて語るとき、魂の盲目、精神の敏捷性や自由の欠如、悪徳と罪であるハンセン病に
ついて語るのだということも、理解してほしい。私が救いたいのはあなたの魂であり、あなたの体もまた私の慈悲に値する
ことを知るがよい。しかし、これに加え、私はこれらすべてのものを与える。 



U 223 

74 

68 あなたの魂の中には偉大な癒しの力がありますが、このギフトに対する信仰と信頼の欠如のために、その力が十分
に発揮されていないのです。 

69 魂は私の恵みを身にまとっているが、肉の弱さのためにつまずく。私の意志を実現するために、魂と肉体の調和と
融和に努めなさい。 

70 私の言葉は、あなたがもはやこの世で渇くことがないように、あなたをリフレッシュさせる透明な水です。 

71 人類は、その宗教的共同体や宗派の中で私を求め、愛し、私の愛撫と私の光を受ける。 

72 魂はそれぞれ違う階段を上っているが、私は彼らを平等に愛し、頂上に到達するための手段を与えているのだ。同
じように、仲間の魂の上達の度合いを考えずに、仲間を愛することです。 

73 あなたの心を完全に開いて、私の住処を用意し、そこに信仰の松明を灯してほしいのです。人の痛みを自分のこと
のように感じられるように教えてあげたい。 

74 この「民」の「部族」は、予告された大きな苦難が来る前に、霊的に団結する。 

75 あなた方は今、世界の行く手に光を得、再び人の心を支配した利己主義と憎悪と精神的に戦うために、功徳を積ま
なければならないのです。 

76 わたしの言葉を聞いて心の扉を開く者は幸いである、その者はわたしのよい弟子となるであろう。 

77 信仰と希望と慈愛に心の余裕を持たせ、そこに主への絶対的な信頼があるように、途中で疲れを感じず、立ち止ま
らず、苦しむ人々 の間で慈愛の業を行うことができるようにする。 

78 これは、私がいつもあなたに託している種です。しかし、もしあなたが父のように完全な業を成し遂げていないな
ら、それはあなたがまだ半分しか行っておらず、あなたの肉がまだ罪を犯しているからです。私はそれをすべて知っている
からこそ、無限の忍耐力であなたを求めているのです。 

79 それゆえ、私は現在、私の言葉を撤回するときにあなた方の目の前に残す知恵の書を、一課一課作っているのだ。
その中に、あなた方が希望に満ち、私があなた方に差し出した土地、すなわち私自身の子宮を待ち望みながら、自分の使命
を果たすための狭い道を歩み続けるよう、励ます教えがあるのです。 

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 224 
1 私は、あなたの作品の一つひとつを、魂の上向きの発展の書物に記す。そして、あなた方が地上での任務を知るこ

とができるように、私は、太古の昔からあなた方に託してきた霊的な賜物を目覚めさせたのです。 

2 あなたは私から生まれ、その瞬間からあなたは準備され、私があなたを闘争と完成の場である地上に送ったとき、
私はあなたに父を愛することを教える律法と、「私が創造したすべての存在と調和するように、互いに愛し合いなさい」と
いう教えを与えました。私の目には、皆さんは偉大であり、価値があると映ります。わたしはすべての者を同じ愛で創造し
た。わたしにとって、一人と他の者の間に違いはない。 

3 長い間、私は子供たちの帰りを待っていました。もし、あなたがたがわが言葉を聞いて心を動かされず、悔い改め
の涙を流さないなら、それは、第二の時代にあなたがたに与えられたわが約束が実現するのを、あなたがたは見守り、待ち
望んでいないからだ。私は今、精神的、物質的な利益をもたらすために来たのです。命の木の実である私の言葉は、あなた
の飢えを満たしてくれる。私は善意ある人々 に平和をもたらす。それは、地上で私の戒めに従ったあなた方に与える報いで
ある。 

4 あなたの魂を高め、心を清め、私の神性への愛の行為で、私と霊的な交わりをするのです。わたしはあなたがたの
上に、わたしの恩恵を注ぐ。 

5 祈りなさい、あなたの祈りは罪人を改心させ、無知で罪を犯し、私に対してどれほど罪を犯したかを知らない者を
納得させるだろう。悪の芽を取り除き、刷新の恩恵と使命の達成を知らせます。 

6 あなた方の善行には祝福があり、あなた方の問題には解決があり、あなた方の痛みには癒しのバームがあるのです
。しかし、あなたが健康で強くなったら、同胞を教え、善を行うよう鼓舞し、模範となりなさい。そうすれば、私を語る言
葉だけでなく、あなたの行いが、あなたが私の弟子であり、私を模範としていることを証明するでしょう。 

7 私はキリスト教の世界と、キリストを信じていないもの、イスラエルの民、つまりモーセの信徒に語りかける。す
べての人に、私は私の光と愛撫を与えよう。この光は、誤りと無知を排除し、私への信仰はすべての魂を統合し、彼らの間
で平等にするものです。 

8 大いなる闘争の末に、人々 に平和が訪れるのです。今日、あなた方は信仰、霊性、善行に対する敵に直面していま
す。周囲の雰囲気が不純で、悪の進出を止めることができなかったからです。しかし、本当は、あなた方は、この世界が失
った健康や平和、信仰を回復し、この世界を変革する使命を担っているのです。 

9 一人で悩むことはありません。その前に、あなたの神様が戦い、いつも通りそうしてくれるのです。悪の力が縛ら
れ、人間は自由になり、生命が回復し、心に信仰が戻ってくるのです。 

10 もし、あなた方が自分の才能を発揮して大きな成功を収めたとしても、それを誇ってはならない。私が人に「語る
」ための道具となったからといって、あなた方を賞賛してはならない。 

11 私があなたの罪を赦し、あなたの不完全な部分を取り除いたことを忘れないでください。私は、単純で、無学で、
無知な心を用いて、わが命令を遂行するように訓練してきたのである。 

12 私の言葉は、文字として残ります。この本は、人々 へのガイドであり、指示となる。もし、あなたが私の新しい懇
願を理解するのに十分な準備ができていないなら、私の言葉を勉強し続けなさい。この本を編纂しなければならない弟子た
ちの心を整えているのです。その中に私の本質と存在感を見出すことができる。それが、私が人類に残す遺産になるのです
。私に感化された者は、愛の法を制定し、賢明な戒め、思考、原則を残し、それを世界が知るようになるのだ。わが言葉は
、地上のすべての民の中に、それを受け入れる用意のある心を見出すからである。 

13 戦争の苦難を生き抜いた国々 は、書かれているように、私が再び来て、人間の精神に私の王国を築き、愛と正義の
契約を結ぶために来たという信仰を確認する使者を待っているのです。 

14 あなたの右手には、あなたの人生を知っている守護天使を置いた。あなたを導き、危険から守るのが彼の役目です
。それは、あなたを助け、それによって愛の大きな使命を果たす「霊界」なのです。あなたには、受肉していても、もはや
受肉していなくても、あなたの魂を導く犠牲的な羊飼いであるエリヤがいるのです。 

15 彼の名前は全人類に知られていないし、彼の使命も知られていない。しかし、すぐに彼はいつでも私のパイオニア
であることを学ぶでしょう。 

マリアは母性愛であり、魂が受けるあらゆる苦難において、あなたの慰めとなってくれます。あなたのために執り成し
、このような困難な時には、あなたのそばにいて試練を励ましてくれるのです。彼女は御子と御父の間の執り成し役です。
そして、あなた方に語る主は、あなた方を指導し、私が去るとき、あなた方が私の従者として準備できるようにするために
来たのだ。 

16 人間よ、私は人間の心によってあなたのもとに戻り、私の教えをあなたの精神に、私の本質をあなたの心に置く。
私は、人々 を永遠の命への道である霊化の道へ導くために、天空の光の松明としてあなた方のもとに戻ってきました。 

17 私の教えの光は、この世界の影の中であなたが輝くように、あなたを照らします。 
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18 キリストが送るこのメッセージを受け取って、あなたが精神的に天の父に連絡することができるように、彼は同じ
ように愛情をもってあなたに答えてくれるでしょう。 

19 ようこそ、苦しみに疲れた人たちよ、来て、私の愛の中で休みなさい。私は平和であり、心の安らぎであり、あな
たの魂にも同じものを残したいと思っています。私はあなたの十字架を担う者であり、あなたの希望です。喜び、励め！私
はあなたとともにいる。 

20 私の言葉を聞いた瞬間、あなたは幸せな気持ちになります。あなたが私の話を聞いてくれていると感じるとき、私
の神聖なスピリットには平安があり、この感覚をあなたに伝えたいのです。長い間、私の帰りを待っていたのですね。 

21 金の麦である私の言葉を守り、それを失わないように。隣人愛の重要性を認識することが必要であり、そうすれば
、愛の働きのすばらしさを経験することができます。私の子供たちの誰かが、彼らの霊魂が経験する喜びを心の中で感じら
れないとしたら、どんなに悲しいことでしょう。苦しんでいる人の身体や魂を慰め、愛し、癒す姿を見たいのです。愛する
者は、人生を蝕む憎しみを知らない。愛する者は、心を滅ぼし、魂を悲しませる恨みを知らない。愛する者は、その言葉、
その表情、その働きに善があり、その人生は愛に満ち、その肉体の死は穏やかなものとなるのです。 

22 永遠にわが霊は父の御言葉であなたを慰めてくれる。しかし、あなたが深く苦しみ、その苦しみの中で私に呼びか
けるとき、あなたは自分の呼びかけが私に聞かれていないと思い込んでいるのです。あなたが疑うのは、私を感じることが
できないからです。あなたがたは、わたしを自分の中に抱えていながら、それを知らず、また、それを信じていないからで
す。愛してると言えなかったのはいつだ？もし私の声が聞こえたら、あなたはどんなに幸せだろう。人はみな、わが畑に種
をまく者、わが果樹園に苗を植える者となり、その愛の種は私によって水を与えられるだろう。 

23 あなたは物質化されているため、道を踏み外し、私との距離を感じています。しかし、私は、この知恵と啓示の源
に近づくための霊言を行います。私の福音書のページを毎日読んでいても、私の教えに従わず、生活していない人がたくさ
んいるのです。私の言葉を繰り返すことに何の意味があるのでしょうか。一方、心の道、感情の道で私に従う者は、彼らの
マスターに近づくことができる。 

24 しかし、それは愛の梯子でなければならず、寛大な思いの梯子でなければならない。あなたの苦しみを終わらせ、
涙を止め、あなたが沈んだその眠りから目覚めることができるように、今すぐ始めてください。 

25 私に仕え、隣人に役立つ方法はたくさんあります。苦しむ者の慰めとなるように、私の種を撒き散らしてください
。人生の旅路に降りかかる苦痛の試練に、信仰によって耐えてください。信仰は神の贈り物であるため、「不可能」を知ら
ないのです。愛と一体となり、この世の嵐から身を守るのです。人生において、良い行動をとらずにどうするのですか？こ
の存在を利用しなさい。そうしなければ、魂の健康を知ることはできない。なぜなら、魂は善からしか力を引き出せないか
らだ。あなたの思いが百合の花のように清らかであるように、あなたの業が花の香りを放つように、見なさい。 

26 あなたがたは起きなさい、わたしのもとに来なさい、わたしがあなたがたを待っているのだから。心の道を通って
来なさい、それによって目的地に着くのだ、たとえ何世紀が過ぎても、私はあなたを待ち続けるのだ。 

27 飛ぶことを覚えずに巣の中で死んでしまう若鳥のようであってはならない。 

28 私は、たとえ人間の唇で表現されたとしても、内なる準備の時に神から来る思い（声の主）を通してあなたに語り
かけます。私のプレゼンスはあなたのもとにやってきて、あなたを撫で、あなたを目覚めさせる。だから、明日を待たずに
、順番に待っている人を愛撫してあげよう。とは言われたくない。「明日、私は使命を果たすために出発する」。もしあな
たが命を使わなければ、あなたは涙を流し続け、私はあなたを待ち続けるでしょうから。あなたは私の愛する種であり、私
の管理の下で、美しい花と良い実を咲かせることを約束します。 

29 そこには、愛と慈悲によってこの世で偉大な存在となった人々 の魂が、永遠に存在するのです。彼らは地上での役
目を終えた後、そこで一つになり、今も世界をさまよう弱い人間や恐ろしい魂に援助を与え、人類に愛を注いでいるのです
。あなた方の世界のように、信条や宗教的な教義によって人々 が分け隔てられ、互いに愛し合ったり理解したりすることは
ない。宗教は、愛の法則によって結ばれ、すべての人が等しく輝く光へと魂を導く一時的な道に過ぎないことを知りなさい
。 

30 なぜなら、この光はあらゆる理論、科学、哲学を超え、すべての人間が感じ、認識するものだからです。 

31 この時、私の言葉を聞く大勢の人々 の中には、魂が強く発達し、儀式や儀礼、礼拝の形式を避け、霊的なものを求
めてやって来る人々 がいます。彼らは、物質よりも崇拝する愛と知恵としての神を望んでやってきて、いったん自由になる
と、司祭も師匠も先生もいらないと感じるのです。人の道を照らす松明のようなものです。 

32 今、"霊の谷 

"に住む多くの人々 が、信仰、慈悲、知恵、愛という消えない印をもって、あなたのために発展の道を示してくれたのです
。彼らは、あなたがあの世に帰ったときに出会う、高く輝く存在なのです。なぜなら、彼らは御父の無限の愛の中ですべて
の人を一つにし、その中ですべての宗教的共同体が地上で一つになるはずだからです。この世の存在たちが送るメッセージ
は、白い鳥のようにやってきて、愛とインスピレーションによって準備された人たちの心に定着するのです。天使の姿で人
間にやってきた考えやインスピレーション、メッセージのうち、受け取り方がわからず、あの世に帰らざるを得なかったも
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のがどれほどあったことでしょう。私の胸の中で、もう一度愛の息吹のように送り届けようとする人間の心の準備を待って
いるのです。 

33 民よ、覚悟を決めろ。波が戻り、鳥のさえずりが夜明けとともに戻り、苦しみと待つことに疲れた心に希望が戻る
とき、メッセージがあなたに戻るとき、あなたの心をもう閉じないでください。 

34 Love!愛さない人は、自分の中に深い悲しみを抱えています。人生で最も美しく、最も高いものを所有せず、感じ
ないという悲しみを。 

35 これは、キリストがその生涯と死をもってあなたがたに教えたことであり、キリストがその神聖な言葉の中であな
たがたに遺したもので、「私があなたがたに教えた愛をもって互いに愛し合いなさい」という文に要約されています。 

36 愛してこなかった者たちが、その恨みや偏見から解放され、私のもとに来て休息し、そこで生気を取り戻し、無限
の優しさに満ちた私の愛のことばを聞く日が来るだろう。まことに、あなたがたに告げよう。私の愛の中に、私の力があり
、私の知恵があり、私の真理があるのだ。それは、最下層の人間から完全なものに到達した最高の魂まで、さまざまな形で
姿を現す無限の階段のようなものだ」。自分なりにでもいいから、常に愛すること。憎んではいけない。憎しみは死の跡を
引きずるが、愛はすべての恨みを許し、忘れさせてくれるからだ。 

37 私の言葉を勉強してください。御霊の賜物、愛の賜物、慈悲の賜物について語るのを聞きたい。 

38 知恵は、心の感情によっても得られることを知る。その気持ちが言葉となって、深い教え、崇高な思想を愛が植え
付けてくれるのです。 

39 この光は、あなたの人生が高揚し、変容するように、そして、あなたがこの光を病人や子供、貧しい人々 に与える
ことができるように、あなたに与える。 

40 善の使徒になれば、あなたの精神的な表情はとても美しくなり、それがあなたの作品に反映されるでしょう。 

41 もし、あなたが私の教えを聞いたからといって、天国に行ったと信じているならば、それは間違いです。私の教え
に従う者だけが、天国に行けるのです。もしあなたが、さまざまな宗教団体の儀式に参加することで、魂が必要な心の安ら
ぎを得られると信じているなら、私は確信を持ってこう言います：ノー！（NO!魂は、良心の呵責がないときにのみ平安
を得ることができる。 

42 私の愛はいつも、それを最も必要とする人を求めています。その時、私はある民族のために身を捧げるために人間
となった。この民は私の言葉を聞いた。しかし、彼らは真理を聞きながらも、私を認めず、その盲目は小羊の罪のない血を
流すことで頂点に達しました。 

43 エルサレム！エルサレム！私の説教と犠牲が終わった土地。痛みや戦争に巻き込まれるのは、あなただけではあり
ません。しかし、あなたはひどく悩まされることになる。しかし、他の場所でも戦争は起こるでしょう。人々 は自分の思考
で戦争を作り出し、その中で自分の終わりを見つけなければならないからです。 

44 もし人々 が心の中で戦争を考えるなら、それは彼らの心に愛がないからです。しかし、私はあなたに尋ねます。な
ぜ、あなたは愛することも、許すこともできないのですか？私を犠牲にした者を、私のために涙を流した者よりも、私が愛
していないとでもいうのか。あなたの愛と理解の欠如によって、あなたはまだ私を十字架につけていることを知りなさい。 

45 エルサレムは今、苦しみの場である。そして、私はあなたがたに言う。罪のない血を流すことや、わが使者を中傷
することに気をつけなさい。そうすれば、あなたの子供たちは、あなたが非難する人々 のために多くの涙を流し、あなたが
痛みを与える人のために大きな痛みを受けることになります。これは私の罰ではなく、あなた方の蒔いた実である。 

46 泣け、お前たち、もし愛することを知らないなら泣け、許すことを知らないなら泣け、自分の死に泣く者の恨みを
込めて泣け。愛さない者は、わたしのもとに来ることができないからです。だから、私はあなたがたに言う。泣け、感動し
ろ、もしお前が感じるなら、お前にはまだ命があり、懺悔の涙で自らを清めることができるからだ。 

47 私はいつでも、わが民の子らに向かって、彼らが父と交わした契約の盟約を思い出させ、彼らが罪の道に迷い込ん
だこの人類の間でわが平和の使者であることを告げてきたのだ。 

48 私の光は、いつも「イスラエル」の道を照らし、その中で主の目にかなう業を行うよう照らしてきました。 

49 私の神性の光は、いつも人々 を照らしているのです。しかし、見捨てられたと思うと、霊性、信仰心を失い、偶像
崇拝に陥ってしまったのです。 

50 そのため、精神的な進歩が遅れている。もし、この民族が早い時期から利己主義から解放され、私が与え、明らか
にしたことをすべて地上の民族に伝えていたならば、わが律法とわが教義は全人類に尊重されたことだろう。しかし、私の
法のないまま過ぎていく世界を見よ。とても苦い杯を飲み、飢えと痛みに苦しんでいるのだ。 

51 私の仲間は、地球が人間の血に染まるのを防ぐことができなかった。平和が実現しなかったのは、その使者たちが
、自分たちにこの奇跡を成し遂げる能力があるのかと疑い、心の中にしまっておいたからだ。あなたは、あなたに苦渋の例
を示し、私の真理を疑った私の使徒としてあなたに姿を見せた私の弟子トマスのようなものです。あなた方の中にも、疑う
者はいるのです。 
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52 この民の子供たちの中には、自分が地上の控えめな主人だと思うまでに心がうぬぼれた者たちがいるのです。彼ら
は、世の中の物質主義や見せびらかしたいという心の欲求に支配された魂なのです。 

53 私の正義と魂の不滅を忘れた者こそ、暗い包帯で覆われ、私の光の明晰さを見ることができないのだ。しかし、私
の正義と愛は、私の意志に従って、私の平和と祝福を人類に分配する方法を伝えるために再び地上に転生したこの民衆のメ
ンバーに今下降している。 

この民の中には、私がこの時期に送り出した者たちがいる。彼らは、あなた方の間で私の新しい啓示を認証し、後にあ
なた方の同胞にそれを証言するようになるためである。 

あなたは今、主とは親しくしていても、互いに愛し合わず、認め合わず、平穏を感じる瞬間があることを知り、深い痛
みを感じているのではないでしょうか。 

54 この時、あなた方は人間としての私を見ることはできないが、その目で私を見ることはできないが、私の顕現を信
じるようになるのだ。あなたは、霊的に自分が置かれている時代と、私があなたに託した使命を認識する必要があります。 

55 この責任ある時期が、あなたに重くのしかかっています。闘争を進めるためには、川のほとりで師匠の話を聞くよ
うな気持ちで、あらかじめ私の言葉を理解することだ。この時、あなたの魂は刷新によって大きな純度を獲得し、その贈り
物を他者と分かち合うに値するものとなり、私の前にいるに値するものとなるでしょう。 

56 あなたがたの間にわたしがいたこと、わたしの言葉を聞いたことを知った世界は、この民に、彼らを納得させるに
足る徳、模範、教えを求めるだろう。 

57 人に良いことをするのは、自分だけではありません。私は、あなたが必要とするときに、あなたのために心を準備
するのだ。そして、千里眼を持つあなた方は、これらの恩恵が誰のおかげであるかを知ることができます。 

58 あなたの行く手に茨を立てるのは、私の意志ではないからだ、私は本当にあなたを愛している。もし、それが苦痛
であっても、反感であっても、涙であっても、神を責めず、冒涜せず、あなた方は光の子なのだから。 

59 あなた方は皆、私の王国の相続人であることを理解しなさい。しかし、それを取るためには、素晴らしいサービス
を行わなければならない。 

60 あなたの人生において、私の法則に従って行動すれば、それは輝く星のように「約束の地」の門へとあなたを導い
てくれるでしょう。 

61 この世で光となり、道となり、知識となりなさい。あなたの仲間を、あなたを待っている私の食卓に招きなさい。
そこでは、永遠の命のパンを楽しむことができるのです。 

62 金持ちも貧乏人も食べなさい、このごちそうは何の費用もかからないから。しかし、この祝宴に真の喜びをもたら
すためには、互いに交わらなければならない。 

63 この言葉を聞くために近くに来なさい、もうすぐ聞こえなくなるのだから。 

64 私がこの顕現の終わりが近づいていることを話すと、あなた方の中には、なぜ私がこの顕現を人間の間でいつまで
も続けさせないのか理解できない人がいます。これに対して、私は、神が時間の経過の中で人に語ったどのような顕現も、
永遠ではなかったと答えます。あなたの父は、その過程で常に自分を人間らしくしなければならず、あなたたちに聞かれ、
見られ、感じられるためには、それがどれほど必要であったことか。したがって、物理的な知覚可能な顕現は、あなたと主
とのコミュニケーションの最高かつ最も完全な方法には決してなりません。 

65 あなたが霊化によって人生の高みに到達し、わが教義の中にある正義と愛と光があなたの行いの規範となり、あな
たが私に払う敬意が完全に霊的なものとなったとき、あなたは霊から霊への対話、完全なコミュニケーションの時を迎えま
す──そのとき父はもはや強制されることはないでしょう」。主はもはや、その神聖な "言葉 

"を人間にして、人間の唇を通して人に話す必要がないとき、 ── 

私がこの第三の時間に執り成しを許した声帯持ちの不器用な知性を使う必要がないとき、 ── 

主はもはや、その神聖な言葉を人間にして、人間の唇を通して人に話す必要がないとき、 ── 

主はもはや、私の執り成しを許した声帯持ちの不器用な知性を使う必要がある。 

66 石に刻まれた私の法律は、その意味は永遠であるが、その外側の形ははかないものである。戒律が刻まれた板を消
滅させた。あなたがたの父が望んだのは、律法を心の中に書き残すことでした。また、約束された者、油注がれた者、神の
子であるイエスでさえも、地上では永遠ではなかったと言うことです。彼の言葉、彼の教え、彼の作品、彼の模範的な生活
は、確かに不滅であり、永遠の本質を持っていた。しかし、彼の地上での人間としての生涯は短かった。なぜなら、知恵と
愛と憐れみのうちにご自分を流された後、模範的な仕事を終えられた後は、もう一刻も留まる理由がなかったからです。キ
リストの声は父なる神の言葉であり、すべての魂に響き、永遠に響き続けるのです。 

67 この時代も同じことが起こるのです、皆さん。わが霊が声帯の脳を通してあなた方に知らせるこの方法は、最も完
全なものではないので、すぐに終わりを迎えるでしょう。しかし、声の主たちの口から出る言葉の意味は永遠である。それ
は、私が以前にもたらした言葉と同じ本質であり、私が第一時代に与えた律法を含む本質と同じだからである。 

68 良い弟子として真剣に考えれば、あなた方の父のすべての顕現の外側の形、人間化された部分、物質的な部分は、
永遠にあなた方の間に存在することはできないことに気づくでしょう。もしそうなってしまったら、停滞から抜け出すこと
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はできないし、進化することもできないからです。しかし、あなたの霊的な運命は、昇ること、到達すること、征服するこ
と、知ることであることを理解しなければなりません。 

69 そのシナイ山での父の啓示の外側が、神の掟を刻む手段となった石である。 

70 イエスを通して神が人類に顕現した外的な部分は、キリストの人間的な姿である身体であった。そして現在、私の
顕現の外的な部分は声の運び屋であった。だからこそ、過去の時代のようにこの形の啓示は終わりを迎えるのである。 

71 あなた方はスピリチュアリストの子であり、形ではなく本質を養うべき存在であることを理解してください。私の
言葉を正しく理解すれば、二度と偶像崇拝に陥ることはなく、外側の礼拝行為や形式、一時的なものに執着することはない
。 

72 あなたは、すべてにおいて物質に縛られて生きていることを自覚してください。あなたの愛する人がこの世を去る
とき、あなたは彼の生気のない体にしがみつき、それに新しい命を与えようとしたり、それを引き留めようとしたりします
。 

73 肉の死に対して泣く者は、そうすることによって愛する存在の終わりを見ることができると考えるからである。他
の死人に対して泣く者は「死人」であり、光から自分を観照するものに対して心を閉ざした無知な者であり光のない者であ
る。 

74 もし人間が複雑な宗教の代わりに、私の教義の教えを勉強して生きることに専念するならば、あなたの世界にはも
っと多くの光があり、魂には平和がもたらされるでしょう。 

75 神様があなたの手に託した証は偉大です。しかし、あなたはまだ自分の持っているものを知りません。ですから、
あなたの星はまだ涙の谷なのです。 

76 律法の板を収めた契約の箱の発見を夢見たり、神の師の姿を様々 な像で不滅にしようとするのではなく、人が神の
法と教義の意味を理解することに専念するならば、本当に団結し、平和が訪れることでしょう。 

77 なぜなら、この時期に大いなる啓示を受けたあなた方は、それを永遠に持ち続けようとして、外側の部分、つまり
形に執着してしまう危険性があるからです。なぜなら、すべての形は過ぎ去り、本質的なもの、精神的なもの、永遠なもの
だけが残るからです。 

78 理解するために知性を使い、行動するために意志を使う。 

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 225 
1 愛する弟子たちよ、私の愛と平和はあなたたちとともにある。私は、地上の財を忘れよ、そうすれば、あなたの魂

は自らを切り離し、あの世でマスターと一体化することができると、私の神聖な指示によってあなたに教えています。 

2 どの心にも悲しみや不満があり、あなたはそれを私の視線から隠そうとします。あなたは私から学びに来て、あな
たの悲しみを私に見せようとはしません。しかし、あなたは、あなたの心の底に浸透し、あなたの痛みに共感する、私の鋭
い視線の前にいるのです。 

3 私の指示を与える前に、私はあなたの傷に私のバームを置き、あなたの魂を平和で満たします。あなたが強くなる
のを見たいし、あなたが私の近くにいるのを感じたいのです。あなたと父なる神との間の絆は、日ごとに固くなり、あなた
の心を地に縛りつける鎖は切れ、あなたの魂は自由になることでしょう。私は、あなた方が物質主義や精神的な狂信に陥ら
ないように、精神的な法則と人間的な法則を守るように教えました。 

4 あなた方は、私の第三の啓示を目撃し、私の言葉を再び聞くために、多くの苦しみを味わってきたのです。あなた
方の中には、私の言葉を聞いたにもかかわらず、魂が人間の必要から解放されていないため、苦しみから解放されていない
人たちがいます。しかし、私は忍耐強く、愛に満ちた主人として、新参者がその迷いを進められるように、私の指導であな
た方を助けるために来たのだ。 

人生の試練は私の教えの一部であり、それはあなた方の魂を形成し、来るべき新たな試練に耐えられるよう鍛錬するも
のである。痛みは、あなたが私のもとに来るための手段だった。 

第二次世界大戦でも同じことが起こった。盲人、らい病人、半身不随の人、憑依された人、耳の聞こえない人、身体だけで
なく「心」にも膿んだ傷を持つ人たちが、私の証人になったのです。 

5 あなた方が奇跡と呼ぶ、私があなた方の間で行った愛と慈悲の業が、その心の信仰に火をつけ、それを通して多く
の人々 が私のもとにやってきたのです。人がイエスの力を直接体験できるように、心と魂の最も深い糸を震わせるような仕
事をすることが、私の意志だった。まだ時代が完成していなかったので、御父は、御霊であるがゆえに、イエスの肉に隠れ
て人のもとに降りてこられ、御父のすべての業が見えるようになり、御言葉が聞こえるようになられた。 

6 だからこそ、私はまず身体の病人を何度も癒し、最も不信心な人々 の目に証拠を与え、物質化するようにしたので
す。もし、私がそのような奇跡を魂にだけ行なったなら、人々 に見られることも信じることもなかっただろうからです。 

7 時代は変わりました。もし、あなたがたが同じでないなら、わたしはあなたがたの間でそれらの奇跡を繰り返し、
わたしのあかしをすることだろう。しかし、あなた方はその時代の私の証人であった。あなたは、私の慈悲を目撃しただけ
でなく、それを受けたのです。イエス様の愛撫を、頭に乗せた手の優しい圧力を、どれだけの人が感じたことでしょう。そ
の癒しの力と愛で心身を満たしてくれるその言葉の響きを、どれだけの人が聞いたことでしょう。 

8 今日、私はあなたの魂に直接会いに来ました。ある者は盲目で、ある者は運動能力を失い、ある者は神の声に耳を
傾けず、ある者は罪と悪徳によって癩病にかかっていることがわかりました。だから、私はあなた方が喜んで、平和的に私
のところに来るようにと呼びかけたのだ。しかし、あなたは心が固くなっていた。痛みが激しくなったときだけ、あなたは
私のために旅立ちました。 

以前は、安心や健康、快適さを求めて、次々 とドアを叩いていたのですね。しかし、これらの恩恵がどこにもないこと
を知ると、あなた方は謙虚に首を下げて私のプレゼンスに入ってきたのです。皆さんは、この道を歩んでこられました。私
の慈悲を必要としない心は一つもなく、魂も一つもない。だからこそ、私はもう一度、あなたが苦痛を通してこの道を見つ
けたと言うのだ。 

9 ある者は、不信仰のあまり、信じるために私に奇跡を要求した。そして、彼らが要求する奇跡を認めないという試
練を与えたのです。わたしを信じ、わたしを愛する者は、決して父に対して条件をつけないからである。また、信仰がない
にもかかわらず、私の教えに耳を傾け続け、心が砕け散り、奇跡が起きた人もいます。そして、主への信頼に満ちて目を開
けたとき、彼らは健康と平安を取り戻したことを限りない喜びとともに実感したのです。また、同様にわが言葉を忍耐強く
聞き続けた者たちは、肉体の痛みを忘れ、魂を高揚させ、わがもとに近づいた者たちの中にいたために、彼ら自身がその苦
しみを祝福するようになった。 

10 このようにして、わたしがあなたがたの信仰と愛を試したこと、そして、あなたがたの救いへのあこがれによって
、わたしの慈悲と賜物とを得たことを悟ったのだから、祝福されなさい。 

11 私は主人であり、父であり、医者であり、裁き手であった。私は最高の愛である。常に父として、師として私を求
めよ。あなたがたが医者としてわたしを求めることのないよう、病気になるな。わたしが裁判官としてあなたがたとともに
いることのないよう、わたしの正義に挑むことのないように。 

12 道徳、美徳、精神化の実践は、身体の病気や良心の呵責からあなたを解放してくれるでしょう。 

13 もう一度言いますが、私は今日、第二の時代の奇跡を繰り返すために人類に来たのではありません。私はあなたの
魂を望んで来たが、あなたの体を忘れることなく、それも私の創造物だからだ。私は、この時代の波乱と苦痛の中で、あな
たの心を平和で満たし、あなたの顔を笑顔にするために近づきました。 
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14 その理想とは私であり、あなたがいつも私の存在と私の援助を受けられる道のゴールだからです。その上で私は、
あなたの眠りを守る目覚まし、友人、医者、そして守護神になります。 

15 あなたの魂は、まだ地上に住んでいますが、今、その世界を発見しているのです。今、その聖域を知り、道を見つ
け、そこから地平線上に真の祖国を見ることができるのです。 

あなたは心の中で、どれが彼に届くかと私に尋ね、私はあなたに答える。すべて。しかし、これからの時代、あなたを
導くのは痛みでもなければ、あなたを強制する試練でもない。それはあなたの愛、あなたを私のもとへ導く光となるでしょ
う。道の試練は、唯物論からあなたを目覚めさせるのに役立つだけです。 

16 嵐やハリケーンが過ぎれば、あなた方の心には穏やかさと平和が訪れるでしょう。そうすれば、あなたがたは結合
に達し、父はあなたがたにこう言われるでしょう、「今、あなたがたは準備できた。今、人のことを考えなさい。今、あな
たには仲間を指導する権利があり、今、あなたは良い手本を示すことができるからです。 

17 新しいエルサレム」の門が開かれるのです。その中に見張りがいて、そこから使者が国々 に出かけていって、至福
と証しをもたらす。 

18 あなたの言葉は偶像を台座から押し流し、あなたから出る光は暗闇を払拭するのです。 

19 あまりに大きな責任のように思われるかもしれませんが、あなたにはこの仕事をやり遂げることができると申し上
げておきます。あなたの魂はずっと前に進化の道を歩み始めたからです。 

20 第一時代、イスラエルは契約の箱を自分たちのためにだけ持っていた。しかし、イエス様は地上で宣教される際、
ユダヤの国境を越え、使徒を他の国々 に送り、愛の種を撒かれました。 

21 今日、私は聖霊として来ており、私の普遍的な教えは、人種、学識ある者、無知な者、金持ち、貧乏人を区別する
ことなく、すべての人を含んでいます。その中で、宇宙のすべての住人が一体となり、無限の世界に住むことになるのです
。 

22 この "民 

"からは、私が永遠に住まう霊的な神殿が立ち上がるだろう──そこには、私の神性への愛の祭壇が立ち上がる──石では
なく、祈りと慈悲の業と真の証しによって建てられる聖域があるのだ。この神殿には、わたしの像がある。人の手で造られ
たものではなく、わたしが「わたしのかたちに似せて」造ったもの、すなわち、魂に恵まれ、聖霊の光に照らされた人間だ
。 

23 あなたは自分の中に神の反映を持っている、私は本当にあなたの中にいるのだ。あなたの持つ知性、意志、能力、
感覚、美徳は、あなたが属する高次の本性を証明し、あなたが生まれた父への生きた証となるのです。 

24 時には、不従順と罪によって、あなたの中にある私のイメージを汚し、汚されることもあります。なぜなら、創造
主の像となるには、人間の身体と魂を持つだけでは不十分だからです。私に対する真の似姿は、あなたの光の中にあり、あ
なたの隣人すべてに対する愛の中にあるのです。 

25 この第三の時代において、私はあなた方の魂に「成長し、増殖しなさい」と言うのです。愛する人々 よ、成長し、
増殖しなさい。しかし、霊性において成長し、徳において増大しなさい。 

26 この時代、多くの闇が支配する中で、光となれ。祈りであり、マナであり、バームであり、愛撫であれ。そうすれ
ば、あなたは、私を愛する人々 、私を慕う魂と調和することができる。 

27 この地上には、あなた方の住まいとなる場所があります--

宇宙のイメージであるその施設で、あなた方はその懐で人生の闘いへの力を得ることができるのです。 

28 あなたの家が聖域のようなものであり、小さな王国であり、あなたの人生という乾燥し、敵対する砂漠の中のオア
シスであることを確認してください。汝の家の徳を見よ、しかし、大志を抱きすぎて利己主義に陥らぬように、そうすれば
、もてなしと愛と慈悲が欠けて、もはや宇宙に似つかわしくなくなるであろう。あなたの屋根はもてなし、あなたの食卓は
友愛に満ちたものでありましょう。 

29 愛の道でのみ、あなたは私に到達し、私を知ることができるのです。だから、この教えに従ってどう生きるかを指
導したのです。真の愛であなたを鼓舞するからです。 

30 私の言葉は、この第三の時代におけるあなた方のガイドであり、障害、「狭間」、「闇」を突破するものである。
なぜなら、その中には私の指示が含まれているからである。 

31 私だけがあなたの救いであることを忘れないでください。過去の時代も、現在の時代も、そしてこれからの時代も
、わが律法はあなた方の魂の道しるべとなり、現在も、そしてこれからもあり続ける。 

32 私の律法の上に建てる者は幸いである、彼らは決して十字路で迷うことはない。彼らは約束の地にやってきて、勝
利の歌を歌う。 

33 愛する人々 ：あなたが道を進む一歩一歩を私は祝福し、それによってあなたの魂を平和と自信で満たし、あなたが
過去のように止まったり眠ったりしないための動機付けとする。 
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34 過去の作品に満足してはいけない。ゴールはまだ遠く、そこに到達するためには、まだまだ「迷い」、新たな「功
」を積み、「高み」に向かって努力しなければならないことを自覚してください。 

35 魂の完成は、何世紀、何十年といった地上での時間では測れない。魂の完成と発展は、永遠をその活動領域として
います。しかし、あなた方の前には永遠があるのだから、地上の人生の日や分を、使わずに残しておけば、まだ大きなチャ
ンスがあると考えて、軽視してはならないのである。 

魂が発展の道を一歩でも踏み外したとき、あるいは「一瞬」遅れたときに、魂がどんな苦痛を受けるか、あなたは気づ
いていないのです。自分の存在の一瞬一瞬が持つ価値を認識し、目覚めた状態で生き、肉体的・精神的な向上のために使う
ことが必要なのです。 

36 皆さんが同じステップでこの道を進めるわけではないことは承知しています。だから、すでに確実な足取りで歩け
るようになった人たちに、私は言う。後輩のことも忘れてはいけない。ある者は疲れ果て、ある者は立ち止まり、またある
者は短期間でも信仰を失うことを認識すること。 

37 私はあなた方に、途中でつまずき、倒れる人々 を世話する使命を与える。そうすれば、あなた方は兄弟愛を発揮し
、私の教えから学んだことを証明する機会を得ることができるだろう。 

38 もし誰かが、自分の知識や信仰や贈り物を、他の人が使って楽しむことを恐れて、自分の中に留めておこうとする
ならば、その人は一人で手ぶらで私のところに来ることになるでしょう。彼は自分の種をわたしに差し出すが、その収穫は
ない。なぜなら、彼は種を蒔かず、種を受け取って自分のために使うことに満足しているからだ。 

39 自分の魂に宿しているものを同胞に与えるために我を忘れ、隣人が霊的目標のある山の頂上に登るのを助けること
を最大の喜びとする者は、その使命の遂行において光に満ちた魂を持ち、霊的兄弟姉妹の祝福を受けて大勢を引き連れて到
着するでしょう。 

40 弟子たち、教え子たち、はぐれ者たちよ、私のもとに来なさい。今が、人間の魂が父と調和するために高く舞い上
がり、高みに到達しなければならない第三の時であることを私が明らかにしたときから、私の教えを学んできたあなた方を
弟子と呼びます。 

そして、自分を弟子だと感じているあなた方に、私は真実に言いますが、これはあなたが私から受けた最初のレッスン
ではありません。昔、他の時代に私はあなたがたに語りかけ、その時からあなたがたは律法を知っており、またその時から
私はあなたがたの律法の成就を待っていた。 

私がはぐれ者と呼んでいるあなた方に、私があなた方の間で自分を知らせることに驚いてはいけないと言います。私が
人のもとに戻ることは予言されていたのですから。 

41 あなたがたは、わたしに耳を傾け、魂を整えなさい。わたしは、第二の時代にあなたがたに告げたように、魂の糧
、すなわち澱みのないパンを与えるのだ。このパンは、すべての被造物に対するわが霊の本質と愛であり、ただわたしから
しか受け取ることができない。今日から、私の子供たちの誰一人としてこの滋養を欠くことがないように、あなた方自身を
滋養しなさい。飢えで死ぬな、父であるわたしが今、あなたに告げよう、今ほどわたしがあなたの近くにいたことはない、
と。 

42 あなた方は私の子供だから、私はあなた方を支え、保護すると約束した。これ以上疑わず、この愛に飢えたり見捨
てられたりせず、あなたがいるすべてのステージで私のプレゼンスを感じてください。 

43 私が提供する果実の味を知り、惑わされないようにしてほしいのです。わが顕現の終わりが近づき、その時以後、
選ばれた人々 に危険と罠が訪れるからである。自分の受けた教えをよく研究しない者は、誘惑に陥る可能性がある。警戒と
祈りを怠らない弟子たちだけが、自分たちが誤りから解放され、純粋な種をもたらし、それを同胞に伝える方法を知ってい
るのを見ることができます。 

44 私は三つの時代に、私の啓示の時を刻んだ。最初の人間からイエスの誕生までが、人類の最初の時代を構成する時
間である。それは、開発途上にあるあなたの魂にとって、試練と葛藤と経験に満ちた長い期間でした。イエスは第二の時代
の始まりを告げ、人はイエスを手本にその教訓を学び、父の使者である「ことば」が近づいてくるのを感じて震えたのであ
る。 

その御言葉が地の果てまで届くように、選民を訓練し、準備された後、しばらくして、御自分が来られた父のもとに戻
られたのである。それから、新しい時代の始まりを告げるサインが現れた1866年まで、第2期に含まれることが行われた
。 

その後、人類に新たなサイクル、第三のサイクルが開かれました。私の霊はその完全な効力を発揮して、あなた方に次
の時代へと進み、その時代に対応する種、光、恵みを受け取るよう指示しました。そうすれば、あなた方は進化の度合いを
認識し、一歩ずつ霊化へと近づいていくことができます。 

45 人間の仲介によって私があなた方に指示を与える期間は決まっており、私のあらゆる命令と同様に、それは必ず実
現する。その後、私に対するあなたの信仰、直感、信頼は、私があなたの近くにいることをあなたに伝え、あなたは魂の奥
底で私があなたの歩みを指示し、常に山の頂上を指し、私の子供たちが魂を待っている目標である完全性を達成するのを助
けるのを感じることでしょう。 
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46 祝福された女性たち。あなたも私の使徒に属しているのです。肉体的には違うし、双方の仕事も違うが、その人の
精神とあなたの精神に差はない。 

47 イエスをあなたの霊の主人とし、その愛が示した道を彼に従いましょう。彼の言葉を自分のものにし、彼の十字架
を受け入れましょう。 

48 私は、あなた方の霊に対して、人に話すのと同じ言葉で話します。あなた方は霊的に対等だからです。それでも、
もしあなたの女心が見習うべき模範を求めるなら、もしあなたが人生において自分を完成させるための支えとなる完全な模
範を必要とするなら、マリアを思い出し、地上での生涯を通じて彼女を観察しなさい。 

49 マリアの謙遜な生涯を、その務めの間中、彼女を知り、共に協議した私の弟子たちが書き記すことは、父なる神の
ご意思でした。 

50 その人生は──知る人ぞ知る謙虚なものであり、生まれてからこの世を去るまで輝いていた。マリアは、その精神
の謙遜さ、限りない優しさ、純粋な心、人類への愛によって、愛情に満ちた指導を何ページも書き残しましたが、それは、
人に語りかけるべき方がキリストであることを知って、言葉よりも沈黙をもって表現したのです。 

51 マリアの霊は、謙遜、従順、柔和の完全な模範を人類に与えるために、御父から発せられた母性愛そのものだった
のです。彼女の歩む世界は、光の軌跡だった。彼女の人生はシンプルで、荘厳で、純粋だった。メシアが処女から生まれる
という予言は、彼女によって成就したのである。 

52 彼女だけが神の種を胎内に宿すことができ、彼女だけがイエスに対する使命を果たした後、人類の霊的母として留
まるにふさわしいのです。 

53 ですから、マリアはあなた方、女性たちの完全な模範です。しかし、彼女の沈黙、謙遜の業、困窮者への愛からく
る無限の自己犠牲、沈黙の痛み、すべてを赦す慈愛、そして執り成し、慰め、甘い恵みであるその愛に目を向け、彼女をあ
なたの手本とするのです。 

54 処女、配偶者、母親、親のいない少女や未亡人、孤独な女性、痛みに心を刺されたあなた ── 

マリアをあなたの愛と思いやりの母と呼び、あなたの思いで彼女を呼び、あなたの霊で彼女を受け入れ、あなたの心で彼女
を感じてください。 

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 226 
1 マスターが祝福してくれるよ、みんな。私の前でリフレッシュし、あなた方の間にまだ存在する精神的、道徳的、

物質的な試練に耐える力を得るために、私はあなた方を準備します。 

2 この時、世界に降りかかる試練について、私はしばしばあなた方に話してきた。目を開けば、すでに到着している
ことがわかる。より大きなものは明日になる。その解毒剤を持っているあなたには、尊敬を得る機会が与えられるでしょう
。私の指示に従えば、自然の力を命令することができ、その力は止まり、あなたの愛する人たちに害を与えることはなく、
彼らは従順な下僕のようにあなたに従います。あなたの力は小さな集団にのみ及ぶのではなく、「イスラエルの民」の祈り
によって、地域や国全体が苦難から救われるのです。しかし、もしあなたが「注意深く」祈り続けなければ、災いなるかな
、使命を果たせなかったことがあなたの魂に重くのしかかり、逆境に立ち向かうにはあまりに弱々 しいと感じることでしょ
う。 

3 この反省と使命達成の時期に、あなた方は過去の時代に始めた使命を完成させるために、自らを準備する必要があ
ります。間違いを正し、愛情をもってあなたの魂に純粋さを取り戻させる。あなた方の疑念は大きい。なぜなら、あなた方
は私からの使者として、人類の利益のために私があなた方に託したものをすべて伝えていないからである。 

4 信仰を持つ者は幸いである。しかし、私のもとに来て、この尊い贈り物を私に求める者もまた、私は祝福する。"

信仰があなたを救う" 

私はいつもそう言ってきた。重大な危機のとき、大きな試練のとき、祈り、信頼する者は救われるのです。わたしがあなた
を愛し、わたしの完全な保護を享受していることを知っていながら、なぜあなたは絶望と絶望の淵に落ちることがあるのだ
ろう。もし、あなた方が精力的な信仰を持っていないなら、自分自身の中にそれを探し、見つけたなら、あなたの道を照ら
すランプのように、それを持ち歩くことです。そうすれば、あなたは強く、忍耐強く、自分の運命と一致することになるで
しょう。 

5 私はあなたに祈りを教えました。その祈りの中で、私たちは思いを通じ合わせました。あなたは苦難のときも、安
らぎのときも、私を呼びました。あなたは罪を犯したときでさえ、わたしの存在を求め、その罪のためにわたしとともに泣
き、それによってあなたの魂を癒したのです。私の愛と忍耐は無限であり、絶えることなくあなたに現されるのです。 

6 約束の出発の日が近づいてきました。その時、私の言葉は終わる。しかし、私は弟子たちの心の中に霊としてとど
まる。その頃には、あなたは自分の存在の内なる神殿に私を求めることを学んでいるに違いない。その栄光は、あなたの魂
の信仰と愛と高揚の中にあることでしょう。あなたがたが揺るぎない信仰をもって築いたこの聖域は、誰にも壊すことがで
きない。私があなたの魂に託した任務をいつでも認識できるように、わが教えを忍びなさい。 

7 魂の感性で無限の中にいる私を求めよ、しかし、私を見ることを求めてはならない。あなたの目は私の霊を見るこ
とができない。第二時代の私の弟子であるヨハネは、その偉大なビジョンにおいて、私の霊のすべての栄光を見ることはあ
りませんでした。私は彼の霊的な目に、高揚のあまり解釈できない大きな謎を含んだ寓話だけを見せました。彼は、私が彼
に与えたものに感謝し、彼がその偉大な顔で見聞きしたことを後世のために書き記したのです。 

8 この時代の預言者たちよ、無限の世界に恭しく入りなさい。私は、あなた方の準備のために、人々 を励まし、来る
べき出来事を告げる美しい幻影を与えよう。子供たちも見たことを証言し、私は彼らに偉大なビジョンを与える。私の知恵
の光はあなたを照らすでしょう。 

9 この時代にマスターが伝える言葉は、真の理解をもって声の担い手としての任務を果たす準備のできた人間を通し
て、人の知らない教えを明らかにするという利点があるのです。この恵みは同時に、私の顕現を通して、第三紀に魂が到達
した進化を理解することを教えてくれます。 

10 私の光は、あなたにこの真実をはっきりと見させ、それはあなたの全身に浸透しています。疲れた魂が渇きを癒す
、澄んだ水です。心にとっては、日々 抗わなければならない不幸や誘惑との戦いにおける励みとなるものです。この知識こ
そ、あなた方を励ます力であり、私の弟子たちを新たにする恵みなのです。 

11 魂や自分を取り巻く生命についてもっと知るために、さまざまな地上生活を繰り広げる必要があったのです。あな
た方は光の時代に入り、わが教義の教えを、もはや想像の域を出ず、その真の意味で認識することができるようになったの
です。そして、これによって、永遠の命に至る道を認識することができるのです。この光によって、人間はどれほど多くの
啓示を受けることだろう。そして、過去の過ちを発見したとき、どれほど嘆かなければならないことだろう。今こそ、目覚
めの時、精神と思想の自由の時代なのだから。 

12 人間が鎖のように引きずっていた余計な習慣は、新しい準備によって物質主義から解放されたとき、すべて彼の手
から離れ去るだろう。 

13 世界に向け、声を張り上げなければならないだろう。あなた方は、耳が聞き、心が受け取ったことを説明する方法
を知っている真の証人として、この良い知らせの口火を切り、愛と慈悲のわざでそれを確認するのです。 
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14 もし、今まであなた方の行動に完璧さがなかったとしたら、それはあなた方が私の教えによって自分自身を変えよ
うとしなかったからです。意志、自己否定、努力が足りなかったのですね。しかし、あなたの魂は、私に近づき、その使命
を果たしたいという願望で舞い上がりたいのです。 

15 科学者が自分の学問の偉大さを喧伝するのは、それを確信しているからである。私の作品を語るには、皆さんもそ
の真価を確信できるまで没頭する必要があります。 

16 理解する：知らないことは、虚偽や誤りに陥ることを恐れて、話したり確認したりすることはできない。一方、覚
悟を決めて、自分の中に知識と深い信仰があれば、真理の光を持つことができる。 

17 私の教えは、あなたの考えやあなたの理解力だけではないことを忘れないでください。私の神通力には限界がない
。私が啓示する以前から、わが啓示を知り、理解していたと主張する者は誰もいない。 

18 科学者たちが物質的な知識ですべてを説明しようとする一方で、私は謙虚な人々 に霊的な生命、実際の生命を明ら
かにします。 

19 その知識から、人々 が私の作品に対して抱くイメージが生まれるのです。第二の時代」にキリストであるイエスが
その謙虚な姿と簡素な衣服によって判断されたように、また彼に続く十二人も簡素な衣服であったため、多くの人は理解不
足から、あなたの目立たない姿によってわが教義を判断することであろう。しかし、あなたがたに真実に告げますが、彼ら
はボロ布に覆われていたのではなく、私の指導により、魂の真の価値がどこにあるかを理解したために、地上の虚栄心を捨
て去ったに過ぎません。 

20 弟子たちよ、あなたがたに言おう。人々 が私の仕事を研究し始め、あなたがたを探し出して質問してきたとき、私
から受けた知識のために自分が優れていると思い込んで、誘惑に陥ってはならないのだ。謙虚であればあるほど、相手はあ
なたを気高く、信頼できると考えるでしょう。 

21 そうすれば、狂信を解き放ち、魂を解放する光は、人から人へと徐々 に進んでいくことでしょう。そして、そうで
ないのにクリスチャンと自称していた人たちは、この光を通してキリストの真の教えを知り、解釈するようになる。それは
、イエスがその教えの中で語った「霊的生活」の高揚した概念を彼らに与えるからです。 

22 弟子たちよ、私に耳を傾けなさい。あなたがたに謙遜を教え、あなたがたを愛のうちに兄弟と呼んだ方は、今日、
この時代にあなたがたに語りかけている方なのだから。 

23 私の秘密の宝庫は、弟子たちをマスターに変えるために、弟子たちの前で開かれます。私の教えを広めるために、
地方や民族にあなた方を遣わすことができるように、私の言葉を聞き、勉強しなさい。 

24 この間、わたしは「玉座」からあなた方に語りかけ、わたしの声は、わたしから才能を与えられた者を通じて、あ
なた方の世界に聞こえてくる。 

25 第一の時代にメシアの到来が告げられたように、私もまた、あなたがたに私の帰りを告げたのである。そして今、
ここにいる! 

26 1866年、預言者であり開拓者であったエリヤの霊は、主の道を整え、「最初の」人々 の心に光を灯し、私の差し
迫った到来を告げ、私の聖霊が自らを現す声の担い手、すなわち教育のない男女を準備するために、自らを知らしめた。 

27 これらの口寄せを通して、わが身を知らせ、地上の任命された神のしもべたちにもわが言葉が聞こえるようにし、
わが法を少しでも犯す者はみな、それを冒涜し続けることを慎み、彼らはわがもとに至る真の道を人々 に教えることができ
るようにしたのだ。 

28 律法学者やパリサイ人たちは、私を裁くために再び立ち上がり、あなたがたの中で私を試すでしょう。しかし、わ
たしはあなたがたに言います。わたしがあなたがたに教えているように、へりくだることで、あなたがたをわたしの弟子と
認めさせるのです。 

29 イスラエルの民は、まだ団結していない。ある者は「霊の中」にいるが、ある者はまだ地上の肉体を持っているか
らだ。救われる人がいる一方で、奈落の底に突き落とされそうになっている人もいる。その中には、父を愛していると思い
ながら、実際には金の子牛を拝んでいる人たちがいます。しかし、この民が団結し、覚悟を決める時が近づいている。 

30 わたしの声を聞き、その民の一員となったあなたがたは、メロディアスな鐘の音のようなわたしの呼び声に従った
者の一人である。ガリラヤ出身のラビであるイエスの中で語られたのと同じ "神の言葉 

"を聞くとき、あなたは従順さと善意に対する報いを受けることになるのです。 

31 私は、さまざまな宗教的共同体に属する仲間の信念や崇拝行為を検閲してはならないと教えています。私の教義は
すべてを包含するもので、あらゆる信仰を尊重することを教えています。私は、純粋な人の中にも、罪に汚れた人の中にも
、すべての人の中にいることを、あなたは知っている。 

32 私はすべてを愛し、誰も罰しない。魂を正し、完成させるのは、私の正義である。 

33 神霊は愛に満ち、その中に怒りはない。信じることだ。もし、あなたが侮辱され、罪を犯したとき、父が一瞬でも
怒りを感じたら、その一瞬であなたを消滅させるに十分でしょう。 
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34 それゆえ、わたしは「白い雲に乗って」来て、あなたがたにわたしの言葉を聞かせ、あなたがたの悪を取り除き、
真理に目を開かせ、あなたがたの人生の砂漠に、わたし自身をヤシの木としてその木陰に休ませるために来たのである。 

35 私はあなた方に物質的な豊かさを与えていない。もしあなた方がすべてを受け取るならば、あなた方は私に背を向
けるだろうからだ。もし、あなたがお金持ちになったら、どうしますか？しかし、本当にあなたがたに言う。今、私があな
たに贈るものは、宝石以上の宝物です。 

36 肉体の死後、魂はどこに行くのでしょうか？あなたの心は知らない、それらの世界を知らないのです。しかし、あ
なたの魂が暗闇の谷に入らないように、あなたの精神的成長のための狭い道を登らなければなりません。 

37 新しい人生、平和な人生を生きるために立ち上がりましょう。今、人類が滅亡に直面していることを「見守り」、
祈ってほしいのです。 

38 ある人々 は、これらの集会所の貧しさと慎ましさ、そして私が自分自身を知らせる声の担い手の目立たなさに反対
し、私の存在を信じない。しかし、もしそのような疑いを持つ人がキリストの生涯を研究するならば、キリストが決して見
栄や敬意や富を求めなかったことに気づくでしょう。 

39 このような場所は、当時私が生まれた馬小屋や藁のように、貧しく卑しい場所でもあるのです。 

40 弟子たちよ、あなたたちは私の天の食卓につき、そこで私の愛のパンとぶどう酒を食べ、飲んだのだ。 

41 私の「玉座」から、私の光線を送り、私の言葉のコンサートであなたを喜ばせる。 

42 昔と変わらず、あなたの来訪を待っています。 

43 私の食卓に座り、私を囲んでください。お腹が空いたら、喉が渇いたら、ここに食べ物があります。自分たちで食
べてください。あなたが悲しいとき、病気になったとき、ここにいる私の存在があなたに健康と安らぎを与えます。 

44 あなたが私と永遠に共に住むという希望を常に養ってください。世界に関するわが約束を果たしたように、霊的生
活に関するわが約束も果たす。 

45 地上で功徳を積めば、我に通じる道から外れることはない。 

46 なぜなら、砂漠の荒れ地でマナを食べ、後にイエスの奇跡のパンと魚を食べたように、砂漠の中で私の言葉の奇跡
が起こり、あなた方の魂を養っているからです。 

47 今日、あなたが渡るのは熱い砂の砂漠でもなく、私が差し出すのは地のパンでもない。今、あなたは山の頂上に登
り、永遠の命のパンがあなたを養っています。あなたの魂は、私があなたに話す比喩的な意味を完全に理解しています。あ
なたの霊的な発達が、私の教えの核心を突き通すことを可能にしているからです。 

48 あなたは今、自分の十字架の重さに耐えながら、一歩一歩山を登っているのです。疲れたら、わたしを呼びなさい
。すぐに、同じ十字架を背負う者として、主人があなたの重荷を助け、あなたが償いの旅を最後まで続けられるようにしま
す。あなた方は皆、使命と任務を持っている。だから私は皆と一緒にいるのだ」 

「子供も、若者も、大人も。しかし、もし私があなたの運命を示し、十字架をあなたに委ねたとすれば、それはあなたが父
に対して正義を行うことができると知っているからである。 

49 自分の精神的な成長の度合いも、同胞の存在の度合いも、誰にも判断できない。これは私にしか判断できません。 

50 私は、あなた方をこの世に縛り付けている鎖を断ち切り、真実である光を求めて上昇するための精神的自由を与え
るために来たのです。 

51 誰も最後にはなりたくない、みんな一番になりたいと思っているんですね。だから、功を積め、働け。畑に愛で水
をやり、実をつけさせ、そこに主人の種を蒔きなさい。そうすれば、後の世代は、あなたが父から教えられたことを、あな
たの印によって認識することになる。 

52 誘惑によって種が台無しにならないように、私が与えた光の剣であなたの畑を守りなさい。 

53 私は、あなた方の霊的な働きの報酬として、天の御国を差し出しました。その中で、あなたは創造主とともにいま
す。創造主はこの時代、父として、また師としてあなたのもとにやってきて、あなたを慰め、啓発してくれます。私の教え
は、私の愛と誠意と正義を明らかにするものであり、また、あなたがたを知恵に導こうとする私の助言でもあるのです。 

54 私はいつでも、人間が私を理解できるように、簡単な方法で自らを明らかにしてきた。私はいつも、あなたの知性
とあなたの心の把握できる範囲でそれを行ってきたのだ。私があなたがたの下に降りてきたのは、あなたがたをよりよい人
生に引き上げるために、あなたがたの惨めな人生まで自分を低くして、謙遜の手本を示すためである。 

55 私はあなたに、どのような方法で私に話しかけたいかと尋ねました。そしてあなたは、私がどのような形で話しか
けようと、私を認めると答えました。私に試練を与えないでください。あなた方がすべきことは、わが顕現をよりよく解釈
し、真の愛の業をもってわが教義を完全にあかしすることができるように、自分自身を霊化しようとすることです。 

56 私はいつもあなたに光をもたらし、上向きの道を示してきました。今日私は、あなたの祈りによって、あなたがよ
り大きな歓喜に包まれ、霊的生活を間近に見、被造物の上にあるすべての栄光に満ちたあなたの父を見ることができるよう
に、あなたを準備しているのです。 
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57 私の霊は今、すべての魂と心とに、あなたがたが飢えているので、私を養うようにと呼びかけている。あなたがた
は、わが言葉をどのように糧とするかを知らず、私が過去に与えた教えを用いなかった。律法と戒律が記された「いのちの
書」は、現世から忘れ去られて保管されている。 

58 私は霊でやってきて、私の存在があなた方をかき乱したのです。私の光はあなたに届き、あなたの良心はあなたの
すべての行いを思い起こさせた。 

59 新しい人生を歩み、魂の高揚を得るために、私はあなたを招待します。私は、今日、あなた方が私の啓示を理解し
、私の言葉を聞いた上で、あなた方に訪れるあらゆる責任を魂で引き受け、愛を持って使命を受け入れることができるよう
、時代を超えてあなた方の霊的成長を認めてきたのだ。 

60 これほどまでに物質化が進み、心が混乱している時代に、どうやって人類に霊性を獲得させるのでしょうか。自分
の仕事は難しいものであり、それを成し遂げるためには強い意志と忍耐力が必要であることを自覚すること。あなた方は、
わが掟に与えられた誤った解釈と、あなた方がわが礼拝を捧げる不完全な方法を正すために、大きな努力をしなければなら
ないのです。しかし、礼拝の思想や形式を一瞬にして変えることはできないことを肝に銘じ、そのためには忍耐と善意で武
装し、その働きで愛の模範を示すことが必要です。 

61 ファースト・タイムでは、あなたの提供するものが材料となりました。あなたの犠牲となったのは、罪のない存在
です。羊や鳥、また、私を喜ばせると思っていた種や作物も。まだ未熟で、自分の世界の先を見ることができなかったんで
すね。私はあなたに次々 と時間を与え、常にあなたの目覚めを待ちました。 

62 第二の時代、あなた方はイエスを通して私の言葉を受け取り、子供が父に示すことのできる最も完全な愛を教えら
れたのです。人間の魂に新しい世界を切り開き、まだ理解できていない知恵の宝庫をあなたに残してくれたのです。 

第三の時代である今日、私はあなた方のために『生命の書』を開き、その中で、わが霊の近さ、浄化と霊的高揚の後に
人間を待ち受ける平和の時代について語る新しい教訓を示すのです。 

63 これらの教訓はすべて、あなたの魂の奥底に生きています。今日、私があなた方に教えるのは、明日、あなた方が
新しい世代の指導者、教師となって、無駄な伝統や間違った知識が根付かないように、彼らの魂を管理するためである。あ
なたの魂に、律法とわが言葉を携えてください。それを使って教え、復活し始めた人類を安全な道へと導くのです。 

64 私は、このメッセージを伝えるためにモーセや預言者を送ったのではない。私は、あなたが霊的な道に決定的な一
歩を踏み出すための準備をするために、自らやって来たのです。 

65 見て祈り、常に用心深く、私の指示に従って行動し、この第三の時代の啓示の偉大さを悟るようにしなさい。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 227 
1 愛する民よ、涙を流すほどのつらい試練に遭っているのだから、慰めてほしいというあなたの祈りを、わたしはま

た聞く。 

2 私は、早々 に曲がった体、早々 に白髪になったこめかみ、子供や若者の老いた顔を見ています。人の心に喜びもな
く、魂に安らぎもないのがわかります。 

3 選ばれし民であるあなた方でさえ、完全な幸福を享受しているわけではない。なぜなら、あなた方は闘争と償いと
試練の世界に生きていること、この世界とは別の高い世界に平和が支配していること、上昇するためには功徳を積まなけれ
ばならないことを他の人々 以上に知っているからである。 

4 私は、この人類が新たな力を得て、その道でひとときの休息を得ることができるように、その闘いの中で小さな休
息を与えているのだ。 

5 人は、幸福、平和、支配、地上の栄光を求めるのは無駄なことです。どんなときも、つまずき、失望、痛みだけを
経験してきた。 

6 ああ、もし彼が謙虚に自分の運命を受け入れ、強さと力を与えられた霊魂としての自分の本質を理解しさえすれば
。彼の人生における闘争は異なり、その獲得は本物であり、彼の努力は寛大であり、その勝利は真実であろう。 

7 しかし、私の話を聞いて、あなた方が属しているこの人類が奈落の底にいると信じてはいけません。私は彼らを一
歩一歩光に、救いに導いている。なぜなら、すべての人は私の右手に住むように定められており、私が彼らの導き手だから
だ。 

8 この人類は、知識と精神性を求めて飢え渇く土地である。あなたがたに言うが、罪が勝つことはなく、善が支配し
、地上に平和がもたらされる。 

9 人間の魂は、苦痛と試練の中で自らを清め、今、私を聞き、見て、理解する準備ができている。 

10 あなた方の多くは、私の教えに従うことは不可能に見えますが、それはあなた方が実体化して誤りに陥ったからで
す。しかし、あなたがたのうち、謙虚な者、苦痛に身をまかせ、わたしの前に首をかしげた者、わたしのもとに立ち上がる
願望しか持たない者は、わが言葉の遵守を可能とし、その蒔いた最初の実りを喜びをもって見ることができるのだ。 

11 いろいろなやり方があるんですね。しかし、私はあなた方の間に階級、肩書き、人種などの区別はありません。皆
さんは弟子として団結し、一つの共同体を形成しているのです。私はあなた方の中に、貧しく目立たない隠れ蓑に隠された
偉大な魂を発見する。もし彼らが認識されないとすれば、それは彼らが謙虚で学校教育を受けていないためだ。しかし、彼
らは私を愛し、証しし、理解している。私は、この時代にわが言葉を信じたすべての者から、わが新しい使徒団を形成し、
わが教えがすべての時代のものであること、わが教えが永遠であることをこの人類に証明するのである。 

12 私は「第二の時代」に皆から認められていなかったのです。預言者たちの予言が実現したのを見て、すでに私を期
待していたユダヤの民の懐に私が現れたとき、私の存在は、預言者たちの正しい解釈の仕方を理解せず、メシアが敵を打ち
倒し、王たちや抑圧者たちを卑しめ、彼を待つ者たちに財産や地上のものを与える強大な王子であると期待していた多くの
人々 に混乱を引き起こしたのです。 

13 その人々 は、イエスが貧しく、足に着る衣もなく、体は質素な衣で覆われており、馬小屋で生まれ、後に質素な職
人として働いているのを見て、彼が父から送られた者、約束の者だと信じることができなかったのである。そのためには、
目に見える奇跡を起こすことが必要である。 

14 まことにあなたがたに告げますが、わたしが降りてきたのは、目の見えない人に目を与え、らい病人を清め、死ん
だ人を生き返らせるためだけではありません。私の仕事は、英知と永遠性に満ちた神が、人の眠っている魂を欲してやって
きて、彼らを真のスピリチュアル・ライフに引き上げることだったのです。 

15 これらの奇跡は、私が成し遂げたことが他の人にはできなかったという証明にすぎず、こうして深い眠りについた
魂を目覚めさせ、呼び起こすことができるのです。 

16 その頃、誰が私を認識したのか。私が赦した罪人たち、義に飢え渇く者たち、真理と霊性と永遠を切望する者たち
。 

17 誰が私を認めなかったのか。権力者、神学者、パリサイ人、そして信じていない多くの人々 にとって、わが言葉は
混乱の原因であった。 

18 多くの人が、"この人の説くことは、実現するはずがない 

"と言った。しかし、あなたがたは、十二人の人が直接私に従って、私から学んだことを知っている。そして、私は彼らに
、『私の教えを守り、行動し、教えなさい』と言った。私はすぐに過ぎ去ってしまうが、私は遠くには行かない。あなたが
たは私を心に抱き、私の証をし続けるのだ。私があなたにしたことは、あなたの仲間にもしてください。 

19 預言者たちによって準備された人々 は、わたしを理解することができなかった。しかし、私の種は今、あの12人
の弟子たちを通して国や地方に蒔かれ、運ばれていったのです。選ばれし民が彼らを拒絶し、迫害し、法廷で非難したのに
対し、異教徒の国々 の民は私の種を受け入れ、それが実を結んだのである。 
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20 異教徒のローマは、私の弟子たちと、私の教えの種を受け入れた。痛みで実り、楽しみで疲れたその国は、私の教
えを喜んで受け、霊的に強くなった。そこから新しい使徒が生まれ、私の教えを他の民族に伝えたのです。 

21 私に従うことができなかった人々 、私の教えに従うことは不可能だと考えていた人々 、彼らは今どこにいるのでし
ょう。ある者は地上の力を得てこの世の運命を動かし、ある者は私の新たな顕現の証人として私とともにあり、残りの者は
再び受肉して私を待っていると、私はあなたに告げます。 

22 あなたは私に従った人々 の代表であり、病人、罪人、正義に飢えた人々 で構成されています。 

23 今日、私が来たのは、第二時代の私の教えを繰り返すだけでなく、別の教えを与え、一歩前進させるためである。
私が蒔いた種は、その後、実を結ぶように育てているのです。 

24 あなた方自身を霊化で満たし、私の恩恵を受け続けることで、私の教えの実りを人類にもたらすことができるので
す。私の存在を感じてください。私は一筋の光としてあなたのもとにやってきました。それがあなたの心に入るとき、パン
や慰めや愛撫となるのです。 

25 私は、あなたの兄弟姉妹の目の前で、あなたの罪を暴くために裁判官として現れたのではありません。私の愛の言
葉は、心を正し、滑らかにするためにあるのです。 

26 私の教義を、私が明らかにしたとおりに誠実に教える者は、この世に一人もいないのだ。しかし、それを隠してい
る人たちも確かにいる。だから、人類が再び輝く星を見ることができるように、難破した人が救命ボートを発見できるよう
に、私はこのような形でこの世に降りてきたのだ。 

27 私は偏狭な者に相続権を与え、病人を癒し、その後彼らを治療者としたのは、彼らが私の力を世に示すためである
。そのような行為に直面すれば、科学者であっても、自分の生きている時間を自覚し、目覚めなければならないからだ。 

28 私は、自分の体をコントロールし、霊的な使命の従順な協力者にすることを教えています。しかし、私は、あなた
の魂が疲れていることに気づいたら、体の殻を脱いで翼を広げ、鎖から解放されて、「霊の谷」で愛に満ちた仕事をし、戻
ってきたら、心に希望と励ましのメッセージを届けることも教えています。 

29 だから、あなた方は世の光になると言っているのです。あなた方は精神主義の使徒なのですから。しかし、私があ
なた方の間に滞在していることを利用しなさい。この姿のまま話すのをやめ、まだ覚悟を決めていないようです。 

30 この第三の時代のわが律法とわが言葉は、その啓示、予言、恵みの賜物とともに、人の魂が融合し一体化する新約
の箱舟を形成するのである。しかし、その前に拒絶され、戦わなければならないだろう。 

31 あなた方は新しい幕屋を守る者となり、私のプレゼンスと私の言葉があなた方を強くしたので、戦いで負けること
のない私の原因の新しい兵士となるのです。 

32 あなたがたは試練の日に身を隠してはならない。あなたがたに知恵と権威を与えるために来たのに、あなたがたの
慈悲を欠く者たちからその賜物を隠すのは、正しいことではない。 

33 もう一度、弟子たちに囲まれた師匠の姿をご覧ください。わたしは知恵をもって自らを明らかにし、あなたがたの
魂は震えるだろう。わたしが課した試練を生き抜いた者たちは、光を浴びて自らを強化する必要を感じているのだから。そ
れは私の光の一筋であり、私が私自身を現す者の脳に到達するものだ。このようにして、私はあなた方に霊的生活を明らか
にし、イエスが教義で示した道を再び照らし出すのです。 

34 あなた方が私の言葉を徐々 に聞く程度では、あなた方の存在は軽くなり、正義への渇望は少なくなるであろう。そ
うすれば、あなたの良心はあなたの道を照らし、わが掟にかなった行いを私に捧げる準備が十分に整うでしょう。 

35 あなたがたがわたしに近づくとき、魂の救いだけでなく、肉体の救いをも求めるのである。 

36 魂は、あなたの存在の一部であり、その生命には限界がありません。それは、あなたの地上の肉体の前に存在して
いた。私があなたの魂に語りかけるのは、それが別の世界に属しているからです。とはいえ、身体に語りかけ、愛撫するこ
ともあります。もし、その心に平和と静寂があれば、人間はよりよく私を受け取ることができるようになるからです。 

37 物理的な必要性に気を取られすぎると、魂に気を取られて、その任務から外れてしまいます。 

38 私の話を聞いて、「主が人間を通して御自分を知らせるというのは本当だろうか」と自問する人がまだいるのです
。神は全能であり創造主であるにもかかわらず、謙虚な集会所で神の栄光を伝えるに値しない頭脳を通してご自身を伝えて
いると？"私はあなたに言います。これらの集会場の豊かな調度品や貧しさに目を向けて、あなたがたの神について考えて
はならない。私の存在を信じるためには、常に儀式の偽りの華やかさを望まなければならないのでしょうか。メシアが生ま
れた場所から死んだ場所まで、イエスが示した謙遜と物質的貧困の模範を忘れてはいけません。卑しさの中にこそ、あなた
のマスターの偉大さがあるのです。神の国は、権力の輝きではなく、真に永遠なものに基づいているのです。私の真の偉大
さ、謙遜さ、慈悲を理解しなさい。そうすれば、あなたがたがふさわしくないと考える理解力を通して、物質的な意味を持
たない集会の場で、私が自分自身を知らせることに、もはや驚かないでいられるでしょう」。今日、私を取り囲む少数の者
たちによって、この仕事の重要性を判断してはならない。私があなた方に明らかにしたことは、その時代において有効であ
り、世界を驚かすことになるのだから。 
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39 あなたがたに言うが、あなたがたの生活と行いが、あなたがたをわたしの弟子であることのあかしとなるであろう
。 

40 私によって創造されたすべてのものにおいて私を愛し、神がいかなる形であれ制限されうるという考えを拒否しな
さい。人類は、私が自分たちとともにいると感じるために、さまざまな方法で私のイメージを作り上げてきた。なぜ、あな
たは私の作品に私を求めないのですか。私は、あなたを取り囲むすべての不思議を熟考することを許し、その中に私の創造
力を認 

識させる。しかし、私は自分が自然であるとも、それが神であるとも言っていない。また、太陽はわが神霊であるとも言わ
ない。それらはすべて創造主の仕事の中でかろうじて原子であるからだ。 

41 もし、あなた方の心をそのような信仰に限定するならば、あなた方の先祖--太陽の下で私を崇拝していた人たち--

の真似をすることになる。しかし、先祖を悪く言ってはいけない。当時の人間は、その自然の力の中に神の創造力を認める
ことはほとんどできなかったのだから。そこに温もりと光と命を見出したからだ。彼らは、真実からそれほど離れていなか
ったことを忘れてはならない。 

42 私が人間の伝達を通して自己を顕現するとき、私はこの人があなたの神であると言うことはありません。しかし、
私は、あなた方が私を受け取り、表現の形が変わっても、声の主が皆同じである私の言葉の本質を聞くことができるように
、自分を制限しなければなりません。私があなたがたに明らかにしなければならないことを、すべての人に知らせるには、
一人の知性では十分ではありません。 

43 このシンプルな方法で、私の教えは、あなたの魂が切望する平和と完全性へと導く道を見つけることができるよう
に、あなたに与えました。そのためには、虚栄心や悪い気を捨てることをお勧めします。真の兄弟愛を持ち、同胞に対する
義務を自覚して、同胞を愛し、同胞に善を行うことを教えます。 

44 肉体は分解され、魂だけが生き残ることを教えました。この世を去った後も、その功労によって上昇することがで
きるのです。そこからさらに上昇し、完全なもの、つまり神に近づくためにもがき続けるのである。 

45 そのために、私は今、あなた方に祈り方、私を求める方法を教えているのです。そして、私が指導するのと同じよ
うに、真の隣人愛を持って仲間を指導してほしいのです。 

46 私があなたの不完全さを非難しないのと同じように、あなたにも仲間の不完全さを非難してほしくないのです。 

47 私が教えたものだけを見せなさい。用意された者は、あなたを理解する。 

48 ここで刈り取らないまでも、種をまく。 

49 我が子よ、我が言葉を理解せよ。この三年間は、まだ私の声を聞くことができるのだから、あなたがたは、弟子か
ら弟子になるのである。 

50 あなたは、あなたを救い主に導く完璧な道を歩んで来るのです。そしてまた、過去の時代と同じように、イスラエ
ルが人類の前に立ちはだかる。あなたは「霊的生活」の知識を持ち、「法」の責任を負っているのです。 

51 休息と惰性は終わった。あなたは自分の使命を果たすために立ち上がり、世の中の誘惑に心を閉ざしたのです。 

52 あなたの魂が地上での運命を終え、浄化されて私のもとにやってきて、あの世で私が用意しているものを受け取る
ことができるように、あなたは新しい生まれ変わり、つまり新しい身体の殻の中にいるのです。 

53 あなた方は新しい弟子であり、第二時代の十二人の弟子たちのように、自分たちが受けた賜物と教えを証明するた
めに時々 師のもとを離れ、その後、信仰や慈愛に欠けて奇跡を起こせなかったために悲しんで戻ってきた人たちです。 

54 その時、私は彼らに「からし種のたとえ」を教え、信仰は山を動かすことができることを伝えました。彼らは、私
が死者を蘇らせ、混乱した霊から取りつかれた者を解放し、不治の病を癒し、罪人を救うのを見たのです。しかし、師が亡
くなった後、彼らは自分たちの賜物に対する真の信仰に目覚め、学んだ教えを完璧に継承し、仲間に愛を持って教えました
。 

55 あなた方も私の出発を待っているのです。 

56 わたしの言葉を理解し、わたしに学び、やがて愛のわざをもって聖霊のあかしをするよき使徒となるように。 

57 私は山頂にいます。それは、あなたが自分の意志の自由を正しく使う方法を知って、世の中の虚栄心を拒み、意識
的に完全であるわが意志を行うようになることを期待しているのだ。 

58 私の言葉を知性だけで理解しようとせず、秘密の宝庫の知恵が明らかにされるあなたの霊の声を聞き流しなさい。 

59 私は罪人を呼び、徳のある人間にするために呼びました。マスターとしての私の仕事は、魂が完成するまで絶え間
なく指導することです。多くの仲間は、あなたが私の弟子であることを知っているので、あなたを手本として、あなたにつ
いて行こうと準備している。あなたはすでに、私を受け入れる準備ができていますか？あなたはもう、私から学んだのです
か？霊的にも地上的にも義務を果たすことだけが、あなた方に私の弟子と名乗る権利を与えるのだと、私は言っているので
す。 

60 人類の再生のために働くなら、やがて「新しい日」の夜明けを垣間見ることができ、私の平和を感じることができ
るでしょう。 
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61 私の言葉はあなたがたに教えるが、強制はしない。私は、あなたが自分の行動の主人であると感じ、確信を持って
法律を遂行し、あなたの功績が本物であるように、あなたに意志の自由を与えた。 

62 再び地球は血の色に染まり、戦争は人々 の魂を暗黒に染めた。悲しみ、苦しみ、恐怖に満ちた雰囲気が漂っていま
す。しかし、この混沌の中に私は現れ、ある者には見え、ある者には聞こえるようにした。世界が経験している痛みのうち
、私のカップはいっぱいです。これが今、あなたが私に提供しているものであり、私はそれを受け入れる。 

63 私の教えは、すべての魂に光をもたらします。私はあなたの心に平和、調和を置きます。あなたを愛する父の声で
ある私の声に耳を傾けてはならない。 

64 私の言葉を守りなさい。1950年はすでに近づいている。その時に私の教えを印刷し、あなた方の魂の糧とするこ
とが私の意志なのである。そして、この文章を人々 に読んでもらうための準備をし、師の話を聞いたときの幸福な時間を思
い出すのだ。 

65 第三の時代の戦士たちよ、私の言葉を広める者たちよ。疲れを知らないこと。あなた方は、私が言葉を持たずにあ
なた方を去る時が近づくにつれ、急いで準備をするのだ。あなた方は少しずつ、私の教義に含まれる力を飽和させてきたの
です。 

66 第二の時代、わたしの言葉を聞いた者がみな、わたしを信じたわけではありません。新しい証拠を与えるために、
世界に戻る必要があったのです。今の時代、私の話を聞いてくれた人たちも、みんな私を信じてくれたわけではありません
。肉体は、厚いベールのように、魂が神の光を受け取るのを妨げています。しかし、物質主義から解放され、創造主に近づ
こうとする魂の衝動を受け入れるための私の教えを理解すれば、このベールはなくなります。 

もし、私の話を聞いている人の中に、この高揚感を感じていない人がいるとすれば、その人たちがその光を見るときが
来ると、私は言います。また、私の話を忠実に聞いている者でも、その教えを理解するための必要な準備を怠ったために、
霊的な啓示の知識を得ることができなかった者もいます。 

67 もし、世の中の多くの人が、その発展に行き詰まったとしたら、それは、自分の信じる偶像崇拝に間違いがあるか
らです。高邁な思想が理解できないのは、精神的な知覚が萎縮してしまっているからだ。 

私の作品の中で、あなたは高次のものがあなたを平和の雰囲気で包もうと近づいてきているのを感じていますね。あな
たの体も、主の被造物であり、完璧に造られているので、この平和に参加しています。 

完璧とは、精神的なものと物質的なものの両方です。このように、原子や細胞の中にさえも、神の全能性を認めること
ができるのです。そして、もしあなたが精神を研究するならば、その中に高次の生命の原子としての単純な本質を発見する
ことになるでしょう。そうすれば、神から分離しているものは何もないことに気づくでしょう。 

68 私のクリエイションのすべては、完璧につながる動き、調和、秩序なのです。人間が目覚め、精神の声が現実へと
導くためには、創造物を外見だけを見て、その本質に目を留めないことです。霊的生活への信仰を持たない人間は、この世
の生活しかないと思ってしまうので、物質主義に陥ってしまうのです。しかし、彼がついに快楽に飽き、苦しみに絶望した
とき、彼はどうなるのだろうか。ある者は精神の均衡を失い、ある者は自分の人生に腹を立てるだろう。 

69 すべての人が同じレベルの理解をしているわけではありません。あらゆる場面で奇跡を発見する人がいる一方で、
すべてを不完全とみなす人もいる。世界の精神化と道徳の頂点として平和を夢見る者がいる一方で、人類の発展を推進する
のは戦争だと宣言する者もいる。 

70 これに対して、私はこう言います。世界の発展のために戦争は必要ない。人が野心的で利己的な目的のためにそれ
らを利用するならば、それを支持する人々 が自分自身を見出す物質化のためである。その中で、この世の存在だけを信じて
、霊的な生活を知らず、否定する者もいるが、人の間では学者として扱われている。だから、すべての人がこの啓示を知る
ことが必要なのです。 

71 宗教的狂信の中で、来世の地獄の罰だけを期待している人々 が、この意見を持っている限り、彼らは自分自身の地
獄を作り出すことになる。あなたは今、こう尋ねました。"師よ、それらに救いはあるのでしょうか？"しかし、その魂に平
和と光が訪れるのは、妄執の闇が消え去った時である。頭の中が混乱して、ありもしないものを見てしまう人を哀れんだこ
とがありますか？もし、あなたが来世で、空想の地獄を見る欺かれた者たちを見ることになれば、あなたの苦痛はどれほど
大きいことでしょう。 

72 肉体の死と真の贖罪とは何かを知っている人間が、死の間際に混乱に陥ることがあろうか。 

73 私の完璧な愛と知恵の教えは、この時代や第二の時代だけの問題ではありません。私はいつでも、これらの教えを
あなたに話してきました。しかし、その啓示の解釈を誤ったために、人間は狂信と混乱に陥ってしまった。 

74 混乱した魂にとって、唯物論そのものの痛みが耐えられなくなれば、その痛みが光に目覚めさせてくれるのだ。そ
して、自分の過ちを深く嘆くだろう。 

75 この教えをあなたの仲間に教えなさい。そうすれば、人々 の間に、魂が完全であることによって御父の懐に達する
ような完全な世界を目指す切なる願いが芽生えるでしょう。 

76 私は、私の中であなた方全員を結びつける光である。この言葉を伝えるために、私はあなた方の中で、あなた方と
同じほど功労のない者を利用する。その中に、わが愛とわが慈愛を見よ。 
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77 1950年が近づき、その終わりに私はあなたとお別れします。それは苦痛であり、あなたは私の言葉を聞き逃すで
しょう。しかし、それは文字として残され、すべての人がそこに師の教えを見出すことができるのです。そのとき、あなた
がたは言うだろう。「彼の指導は、なんと愛情に満ちたものであったことか。 

その時のために、私はインスピレーションによってあなた方に語りかける心と唇を用意しよう。そして、私が自分を知
らしめたときに受けた力を再び感じることになるでしょう。そうすれば、私はあなた方の魂と心の中に、調和と兄弟愛の中
にいることになる。 

78 私はあなた方の人生に、より多くの光を与えたのです。もし、あらゆる場面で茨に遭遇するとしたら、それは人間
の道が茨の道であるからだ。祈れば、あなたの信仰は永遠の命を求めるあなたを支えてくれるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 



U 228 

93 

インストラクション 228 
1 マスターのいる山の頂上には、普遍の母であるマリアもいる--"神の言葉 "の受肉という奇跡を実現するために 

"第二の時代 "に女性となった人だ。 

2 人間はしばしばマリアを、またイエスがこの世に来られた道を裁き、探りましたが、これらの裁きは、その心が世
に血を流させた母性的霊の純潔の衣を破ってしまいました。 

3 私はこの間、未知のベールを引き剥がして、不信心者の疑念を取り除き、霊的な教えの知識を与えるために、この
ようなことをしました。 

4 人は私の真理を道のように、多くの脇道を作り、その道をほとんど迷う。ある者は天の母に執り成しを求め、ある
者は天の母を見誤るが、天の母の愛と優しさのマントは永遠に皆を包んでいるのだ。 

5 私は太古の昔から、預言者たちが語った霊母の存在を、彼女がこの世に生まれる前から明らかにしていました。 

6 時々 、私の言葉で叱責するが、私の叱責は光を含んでいる、人々 よ。もし、あなたが知るべきことを知らせなけれ
ば、私は完璧なマスターではありません。もし、あなたが道を踏み外したとき、それを知らせなければ、私は父ではありま
せん。 

7 私は、あなたの魂を汚さず、真の生命を尊重して死んでほしいのです。だから、あなたが有害な快楽や娯楽に溺れ
ているのを見つけたら、わたしの正義をもって探し出す。あなたの魂は、そこから飛び出したように、純粋に私の胸に来な
ければなりません。 

8 肉体を大地に残し、気晴らしの状態でこの世から離れた者はすべて、苦い涙と自責の絶望の中で深い眠りから──

精神を照らす永遠の光の中で明らかになった私のプレゼンスを見るとき、目を覚ますのだ。その苦しみから解放されるため
に子供の痛みが続く限り、父もまた苦しむのです。 

9 最後の者」が鐘の音と主の呼びかけを聞いたとき、救いを与える聖霊の光を見ることができるように、私は人間の
知性を通して自分自身を知らせることを疑わないでください。 

10 その時、私は教会もシナゴーグも求めませんでした。私は第二の時代に馬小屋で生まれたので、今日、たとえ罪人
であっても、人間を通して自己を現すのです。私が自分自身を示す手段は、清貧と謙遜を特徴とするものです。しかし、そ
の当時、私は貧しい人々 と共に暮らし、服装にさえも私の謙遜さを現していたことを思えば、驚くには及びません。 

11 私を求める方法を知らない人々 、失われた人々 、私を必要とするすべての人々 への愛のために、私はあなた方を愛
するという神聖な任務のために、あなた方が私を見、私を聞き、私を感じられるように、あなた方に近づく方法を探してき
た。 

12 今日、私はこれらの家の質素な屋根の下であなた方に私の言葉を伝えます。これらの家は、かつて私があなた方を
集めた場所、すなわち川の岸辺、山、または砂漠の対極にあるものです。 

13 しかし、もしこの出来事が繰り返されるなら、あなたはもう一度私を十字架につけ、マリアの心臓を七つの短剣で
痛烈に刺さなければならないのですか？ 

14 イエス様が十字架で死なれたとき、一瞬、暗闇に包まれ、限りなく見捨てられたような感覚を覚えました。同じ時
間、マリアは母の心に計り知れない捨象を感じていた。その理由は、御子がその時、人から誤解されていると感じたからだ
。 

15 人類よ、私のもとに来なさい、私は道であり、真理であり、生命である、私は人間の魂を変える愛の主である。病
み疲れた人類よ、私はあなた方を受け入れ、祝福する。祝福しながら、あなた方の痛みを和らげるのだ。 

16 子供のような自信をもって、私とともに休み、必要な指導を受けに来なさい。私は、あなたの心を元気づけるため
に、あなたを迎え入れる者である。空間は、嘆き、痛みの叫び、古くて新しい苦しみで満たされています。 

17 この言葉を聞いた者、あるいは明日この言葉を繰り返す者は、──その意味を受け取るとき、自分の問題や弱点、
欲望をすべて捨てて、私がもたらす神聖なものに思いを馳せることに専念しなさい。 

18 魂にも問題があり、それを解決する努力をしなければならない。どんなふうに？知恵を浸透させることで、その種
は私の世話とあなたの努力によって発芽し、永遠の命の木になるまで成長するのです」。そうすれば、世界が必要としてい
る良い実りを与えることができます。これこそが、あなた方の間で私の仕事を実現することになるのです。 

19 "起きなさい 

"と言ったんだ。しかし今日、私はあなたの魂に簡単な言葉でそれを言い、真の楽園、永遠へと続く道を示したのです。 

20 私はあなたを悲しい無気力から救い出して、魂の運命のすべてを知り、さらにそれを所有することを教えたいので
す。この地球には、何年も、何時代も、何十年も経過しているのに、人類は真理を知らずに、いまだにキリストを否定し続
けているのです。人間には、物質的な身体や形の見かけの生命しか存在せず、それだけを重要視し、魂の能力を無視し、そ
れを認識しない。 
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21 魂と肉体をもって創造された人間は、自分にとって最も重要であるはずの魂の命の大切さを忘れ、人間の部分だけ
に注意を払い、物質にその幸福、快楽、満足、情熱を求め、私が魂のことを話しても、結局はこの教えは多くの中の一つに
過ぎないと言ってしまうのです。それが、彼が自分の道を無気力にしたままである理由だ。 

22 一方、精神化を切望する人は、心を清め、悔恨の水で身を洗い、野心的な物質的目標を捨て、自分の人生の歩みが
神の光に照らされていることを実感するのです。その人は、魂の偉大さを獲得した人は、苦難の坩堝の中で自らを変革し、
それによって地上における人類の指導者となり、後に霊的空間における悟りを開いた存在となり、人を保護し、鼓舞し、守
護するようになったことを知っています。それらの魂は愛によって人類と一体化しているので、目に見えるものを超えた大
空で、愛すべき精神生活の中で輝き、この人類を決して見捨てずに、その光で啓発するのです。 

23 あなたの魂が、物質的な身体を通して自分自身を現すことへのあこがれを実現するために、あなたが目覚めること
が必要なのです。作品を通して、自分の魂の成長度合いを表現することができることを知ること。他人の弱さに寛容である
ことから始める。自分がすでに険しい道を通り、間違いを正したとしても、まだそれを通り抜けていない人がいることを忘
れずに、隣人に対して理解を示し、自分の経験の光を与えて、彼らが転倒から再び立ち上がるのを助けなければならない。 

24 本当に申し上げますが、今皆さんが通っておられる道の先輩方は、地上で恩人、医者、教師であった時に隣人を愛
して生きてこられたからこそ、精神の高みに登られたのです。だから、私はあなたがたに言う。もし、あなたが魂の衝動に
従ったなら、あなたはもっと良い場所にいたでしょう。もし、この教えを生かさなければ、後日、霊界であなたの不義理を
とがめましょう。ですから、この機会を逃さずに、愛を持って働き、わたしの言葉を信じてください。 

25 同胞への愛を否定する者は、キリストへの愛を否定することになる。あなたの隣人が苦しみ、泣き、あなたを必要
としているのを見ても、なぜ彼に仕えないのですか。なぜなら、あなたの最も高貴で優しい感情さえも物質化してしまった
からです。 

26 自分の存在と人生を変革し、物質化したものを非物質化する。自分の気持ちや考え、仕事をスピリチュアルにする
。霊魂の使命をもっともっと自覚しなさい。そうすれば、この変革を通じて、あなたはもはや無用な存在ではなく、有用な
存在となり、あなたの人生は私の真理の証人となることだろう。 

27 すべての人にとって、魂が肉体に勝利し、エゴイズムを消滅させ、父から受けた愛と受け継いだ知恵と力を明らか
にしたいという熱い思いを抱くときが来るのです。魂が人間の中で真の位置を占めるとき、その人はキリストに似たものを
持つようになるのです。キリスト」という言葉は、愛、力、知恵、真理、命を意味します。 

28 しかし、人類がキリストの偉大な意義を把握しないまま、あと数世代がこの世を去ることになる。キリストは人間
として消え、肉体を持たない勝利の霊として、完全に愛として現れました。彼は、人類に対する神の慈悲の絶え間ない啓示
である。 

29 あなたが有用であり、仲間のために奉仕する準備ができているのを見ることは、私の喜びであることを知りなさい
。あなたが病人のキャンプにいるのを見るのは、私の喜びです。あなたが私の教えの種を蒔き、困っている人を撫で、慰め
、援助しているのを見るとき、私は喜びます。覚えておいてください。私がこの世にいたとき、「互いに愛し合いなさい」
というこの神聖な最高の戒めを基礎として、私の教えを残しました。しかし、何世紀も経った今でも、私はあなたがこの戒
めを心に感じるのを待っている。 

30 あなた方は私の天の言葉を聞いているのだから、心と思いと魂を整えなさい。 

31 私は、さまざまな声の担い手を通して、完全に明瞭にあなた方に語りかけているからです。 

32 また、私の教えを理解したかどうか、あなた方の心を調べに来たのです。私はあなたの信仰の光を求めます。 

33 自分の魂の声に耳を傾けてください。父に誓ったことをすべて果たせるように、黙想しなさい。 

34 私の律法はこの地上で汚されたが、私は常にそれを守り抜くことをあなた方に課してきた。 

35 法を汚すなかれ、眠るなかれ、魂を具現化するなかれ。働け! 

36 あなたの魂は、他の時代に父の戒めに従わなかった魂と同じであり、今日、あなたの主が愛から与える、新しい救
いの機会を持っていることを考えなさい。 

37 イスラエルよ、あなたに対するわが大いなる愛にもかかわらず、群衆は第二時代のように、私を傷つけ、からかう
ために立ち上がることを、私は知っている。あなたがたの中にイスカリオテが隠れていることは知っている。しかし、人間
の知性によるわが顕現は無駄ではない。私が第六の封印を解いたことは、決して無駄なことではない。 

38 私があなたがたのところに来たのは、刷新と矯正によってあなたがたを救い、あなたがたを汚物と罪から離れさせ
、代わりに平和と幸福への道を提供するためである。 

39 自分を清め、準備する者は幸いである、試練に勝つことができる。 

40 戦争と破壊の要素が解き放たれる。飢えと疫病、その未知の不治の病があなたを脅かします。それゆえ、見守り、
祈りなさい。自分の使命に取り組むことで、試練は過ぎ去る。 

41 私はキリストであり、第二紀のイエスにおいてご自身を現された方です。私は、このような形であなたがたに自分
を知らせることができ、喜んでいる。 



U 228 

95 

42 この時、地上のすべての民は、私を感じなければならない。 

43 私の言葉は、あなたが勉強するために私があなたの手に置いた教典である。宗派と宗派、宗教と宗教の戦い、教義
と教義の戦いが起こるだろう。この魂のカオスに直面して、私はあなたが手本となり、保護する防御となることを望みます
。 

44 あなた方は、私が選んだ者だからといって、うぬぼれてはならない。この責任を負った後は、"眠らない 

"ことだ。そうすれば、自分たちが残してきた奈落の底に再び落ち、その途中で不幸と苦痛に遭遇したとき、"師の教えを聞
いた者である私たちが、どうしてこのように苦しい杯を飲まなければならないのか "と自らに問うことになるからだ。 

45 私の模範的な仕事を思い出し、物質よりも精神を愛することを学び、地上生活後の魂の福祉を真に考えるようにな
るのです。これからは、光と平和に満ちた人生を歩んでください。今まであなたがたは、飢えと渇きで滅び、衣が破れてい
る魂よりも、肉体の幸福、その虚栄心、その衣を大切にしてきたのだから。 

46 勘違いしないでください。肉体は魂の衣であり、魂こそわがもとに昇らねばならない。肉体は塵であり、地上の所
有物とともに塵に還るのです。あなたの魂が精神的な宝物を得ることを許可しなさい、なぜなら、それらは非常によく永遠
に持って行くからです。 

47 地上の財に恵まれた者にとって、私は存在しない。その財が彼らのすべてである。彼らは私を忘れてしまった。世
界の不幸や痛みなど、どうでもいいというのだろうか。他人の悲しみに何の配慮があるのだろう。彼らは、あらゆる場合に
自分たちを裁き、ことあるごとにわが力を語る良心の声に耳を閉ざしているのです。 

48 本当にあなたがたに言います。このように、彼らは私の正義に挑戦しているのです。 

49 しかし、すべては変わり、宿命は終わりを告げ、私が特定の人々 に与えた、人類に善悪をもたらす力は、審判を受
けることになるのです。 

50 もし、あなたが外に出て、貧しい人たちを私の食卓のパンに招待していたら、どれだけの人がすでに私の仕事を知
っていたことでしょう。 

51 私があなたがたに与えたものは、仲間のためのものであることを忘れないでください。 

52 "互いに愛し合いなさい 

"と、あの頃も教えていたのに。何百年経っても、私は同じ教えを語り続けているが、あなた方はまだ、その崇高な戒めを
心に感じていない。 

53 私は、あなた方が内心で自分自身に答えることができるように、あなた方に尋ねるのです。利己的な者を誰が愛せ
るのか？自分のことしか考えず、奉仕もせず、パンを配ることもせず、人に慰めを与えることもしない者たちのことを、私
はあなたがたに言っているのだと理解しなさい。私だけが彼らの欠点を理解し、それ故に彼らを愛し理解することができる
。 

54 あなたがこの世に来たのは、経験を積み、隣人に対する愛と慈悲という神の法則を実現するためだと理解した時点
で、あなたはこの世の調和を突き詰めたことになります。私の啓示により、私の掟に従わない者は、魂が託された使命を果
たすまでこの世に戻らなければならないことを、あなたは既に知っているはずです。 

55 あなた方は、人間の魂の光は完全には輝きませんが、時間と嵐と闘った痕跡として多くの亀裂を見せる千年樹のよ
うなものです。私はあなたを心から愛しています。しかし、自然の力の暴力は人類に襲いかかり続けます。これは人類に挑
戦したのですから、その影響は破壊的なものになるでしょう。それは唯物論者が放つ戦争であり、これは苦渋に満ちた涙を
流す人々 の間に荒廃をもたらすだろう。しかし、誰が彼らを慰めることができるだろうか。 

聞いてください。人類は次々 と目覚め、解き放たれた元素は地球に降り立ち、一帯を荒廃させるだろう。そうすれば、
自分が「霊的な仕事」に応えていないこと、何もしていないことに気がつくでしょう。私は、キリスト教界全体に向けて話
しているのです。 

56 その心境は花崗岩のように硬く、墓石のように冷たいので、人々 はその心境に涙することでしょう。どのように慰
めるのか？ 

57 もし、あなたが肥沃な土地であれば、すでにあなたの中で種が芽生えているはずです。しかし、あなたは実を結ば
ない不毛の地です。人類はあなたに視線を向けるでしょう。しかし、もしあなたの心が軽蔑や非難、厳しさだけを放ってい
るとしたら、どうやって愛に満ちた励ましを与えることができるでしょうか。心を悩ます民の嘆きを誰が聞いてくれるのか
。苦しむ者の盾となるのは誰なのか。苦しむ人たちを慰めるのは、声の主である私でなければならないだろう。 

しかし、キリスト教界に告ぐ、せめて民衆の涙を感じ取るために心を開いてください。戦争や災難の影響を打ち消す努
力をする。なぜなら、これまで起きたことは、これから起きることに比べれば、ほんのわずかなことだからです。人間の痛
みはまだ最高レベルに達していません。クリスチャンであるあなた方は、そうであると主張するように、それを証明しなけ
ればならないのです。今、そうならずに、いつ自分の使命を果たそうとするのか。 

58 部屋には、仲間の必死の苦痛の叫びが響く。ここに至ったことを見届ければ、自分の義務のなさを悔い改め、そし
て隣人のために何かをすることでしょう。その人たちのために涙を流し、私利私欲のために盲目になった人たちのために懇
願し、この世界に吹き荒れる嵐を和らげてくれる存在が霊界にいるのです。彼らのように、あなたが癒しのバームに、愛撫
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に、光に、思いやりに変わるのを見たいのです。あなた方の心から、人間家族から距離を置く無関心を取り除き、死がこの
世界を通り過ぎ、その住人のほとんどを一掃することを考えなさい。魂と肉体の病がある。物質的な薬で治る体もあれば、
魂が病んでいるために治らない体もある。 

59 弟子たちよ、肉体の病気だけでなく、魂の病気も治したいと思わないか。本当に、あなたがたに言います、あなた
がたはそれができるのです。でも、いつから活動を始めるのですか？いつになったら物質主義に終止符を打つのですか？ス
ピリチュアライゼーションの新しい生活はいつから始まるのでしょうか？ 

60 私の教えによって自らを変え、新しい人間として感じ、私の美徳を実践すれば、あなたの精神に光が現れ、キリス
トがあなたの道に現れるでしょう。 

61 私のメッセージは、地球を動かす力であり、暖かさと生命を与える太陽のようなものであり、灌漑用の水のような
ものです。私はあなたの心の土壌について話しています。 

62 "人、人、起きよ、時は迫る、この「日」にやらねば、この地上の生に目覚めぬ。私のメッセージにもかかわらず
、眠り続けたいのですか？肉の死があなたを目覚めさせたいのですか」 

「魂の後悔の焼けるような炎で、問題なく目覚めさせたいのですか」。 

63 誠実であれ。霊的生活の中に身を置き、真理を前にして、物質主義を許せるものは何もなく、自分の魂が衣服とし
て着ることになるぼろ布--染み、汚れ、破れ--

に身を包んだ自分を本当に見ることになるだろう。本当に、あなたがたは、自分の不幸を目の当たりにし、大きな恥を感じ
ながら、深い悔い改めの水で自分を洗いたいと強く思うことでしょう、純粋でなければ、御霊の祝宴に行くことはできない
と知っているからです。 

そして、人間の痛みに同情したかどうか、女性の嘆きや子供の泣き声があなたの心に響いたかどうか、私に教えてくだ
さい。では、教えてください：あなたは人々 に何をしたのですか？あなたは彼らのために人生を歩んできたのですか？ 

64 自分の良心に照らして自己点検を行った後、私の神聖なスピリットが現れて、自分の 

誤りで作り出した鎖から解放してくれる準備はできていないのですか？あなたの魂からぼろ布が落ちるように、霊性を獲得
することを決意してください。私は、あなた方が内面的に自分自身をありのままに知ることができるよう、手助けをします
。 

65 しかし、私の言葉の本質を広める文章を興味深く読むあなた方は、私があなた方を愛していることを知るので、今
私の話を聞いているすべての人々 と同じように、内心感動することでしょう」。 

66 長い間、師は生き方の中であなたを待っていた。たとえ時代が変わっても、私はあなたを待ち続けるだろう。キリ
ストが示された道を通らなければ、誰も父のもとに来ることはできないことを意識してください。しかし、今は、シミがあ
っても、ぼろぼろになっても、汚れても、来てください。私はあなたの心と体を清め、あなたの「衣」を新しくし、私が霊
的な饗宴を祝う「地所」にあなたを導こうと思う。そこでは、知恵と愛の絶妙な食べ物を見つけることができ、そこでは、
全宇宙が私に向かって送る調和のとれた賛美の歌を聞くことができるのです。 

67 愛することを学んでほしい。その愛が慈しみに変わって、病人のもとを訪れ、信仰を失った人を捜すようになるの
だ。私は、あなたが祝福できないものは何もなく、すべてを祝福してほしいのです。そうすれば、あなたの霊性化と完成に
よって、徐々 に崇高なものの理解に近づいていくでしょう。 

68 人類の大部分を占めているのは物質主義的なエゴイズムであり、魂は何世紀もその姿を現す機会を待っていたので
ある。本当にあなたがたに言う。もしそれが許されるなら、わが言葉の真髄に揺さぶられた石は、あなたの霊化の欠如を示
すために動き、あなたは彼らが立ち上がり、"キリストは正しい 

"と叫ぶのを見ることでしょう。しかし、私は最終的に愛によってあなたを征服します。たとえ世界があなたを恥ずかしく
思っても、私はあなたのそばを離れない。彼らが無慈悲にあなたを非難するとき、私はあなたを守り、あなたの倒れたとこ
ろを回復させる。 

69 あなたの中には、大地の物質的な部分と、空の精神的な部分があるのです。人間には、自分を物質と感じるときと
、精神と感じるときがある。この地上の肉体を離れ、霊的な状態に渡った時、今理解できなかったことが理解できるように
なる。あなたの体は、地球のものだから、ここに残っているのです。しかし、あなたの魂は、あなたの精神的な成長を続け
るために、あなたが住み続ける高地へと飛んでいくでしょう。 

70 "悲しむ者は幸いである。" 

"その人たちは天の国にいるからである。""泣く者は幸いである、慰められるからだ"今、私はこう付け加えます。"長い文
章の中に隠されたもの、見えないものを理解する者は幸いである。"彼らは知恵を持つことになる。 

71 愛する人は皆、愛されていると感じるからこそ、豊かになれるのです。愛されなくとも、愛する。イエスのように
なる。愛は小さなことの上にある。 

72 私は、あなた方の間で苦しむために来たのではありません。しかし、私の愛はあなたの運命に結ばれていると言う
のです。あなたが私を必要としていることを知り、私はあなたのもとにやってきました。しかし、私はあなたがたに、「私
があなたがたを愛するために、私を愛せ」とは決して言いません。 



U 228 

97 

73 愛されるに値しないのに愛される人がいることをご存知ですか？これが私の愛する方法です。あなたの十字架を、
あなたの苦難を、あなたの失敗した希望を、あなたの背負う重荷を、私に与えなさい：私はすべての痛みに対処しよう。私
の愛の聖域に入り、宇宙の祭壇の前で沈黙し、あなたの霊魂が最も美しい言葉、すなわち愛の言葉で父と対話できるように
しなさい。 

平和はあなたと共にある! 



U 229 

98 

インストラクション 229 
1 愛する弟子たちよ、私はあなたたちの聖域に、あなたたちの昇天によってあなたたちの魂に開かれた師の住処に現

れる。 

2 何度も私の話を聞いている人もいれば、初めて私の言葉を聞いて驚いている人もいます。しかし、あなたがたに言
うが、ある者も、またある者も、別の時にこの声を聞いたのである。 

3 私は、苦しむ者に慰めをもたらす愛の言葉である--

取り乱す者、泣く者、罪人、そして私を求める者に。私の言葉は、その心の中の命の川であり、渇きを癒し、汚れを洗い流
してくれる。それはまた、安らぎと平安に満ちた永遠の故郷へと続く道でもあるのです。 

4 人生の闘い──その犠牲、逆境、試練──が、永遠における正当な報酬なしに死で終わると、どうして考えられる
だろうか？したがって、私の法と私の教えは、その啓示と約束とともに、あなた方の一日の仕事の間、あなた方の心の中の
刺激、愛撫、バームとなるのである。私の教えに背を向けたときだけ、あなたは飢えと弱さを感じるのです。 

5 私は、あなたが愛で満たされていると感じ、それを完全な種として、眠っている心とそれに飢えている人々 にもた
らすことができるように、あなたを愛で養うのです。 

6 互いに愛し合うなら、平和はあなた方の間にある。私は平和の精であることを忘れないでください。 

7 霊的には、あなた方は人類に道を示すために、いつでも選ばれた人々 なのです。今、私が伝えたかったのは、君た
ちは同胞の救いとなることだ、ということだ。民よ、あなたの十字架の重荷は重い。以前は部族で構成されていましたが、
今は精神的な家族を形成しています。私は他人のように、あなたが自分の運命を全うし、私があなたと同じくらい愛してい
る人類の模範となるように、あなたを励ますために絶え間なくドアをノックしているのです。 

8 あなたは地上の民の中で最初に生まれた人です--

最初に聖霊の光に目覚めた人です。ですから、あなた方は今、聖霊の弟子なのです。 

9 自分の責任を前にして、恐れも疑いも感じない。あなたがたは精神的に豊かであっても、疑い始めると窮屈になる
からだ。 

10 この時代、過去と同じように、人類はあなた方の仲介によって私の神性と接触しているのです。あなた方を通して
、この道を他の人にも見えるようにした。明日には、すべての宗派や宗教団体が、次々 とこの道にやって来るだろう。人は
霊的に団結する。神は唯一であり、あなた方は神の中で団結するのだから。 

11 人はそれぞれ精神的なレベルが違います。しかし、それぞれの開発度合いについては、私にしかわかりません。 

12 皆、自分の罪を償い、その功績によって昇格するために来たのだ。すべての人のために、私は光を持っている、私
はすべてを愛しているからだ。 

13 今日、あなたはオアシスにいるのです。しかし、自分がどのような道を歩んできたかはわからない。 

14 再び分裂してはならない。私があなたがたの "民 

"を一人の男から生じさせたことを思い起こせ。私が敬虔さを見出したその男はヤコブであり、私から "強いイスラエル 

"と呼ばれたのだ。彼の心には私の神性のための聖域があり、私は彼に報いるために、主の民の祖先となる12人の息子を与
えた--時代を超えて私に従う民の根幹である。 

15 このまま道を踏み外さないでほしい。あなたは、私の光を魂の中に封印のように持っていることに気づいてくださ
い。それは、いつも私の光に従うこと、私に忠実であることを、あなたが私と交わした契約です。 

16 ここに私のテーブルがあり、血統や人種を区別することなく、すべての人が座れるようになっています。すべての
人に、同じパンを捧げます。 

17 ラザロに「起きなさい、もう眠ってはいけない」と言ったように、わたしはあなたがたを目覚めさせるのです。 

18 これこそ、決して立ち止まってはならない進歩の道である。あなたの十字架の重さがあなたを重くするとき、神の
十字架の担い手があなたを助けに来て、"立ち止まらないで "と言ってくれるからです。 

19 私があなたの魂に自己を現すのと同じように、私はあなたの体に自然の中で私の存在を感じさせ、両者が一つの存
在となって山の頂上に登ることができるようにする。 

20 あなたは私から出てきたのだから、私の懐に帰らなければならない。私は始まりと終わり、アルファとオメガであ
る。 

21 あなたは、計り知れない価値のある宝石として、魂の偉大さを獲得できることを知っているので、あなたの人間的
境遇の謙虚さは、あなたにとって重要ではないはずです。 

22 乏しい者に手を閉ざしてはならない。また、不義であるからといって、あなたの慈悲に値しない者とみなしてはな
らない。この時代の私の食卓を考えてみてください。私の周りには、かつて汚物にまみれていた人々 が大勢います。今日、
彼らは私の弟子となった。 

23 このように、マスターは今日、あなた方に語りかけたのです。私はあなたを許し、祝福します。 
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24 私の知恵の光は、あなたとともにある。私はあなたの魂の渇きを、慰めであり癒しである、私の愛の澄んだ水で癒
す。私は許しです。改めることを固く決意した者は、自分の良心と和解する瞬間に、私の赦しの甘さを体験することになる
。世界はスピリチュアルな知識を渇望しているのです。その証拠に、人類は創造の神秘を探求しようと努力しています。し
かし、魂はまだ不完全なものです。そのため、神とともに自らを清めるために、神の存在を求めるのです。 

25 覚醒した魂は、人間の部分がしばしば意識することなく、光と道を求めている。そして、魂の物質的な性質が、魂
に対して働きかけ、霊的な発展への道を阻むのです。だからこそ、私はわが啓示を通じてあなた方に秘密を説明し、わが身
を紛れもなく知らしめ、わが身をその感覚に訴えることによって、人間にとって理解しやすいものにするのである。しかし
、人間はしばしば、光のように透明なものを受け入れることに抵抗があります。 

26 肉体の抵抗に対して、魂がどれだけ戦わなければならなかったか。人間はしばしば、科学や人間生活において大き
な発展と大きな進歩を遂げるが、魂においては何の進歩も示さない。宗教は、彼をこの精神的無気力から目覚めさせず、そ
こにあるのは神秘主義と狂信主義だけである。 

27 そして、精神遅滞の理由を明らかにする秘密を暴くことを恐れて、精神的なものを突き通すことを拒否し 

人間は、自分の快適さ、信念、生活に法律を適合させることによって、良心の叫びを黙らせる方法を自ら作り出したのです
。そうすることで、彼は自分の行動が冷静になり、正当化されたように感じるのです。このようにして、彼は慈愛、同情、
慈悲を感じるにはほど遠いのに、それを装うことができるのです。人間が作り上げた壮大な祭壇の前に姿を現し、自分でも
知らない愛と信仰を装うことができるのです。 

28 私は第3の時代、世界に光をもたらすためにやってきました。しかし、弟子たちよ、あなた方に真実に言っておく
。私の教えを狂信してはならない。あなたの魂を古い伝統から解放し、進化させるために、私があなたを準備したことに気
づいてください。仲間の誤りを正す責任を負ってください。あなたの心と唇の批判を否定し、あなたの道を行くすべてのも
のを憤慨することなく判断できるようにしなさい。 

29 人々 は今でも、自分たちが儀式を行うために集まる場所を神聖視し、そこに存在する物までも神聖視し、その代表
者は自分たちが優れていて正義であると考えていることが分かるでしょう。 

30 しかし、あなたがたに言う。あなたがたは、わたしの声を聞いたから、また、わたしがあなたがたに賜物を与えた
から、わたしに非常に近づいているのですか？あなたは仲間に対して優越感を抱いていますか？今まであなたは、私の言葉
を理解できる程度にしか、知性を輝かせることができなかった。それを理解すれば、善のため、隣人のためにすることはす
べて自分にとって功徳となり、魂の発展に寄与することを知りながら、魂の進歩に取り組むことができるのです。 

31 私の教義は、完全さと知恵をもって創造されたあなたの中にある光の存在、すなわち魂を永遠に展開し、地上の情
念が残した汚れを一つずつ浄化し、本来の純粋さに達することができるように、あなたを訓練するのです。 

32 私の旅立ちの前に、あなたがたの心に光が差し込み、今まで困難でしか理解できなかったことが、はっきりと見え
るようになるでしょう。そうすれば、あなたの知識と信仰はより大きくなり、祈りにおける霊的な高揚によって、あなたの
父の力を明らかにすることを学んだことになります。あなたがたは、もはや疑ったり、不満を示したりすることはないであ
ろう。 

これに対して、私は「なぜ疑うのか」と言うことができます。あなたを救うべきは、あなたの信仰心ではないでしょう
か？求めるものがすべて自分のためになるとは限らないということを、私は教えなかったか？仲間の物質的な性質も知らな
いで。彼らの精神的な性質について、あなたは何を知っていますか？その魂が発展し、浄化され、完成するために何が必要
なのか、あなたは何を知っているのですか？ 

33 私はあなたに教え、教えを簡略化します。愛し、慈しみ、祈り、同胞のために求めよ、そして、わが意志を行わせ
よ、そうすれば、あなた方はすでにその務めを果たしたことになる。そうすれば、以前は自分の健康や信仰に反すると考え
たものでさえ、すべてを利益として受け入れることができるようになります。 

34 降伏だけでなく、私から受けるものはすべてあなたのためになるという認識もあなたの伴侶となるであろう。しか
し、もし私があなたにとってとても良いことだからと、あなたの願いを叶えるなら、喜び、あなたの信仰をさらに燃え立た
せなさい。 

35 私はあなたを新たに指導する古からの師である。キリストは完全な魂として、人の間にご自分を現すために来られ
た。人間となり、人類への愛から犠牲の死を自ら引き受けたその慈悲は限りないものでした。イエスは慈悲のモデルである
。彼をお手本にしてください。すべての被造物には果たすべき使命があり、そのために試練を受けることを忘れてはならな
い。その試練は、イエスがその苦しみを受け入れたように、謙虚に受け止めなければならない。 

36 愛する弟子たちよ、あなた方が準備の時間に入った今も、この形における私の言葉の終わりという重要な瞬間が近
づいていることを理解しなさい。 

37 マスターは眠らないし、あなたも眠らない。なぜなら、私は人間の脳を通した私の顕現の終わりを準備しているか
らだ。私の霊はあなたから離れることはなく、むしろ、あなたの霊化によって私をより近くに感じるようになる。 

38 自分自身で準備せず、私の教えを理解せずに通り過ぎる者は、私が去った後、孤児のように感じ、私が不在である
と感じるだろう。 
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39 善良な弟子たちは、私の命令を深く理解し、そこから父なる神から偉大な霊感を受ける地平が無限に開かれるのを
見るからで、それは聖霊から直接来るので、もはや声帯の伝達によるもののように制限されないからです。 

40 私の神性が定めた日以後は、もう私の言葉を聞くことはない。しかし、それはあなたの心に、あなたの心に、そし
て本の中に刻まれ続けるのです。 

41 そして、声の主となって現れ、私の光線を呼び出す者は、自分自身に下される審判を知らないのだ。このことは、
あなたがたが偽預言者、偽声明者、偽キリストに耳を傾けないようにするために、注意を喚起するのである。私は、あなた
方が混乱の時を避け、あなた方の中に闇の魂が入り込むのを防ぐために、あなた方を目覚めさせます。見ていなさい、もし
あなたが準備不足なら、これらの教えについて私に答えなければならないでしょう。 

42 すでにこのことに身を置く者は、偉大な霊感を享受し、私と対話し、私が遺産としてあなた方に残すであろう私の
教義上の講話を読むことを通じて、私の声を聞くことに喜びを覚えるだろう。彼の道は不確かなものではなく、彼の使命の
達成は彼にとって容易なものであり、彼は試練の中に私の存在を感じることでしょう。 

43 これで一歩前進したことになる。 

44 これは、あなた方が私の教えの純粋さと崇高さを証明し始めたときに起こることで、あなた方の間では、いかなる
外向的なカルトも狂信も偶像崇拝も許さないからである。 

45 あなたの思考、言葉、行動を通して、あなたは私のスピリチュアルワークの証人となるのです。 

46 あなた方が私の教えを理解せず、心の準備をしていない限り、私はあなた方を福音を伝えるメッセンジャーとして
用いることができず、あなた方の歩みの前に障害物が現れ、あなた方の行く手を阻むことになるだろう。しかし、もし弟子
が私の仕事を生き、それを魂で感じるならば、私は道を開き、魂を必要としている地上の巡礼者たちに彼を導き、彼らに私
の教えを紹介することができるだろう。 

47 喜びなさい、あなたを目覚めさせる声は、私の愛の言葉なのだから。しかし、目を覚ますのが別の声でないように
、見ていなさい。その声は、明日の地球の審判となるのです。 

48 人はあなたと付き合わなければならないのです。正義と法の人たち、神学者、神智学者、科学者がいる。彼らはさ
まざまな意図を持ってやってきますが、あなたを探し出し、試練を与えるでしょう。私の律法だけを示して、あなたの人生
と業を隠してはならない。あなたの本に書かれた私の言葉の完全さで、あなたの不完全さを覆ってはならない。 

49 人類の歴史上、悪い例があれば、それを手本にしてはいけない。 

50 昔はこのような言い方をしなかった。第一の時代には、法が人間の精神を啓発した。第二の時代、キリストは愛の
光によって人の心を啓発されました。今日、聖霊の光はあなたの精神を照らし、人間であるすべてのものの上に高める。 

51 あなた方は同じ神からこれら三つのメッセージを受け取り、その間に一つの時代が過ぎました。 

52 これで、なぜ私があなた方を聖霊の弟子と呼んだか、おわかりいただけるでしょう。 

53 原子から最も大きな星まで、最も遅れた人間から最も高度に進化した魂まで、創造されたすべてのものが私に敬意
を表しています。あなたの世界に存在するすべてのものに精通しているあなたは、すべての存在とすべての身体がどのよう
に任務を遂行し、その運命を果たしているかを見ています。この成就の中で、彼らは私に敬意を表するのです。それは、全
体との調和の賛辞である。あなたがたに言うが、すべての被造物はそれ自体で喜び、硬くて動かないために、あなたがたに
は無感覚で死んでいるように見える岩でさえも、喜ぶ。神によって創造されたすべてのものに宿っている神の霊は、命であ
るからです。 

54 エネルギーであり、生命であり、温もりである光を、その力の届く限り送り届ける王者の星の姿をご覧ください。
海の水はその暖かさで上昇し、雲となって風に運ばれ、乾いた野原に恵みの雨として降り注ぐ。その野原は緑に覆われ、花
が咲き、木々 が実り、その枝には鳥が住み、その言葉は無限に唄い継がれている。すべてのものが発芽し、成長し、増殖し
、父への絶え間ない賛辞のために自らを飾る間、創造主はその仕事を喜び、すべての被造物が彼を喜ぶようにします。 

55 でも、あなた──創造の中にいるあなたは、何ですか？また、皆さんはタスクを遂行する生き物です。しかし、あ
なたは物質的な自然に属しているだけでなく、良心、直感、知性、啓示、意志、自由、理性、感情を持つ魂も授かっている
のです。このため、この惑星のすべての生き物の中で、あなた方は、道具として、召使いとして、食べ物として、リフレッ
シュとして、そして、精神的・人間的な進歩のための要素として、すべてを自由に使える優れた存在なのである。 

56 あなたの魂がその発展においてあなたを優れたものにするのですから、あなたの宗教の実践もまた優れたものでな
ければならないことを忘れてはなりません、これは魂のものです。私はいつでもそれを明らかにしてきた。 

57 人類はその始まりから、私に霊的な崇拝を捧げる道を探し求めてきたのです。私の存在を直感的に知ることで、彼
らは私を求め、あの世に入り込むようになったのです。そして、人の中にその落ち着きのなさを見たとき、私は彼に自分自
身を明らかにした。私が彼に明らかにしたのは、魂を完全なものへと導く霊的な道です。しかし、この人類がまだ到達して
いない霊化に到達するために、私は、あなた方が今生きている霊の時代の門に到達するまで、重大な違反と大きな当惑を通
り抜け、苦しみと試練の広大な道を通り抜け、光の時代と暗闇の時代とを通過させなければなりませんでした。 
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58 あなたの魂が高貴で純粋な態度で私に示すべき敬意は、あなたの身体が心の中で祈りを練り上げ、唇がそれを発音
することによって私に示すとき、あなたの心の中で具体化された。あなたが自然の果実を自分の作品のように私に捧げたと
き、あなたが儀式の華麗さであなたの感覚をリフレッシュしたとき、あなたの魂は裸、空腹、汚れ、愚かで、私の前に姿を
見せたが、魂に属していた仕事は身体に奪われたのだった。 

59 三度目の正直では、私の霊的な教えによって、霊が自由に羽ばたくことができるようになります。そして、父のも
とに立ち上がり、真の礼拝を捧げることです。 

60 しかし、人間は人間として、創造主に対して捧げるべき賛辞も持っているのです。そして、この貢ぎ物は、人間の
法律を守り、行動において道徳と良い判断を示し、父、子、兄弟、友人、主人、使用人の義務を果たすことによって、地上
での義務を果たすことから成っています。 

61 このように生きる者は、地上で私を誉め、その霊が私を讃えるために舞い上がることができるのです。 

62 魂の愛は、自分の子供や地上の兄弟姉妹に限定してはならない。霊的な愛は普遍的なものでなければならず、社会
階級や魂の発達の程度を区別することなく愛するものでなければなりません。 

63 魂は、狂信と偶像崇拝に誘惑する物質的な自然の弱さに直面して強くなければならないのです。それは、偏見や情
熱から自らを解放し、それを持つ者に理性を与え、その者が生きる真理を受け入れることができるようにしなければならな
いのである。 

64 そうすれば、あなたがたは平和の民となり、『神のものは神に、シーザーのものはシーザーに与えよ』というわが
言葉に命をかけて従い、世のものは父に、神のものは世に捧げず、愛と正義のあらゆる神の法は私から出たことを認識して
いるので、正しい方法でそれを果たすためにあらゆる法を調和させることができるのです。 

65 第二の時代、イエスは最も完全な状態であなた方に語りかけた。今、私は最も明瞭かつシンプルにあなたに語りか
ける。しかし、その時に私が明らかにしたことの多くは、あなた方がまだ理解できていなかったので、その時には与えなか
ったのです。 

66 私の教えの住所に呼ばれ、任務を指定された者は、それぞれこれらの教えを理解する準備ができていたからである
。もう一度言いますが、あなたの魂がこの惑星を訪れるのは初めてではありませんし、神の啓示の光を受けるのも初めてで
はありません。しかし、その過去は現在、物質というベールに隠されている。あなたの魂はそれを知っていて、私の言葉を
聞くと、目覚め、本当に遠くから、長い、とても長い道のりを歩いてきて、多くのことを見て、経験してきたと感じるので
す。 

67 この教えを聞くためには、長い間「さまよう」必要があったのです。なぜなら、年齢、衰え、死は魂に影響を与え
ず、むしろ発展、経験、展開、つまり試練を意味し、試練は魂に成熟を与え、永遠の命の充満に近づけてくれるからです。 

68 あなたには、幸福や喜び、華やかさや楽しさを感じることもあれば、不幸や失敗を感じることもあったでしょう。
あるものは償いのため、あるものは経験のため、あるものは心の成長のため、あるものは感情の成長のため、そして今ある
存在は魂の高揚のためである。 

69 あなたはすべてを知り、すべてを持っています。ですから、もし今日、あなたが富も華やかな生活環境も肩書きも
ないことを見ても、それを嘆くのではなく、この時代をしっかりと歩んで霊的な進歩を遂げるためには、余計なもの、不必
要なものをすべて失わねばならなかったことを思い出してください。 

70 あなた方は深い精神的な教えの担い手ですから、外見的なカルトの形をとって世に問うことはできないでしょう。
なぜなら、あなたの矛盾は疑惑と嘲笑を引き起こすだけだからです。 

71 平和の国は近づいている。それまでどのくらいかかるかわからないが、わたしは道徳的、精神的な回復のためにわ
たしの仕事を始めている。そのとき、今まで贖罪と涙の谷であったこの世界は、高度な魂の故郷となるのです。 

72 元気でいてください。私はまだあなたと一緒にいます。あなた方はまだ自分自身をあまり信じることができないの
で、私を信じてください。しかし、あなた方が自分に自信を持てるように、私があなた方に要求している精神的な準備が整
うまで辛抱しなさい。 

73 やがて、霊的な賜物に興味を持つ人々 が、ある者は質問し、ある者は議論する姿を目にすることになるでしょう。 

74 私の愛撫と癒しのバームを贈ります。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 230 
1 いろいろなところから、父の屋根の陰でリフレッシュしに来ているのが見える。あなた方が集まったから、父の心

には喜びがあるのです。二つの心さえも和解するとき、私は祝宴を開くのです。 

2 あなたがたは、わがみことばの光を受けながらも、まだその意味を理解していない試練の時を生きている。しかし
、時間は無駄にしてはならない宝物なので、その使い方を教えるために、私はマスターとして、あなたの運命と課題を知ら
せに来たのです。 

3 今を大切に、もうすぐ私はあなたのもとを去るのだから。人間の心を通して長年あなた方に与えてきた私の神聖な
言葉は、その時永遠に終わるのです。 

4 まだ少し時間があるので、私の指示をすべて伝え、私の本をすべて書きます。 

5 それゆえ、わたしは急いであなたがたの心の戸口にやってきて、この子はわがことばに慣れすぎている、深い眠り
から覚めるべきだ、鍬とシャベルを持って畑を掘り、耕し、自分のいのちのように愛するべきだ、と告げる。自分の畑と水
を仲間と分け合うこと、その目は優しく見つめ、友情のしるしとして右手を差し伸べ、その心は利己主義から解放され、主
の畑で真の労働者となるようにと。 

6 人の心を動かして地上に平和をもたらすことを期待してはならない。立ち上がれ、働け！」。平和と自由を手に入
れるために、ある者の敗北とある者の勝利を望むな。勝利すべきは正義であり、兄弟愛であり、愛である。 

7 地上に真の平和を創り出すのは、人間ではありません。あなたが真の心の準備をしたとき、私の王国からこの世界
に平和が訪れるでしょう。 

8 今、あなた方を照らしている光は第六の封印の光であり、もし他の封印が解かれたと主張する者があれば、それは
誤りである。第六の燭台は今、消えることのない光として燃え続け、その啓示で生者と死者を照らし、その新しい予言で魂
を目覚めさせる。しかし、この光は、このみことばを聞いた人だけを照らすものだと考えてはいけません。科学者も神学者
も、この光の下にいるのです。 

9 なぜ、私の教えを学ぶ努力をしないのですか。そうすれば、解釈によって理解できるはずのことを、マスターが物
理的に聞こえるように説明する必要がなくなるからです。 

10 科学の結晶と魂の愛の結晶を一体化させれば、口の中がおいしくなるはずです。 

11 休め、さまよえる者たちよ、この木の涼しい木陰を楽しみ、その実を食べよ。 

12 父はあなたとともにおられ、あなたの道にいつも御自身を感じさせてくださっているのです。 

13 私は全人類の代表としてあなた方をお迎えし、私の霊的存在を受け止め、感じる準備ができたと見ています。 

14 あなたはいつも私の神性を求めていた。私を見つけられないと感じたあなたは、私を身近に感じるために、自分の
手で作った映像に殺到しました。今、人類の大部分はこうして生きている。この顕現の時の高みで私が世界に語りかける間
、それは映像の中で私を求め、崇拝するのだ。 

15 私は今、夢を通して人々 を目覚めさせている。象徴的で予言的な夢に対して、人々 は信仰と準備の不足から注意を
払わず、解釈もしないので、その夢の顔が神のメッセージであることを知らずに忘れてしまう。 

16 人類はいかにして真の道から遠く離れているのだろうか。この世は自由意志の支配下にあり、快楽とこの世の情欲
に走っている。 

17 魂は眠っており、知性はまだ真理である光に目覚めておらず、真の生命を神聖視していないのです。 

18 それでも人間は、良心に語り、判断する機会を与えていない。心の中に闇を抱えながら、自分は無謬で間違いがな
いと思っている人たちがまだいるのです。 

19 だから、私は彼らに近づいて道を示し、彼らの魂を光で満たし、彼らの過ちと失われた時間を理解させ、人間の中
の光と闇との戦いを解き放つのだ。 

20 私は、子供たちの魂が滅びないように、いつも無限の愛をもって、さまざまな方法で自分自身を明らかにする。 

21 もし、あなたがこのような目立たない祈りの家に入ったとしても、それはあなたの自由意志によるものではありま
せん。あなた方をここに呼んだのは私の慈悲であり、あなた方に霊的な糧を与え、私のプレゼンスに入ることができる救い
の道を示すためであった。落ち込むでもなく、傲慢になるでもなく、立派で謙虚な態度で臨むことです。 

22 第一時代にカナンの地を提供したように、私は永遠の平和を提供する。あなたはこの道から外れることはできない
、それは私の血で示されているからだ。私の血は真実であり、愛であり、永遠である。見よ、わが教義に示されたわが真理
は、人間によって改ざんされ、ある種の啓示は隠されているのだ。 

23 私や使徒たちの模範は、私に従おうとしたすべての人が模範としたわけではありません。多くの人が下僕ではなく
、主人になってしまったのです。彼らは優越感と傲慢さで心を満たし、富と華やかさと栄誉だけを追い求めていたのです。
その過程で、貧しい人々 の必要を忘れ、他人の不幸や苦しみに無関心で冷淡になってしまったのです。それゆえ、人々 は真
理を求めて宗派を渡り歩く。それゆえ、彼らは自由に私を求めるために、新しい宗派を作る必要があるのです。 

24 かつて聖人や半神とされた人々 は、今や幻滅した人類から拒絶されている。 
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25 人々 はもはや、懺悔者に自分の悪事を赦すことを求めない。それは、懺悔することに価値を見いだせないからだ。
そして、永遠の地獄の火の脅威は、もはや罪人の心を感動させることも、怯えさせることもない。 

26 この精神的な混乱に乗じて、オオカミは生け垣の後ろに潜んでいるのだ。 

27 私の神性に仕えるすべての者、そしてすべての代表者は、人々 の間に平和を作り出すという使命を負っているので
す。しかし、今やっているのはその逆です。誰もが自分が一番だと思い、誰もが一番強くなりたいと思い、唯一強いのはす
べての中にいる私であることを忘れているのです。 

28 これで、なぜ私が第二の時代に再び来ると約束したのか、自分たちで説明できるようになった。なぜ、私があらた
めて教えるのか、ご理解いただけたでしょうか。わが言葉のみが霊の暗い包帯を取り除くことができるからである。わが愛
のみが、あなたを罪から贖うことができるのだ。 

29 あなた方は、私の来訪を信じる信仰と、私の言葉への信頼と従順の模範を示すために召され、選ばれたのです。し
かし、最後に来た者たちが、私の律法の良い実行例を示すまで待ってはいけない、そうすれば、あなた方の痛みは非常に大
きくなる。しかし、彼らが私の言葉の使者として国境を越え、他の国々 に入るのを見れば、自分の怠慢と恩義に気づくでし
ょう。 

30 考えてみてください。信頼されたいと思うなら、まず家庭で良い手本を示すことから始めましょう。昔は部族の違
いからお互いを拒絶していたけれど、今は一つの家族として愛し合って欲しい。 

31 これは、私の明確な言葉です。もし私が他の「言語」で話すとしたら、これは正しいことではありません。 

32 そこに住まうあなた方の心を整えているのです。世界も同様に準備を整え、人の心に平和の種が芽生え、それを地
の果てまで撒き散らしたあなた方は、その実りを見て喜ぶことでしょう。なぜなら、あなたがたは、師に従い、善に生きる
ことを教え、すべての人のために祈ったからです。 

33 すべての国で、和解、兄弟愛、平和が語られ、これが統一への始まりとなることでしょう。 

34 私はあなたを準備し、私が言葉のインスピレーションとしてあなたに与えた知恵を示し、彼らの質問に満足に答え
るために、あなたの仲間のために道を踏み出す準備ができているかどうか、あなたに尋ねました。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、あなた方は自分の使命を理解することができると考えてくだ
さい。 

35 私の教義を広めるために、あなた方が「外国」と呼ぶ国々 を訪問する必要はないだろう。祈りの中で思いを高め、
心を清め、魂が遠くから仲間に姿を現し、どこにいても共感できるようにすればよいのです。そして、それらは光の存在に
よって目覚めさせられるのです。 

36 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。力づくで霊的支配を得ようとする
者たちのために祈り続けるべきである。暴力が理性、兄弟愛、正義を克服していないことに人々 が気づけば、あなたは驚き
、世界は驚くことでしょう。 

37 心の中に利己心があっても、一見、慈善のように見えることをすることに気をつけなさい。私利私欲にとらわれず
、できる限りの善を行う。私が教えた掟である愛によって行いなさい。そうすれば、あなたの魂のために功徳を積むことが
できる。私の教えをそのまま発表してください。それは、わが預言者たちとわが使徒たちに、他の時に教えたことと同じで
ある。 

38 人間はその物質主義の中で、過去の時代に私があなた方に与えた言葉を変える合意を見出したのです。しかし、私
の仕事は完璧であり、その根は地上の言葉にはない。覚悟を決めれば、必ずわが真理を発見することができる。そうすれば
、あなたがたもこのように受け継ぐことができるように、わたしはいつでもあなたがたにわたしの種を豊かに与えているこ
とがわかるだろう。 

39 儀式や外見的な礼拝の形式によって誰かを感動させる必要はないでしょう。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自分の灯台と祭壇を見ることになる。 

40 あなたの作品に、また、あなたが転んだときに汚れを残そうともがくときにも、私を感じることを、今からでも学
んでください。 

41 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、自分で考え出した複雑な教義に真理を求
めると、なんと貧しいことだろう。自分の中に私を抱えていながら、なぜそんなに遠くまで私を求めるのか。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。 

42 私は第二時代の人々 と共に、あなたのパンとあなたの屋根を共有して暮らしたのです。しかし、キリストの偉大さ
の根源は、その謙虚さにあるのです。 

43 こうして私があなたがたに教えるのは、隣人を愛するために、いかにして物質的なものから自分を切り離すべきか
を知るためである。しかし、まず自らを清めなければならない。進化するのは法則であり、すべてが進化するのは法則であ
るから、まだこれから起こる出来事で動揺してはならないのである。そのとき、あなたの目が見るものは、すべてが最も完
全な法則に支配されていること、そして、今日起こっていることは、すべてが完全なものに近づいているため、以前には起
こり得なかったことを理解したとき、ただ歓喜で満たされるはずである。 
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44 人類の進歩のために働くのは、地上だけではありません。また、人がその救済と進歩のために祈り、働くのは別の
世界、つまり精神世界である。ですから、霊的な種は、すべての宗教団体の懐で大奮闘の末に実を結ぶと申し上げるのです
。 

もし人々 が、これは不和をもたらす新しい宗教だと言うならば、あなたはスピリチュアリズムは教義であり、魂を支配
してきた最初の、そして唯一のものと同じであると答えるべきです。しかし、その声は、あなたの気持ちが根底にある、あ
なたの心からのものでなければなりません。それは、他人の痛みのために涙を流すときにも、隣人の痛みのために喜びの涙
を流すときにも、その姿を現すでしょう。これは、私がいつもあなたに教えていることだからです。 

45 私の光と恵みがそこに流れ込み、言葉となって、私のもとに来るための唯一の道 を示す。 

46 あなたの信仰が新しい生命に目覚め、あなたの希望がより強くなるために、霊性の偉大な証明が必要なのです。そ
のような無気力な状態から立ち上がるために、明確な言葉が必要なのです。私の神聖な霊は、父が決してあなたを見捨てず
、真理の領域からあなたを導いてくれることをあなたが感じるように、このような形で自らを現さなければなりませんでし
た。 

47 この愛の証を前にして、あなたは納得できないのですか？私の思いは、あなたのランプの消えゆく光をよみがえら
せるために降り注ぐ光です。マスターは、宇宙の真理は霊化された人間を通して明らかになると言っています。なぜなら、
彼は自分の進化に役立つ教訓を学ぶためにやってきたこの世界で、調和して生きる方法を知っているからです。この世界は
永遠ではないし、そうである必要もない。この家は、今ある目的を果たせなくなれば、消滅する。あなたの魂が、この世で
の学びを必要としなくなったとき、別の世界でより高い学びが待っているからです。この地上での闘いで得た光に基づいて
、「この世の浮き沈みはすべて、よりよく理解するために必要な経験や教訓でしかなかったことが、今では何と明瞭に理解
できることか」と言うでしょう。苦しみが重くのしかかるほど、その人生の旅路はどれほど長く感じられたことでしょう。
しかし、すべてが終わった今、「永遠」の前では、なんと短く、はかないものに思えることだろう。 

48 人間は、自分の魂をより大きくするよう求められている。完璧さを求めて飛べば飛ぶほど、自分の存在をより精神
化するよう求められているのだ。 

49 あなたの持っている肉体も霊化される運命にあるのです。そうなれば、人々 の生活環境も変化していくでしょう。
彼らは、今の世界の住人にはまだ知られていない霊的な能力を身につけることになる。 

50 あなたの希望を蘇らせるこの教えが、あなたの渇きを癒す無尽蔵の真の知恵の源が必要なのです。魂を知らないか
ら愛さないのではなく、物質的な富や虚栄心を満たす肉体美、賞賛の対象となる知性、名前、肩書きを愛していると言う人
の暗い心に、私の光は降り注ぎます。これこそ彼が愛することであり、価値のないものを愛することである。 

人間は肉体でもなければ、その豊かさでもない。人間は魂があるからこそ価値があり、存在するのです。 

もう一度言いますが、人間は宇宙の真理、天の真理、世界の真理を表現する者として召されているのです。今日、彼は
まだこれを達成していません。なぜなら、彼の物質化は、彼が精神の微妙な贈り物を展開することを許さないからです。 

この物質主義が消えれば、彼は霊的生活の驚異を見て喜ぶ先見者となる。そうすれば、サウロがパウロに変わったこと
、名前を変えなければならないほどの人間の変貌を理解することができるだろう。そして、かつての名前とともに、その情
熱の記憶も消え、その気質も、その行なった悪事も、灰と化した。 

魂が進化していること、高揚感を欠いていること、物質界で学び展開しなければならなかったことがこれから終わるこ
とを理解したとき、魂は神性の光と一体化する準備が整うのです。 

51 涙と惨めさと苦しみに満ちたこの世界で、あなた方は渡り鳥だと思いなさい！喜びなさい。喜べ、ここは永遠にあ
なたの家ではない、もっと良い世界があなたを待っているのだ。 

だから、この世を去るときは、悔いのないようにしなさい。そうすれば、苦しみのため息も、労苦も、涙も、ここに残
っているのだから。この世に別れを告げ、天国の高みで待つ人々 のもとへ舞い上がる。そこからは、地球を宇宙の一点とし
て捉え、愛を持って記憶していくことになります。 

52 悲しんではいけない。この涙の谷から旅立つ日が来る。 

53 隣人を愛し、病人を癒し、苦しんでいる人を慰め、貧しい人に新しい勇気を与えることによって、幸せになりなさ
い。そうすれば、天の恵みがあなたにやってくるでしょう。自分たちを精神化したいのか？この恵みを得るために、キリス
トはあなたを助けてくれるでしょう。 

54 あなたがたに言うが、人は今日、霊より物質であるが、明日は物質より霊になる。人は自分の精神を完全に物質化
しようとしたが、その完全な物質化は達成されない。精神は輝きのようなものであり、輝きはたとえ汚れに落ちたとしても
、決してその輝きを失わないからです。 

55 人間は完全な魂の至福を知らない、なぜなら完全な高みに到達していないからだ。もし、彼が心を清め、私の真理
を魂に宿して実践するならば、彼は以前知らなかった平和と至福を発見するでしょう。それは、人類に啓示された最初のた
とえ話に登場する木に象徴される生命であり、その熟した果実は魂の飢えを満たしてくれるでしょう。そうすれば、もう他
人の恩知らずや無理解に悩まされることはないでしょう。 
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56 愛は、あなたを愛している神と、同じくあなたを愛している霊の母マリアと、同じくあなたを愛している霊の兄弟
姉妹に通じる梯子です。 

57 神霊から発せられるメッセージの流れ。あなたの心に正しいと思えるものを、できるだけ多く持っていてください
。 

58 あなたの苦悩の闇を私に委ねなさい。私はそれらを平和の清澄さに変えます。あなたの嗚咽と涙を私に委ねなさい
。私が沈黙のうちにあなたの心を訪ねるとき、私は一筋の太陽の光のように浸透して、あなたの心を照らすでしょう。 

59 この強さを心に感じることができるように、愛の言葉を贈ったのです。ここに私の慰めのバームがあり、あなた方
の苦しみの上に注がれ、あなた方の魂を強くする。 

60 覚悟を決めて私に近づく者は幸いである。そのとき、わが言葉は癒しのバームとなり、あなたの信仰の炎を生き生
きとさせる愛撫となるのだから。 

61 私の国は苦しむ人類の上に降り立ち、私の言葉はこの時代の選民を通して響き渡り、私の言葉を聞く者がその兄弟
の慰めとなるようにするのだ。 

62 私はいつでも、民衆と私の神性との間に仲介者を置いていた。使ったのは、柔和で謙虚な心の持ち主です。私は今
、私の教えを伝える新たな使者を準備している。この良い知らせが、人々 の霊的生活への目覚めとなるように。 

63 崇高な精神的使命を果たすことのできる人々 のうち、どれだけの人がまだ世界中に散らばって眠っていることでし
ょう。彼らは目覚め、その感情の高揚の中で、隣人にとって有用な存在となるとき、彼らの精神的進歩が証明されるのです
。彼らは謙虚であり、決して優越感を誇ることはない。 

64 虚栄心──最初の人間にすでに現れている弱点──は、精神化によって戦わされることになる。それは、精神と物
質との間に常に存在する闘いである。というのは、霊が父の本質を欲して、永遠で高貴なものに傾くのに対して、肉は、た
とえそれが霊の不利益になるとしても、自分を満足させ、おだてるものばかりを求めるからです。この闘争は、すべての人
間の中に現れるもので、世界が人間に及ぼす影響の結果として、人間自身の中に生じる力である。地上のものは、その性質
に対応するものをすべて要求するからです。もし精神がこの力を制御し、正しい方向に導くことができれば、自らの存在に
おいて両方の性質を調和させ、その進歩と高揚を達成することができるでしょう。一方、物質の力に支配されることを許せ
ば、悪に誘惑され、嵐の中で舵を持たない船となる。 

65 私の言葉を聞いたあなた方は、自分の魂を解放するために、有害なものから目を背けたいと感じているのです。あ
なたの魂が肉体と一体となり、調和するときが来るように、見守り、祈り続けなさい。 

今日もあなたは、世の中の魅力に苦しみ、誘惑に抗うことができないほど弱っているのです。人間は直感的に完成の時
代を感じるが、それがいつになるかはわからない。 

66 そのための努力の仕方は人それぞれでしょう。しかし、そこに到達できるのは、魂の進歩のために戦う者だけであ
る。宗教的な狂信にふける人は発展しないし、材料の研究に時間を割く人は、物質的な結果しか得られない。 

67 スピリチュアライゼーションは、人間を完全なものへと導くものである。しかし、愛と慈しみと内なる崇敬によっ
て創造主と結びつき、創造主へ近づくという真の霊性の実践を、人があの世の存在を冒涜し物質的に知覚可能にするような
「科学」の実践と混同しないでください。人から真実を隠す無知のベールを取り除く、私の教えがここにある。 

68 私の愛の教義は、あなた方が私の言葉を理解するのを助けるために、あなた方の中に私の霊界のプレゼンス（存在
）を受け取ることができるように、その間にあなた方を準備しました。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 231 
1 私の透徹したまなざしがあなた方に入り込み、あなた方がハートで花束を作り、それを私の神性に捧げるのを私は

見ています。 

2 わたしはあなたがたの苦しみを見、わたしの父のような愛撫でそれを和らげ、わたしのことばに励まされて、あな
たがたを試練に強い民とするのである。 

3 あなたがたが自分の弱さを訴え、自分が受けている苦悩に助けを求めて私のもとに来たときはいつでも ── 

十字架の重みで倒れそうになったときに私に立ち返ると、私は重荷と苦痛から解放し、あなたたちを強い魂にしてきた。そ
れから、わたしはあなたがたに言った、「前へ、顔を後ろへ向けてはならない、もし、その過去を見たら、あなたの魂は恐
怖で満たされるであろう」。 

4 私は、あなたを滅亡から救い出し、救いの港に連れてきて、今、このパンを楽しんでいる。あなたは私の安らかな
胸に安らいでいます。私は、あなたがつまずくことなく道を歩めるよう、あなたの存在の暗闇に一筋の光を灯す存在です。 

5 もし、私が自分を現す口上人や声の主が自分の中から話すのであれば、真理の道を教えることはできないでしょう
。しかし、彼らの唇が光の言葉を語るのは、わたしが彼らの知性を通して自らを現すからであり、わたしが道であることを
あなたがたに告げたからである。 

6 多くの人がこの教えを不思議に思い、ここで話しているのがラビだというのは本当だろうか──イエスを十字架に
つけたこの世界に『言葉』が戻ってきたのは確かだろうか、と思っているのを見たでしょう。 

7 ここにいる皆さんは、私がこのように約束したこと、私が許しであること、「死者」を蘇らせ、病人を癒し、盲人
に視力を回復させることによって神の使命を果たしていることを知っています。あなたは、私が帰ってきた理由と、私が来
た方法を知っています。しかし、これだけでは世間に疑問を持たれ、多くの人が疑ってしまう。 

8 私は、学識者や神学者や科学者に目を向けるのではなく、無学な者や単純な心の持ち主に目を向け、彼らを通して
自分を知ってもらうために、なぜそのようなことをしたのかを話しました。単純な人々 の証言が世界を驚かせるからです。 

9 もしあなたが徹底的に調査するならば、私はいつでも人間を通して人類とコミュニケートしてきたし、彼らは常に
謙虚で単純であったということをあなた方自身が納得することでしょう。 

10 私は、あなた方がこれらの顕現を目撃し、使命を果たすことができるように、地上にさまざまな存在を与えている
のです。 

11 父なる神が明らかにしたいと望んでおられる、あの世の秘密に迫るために、私の教えを使わなければならないので
す。私の秘密の宝庫は、あなたの視線から隠されてはいない。そうでなければ、あなたは永遠の命に入ることはできない。 

12 もしあなたの精神が私の神性の粒子であるなら、苦しむなんてことはあり得るだろうか？そして、もし霊の光が聖
霊の光の輝きであるならば、どうして一時的に暗闇に包まれた自分自身を見ることができるのでしょうか？この発展の道は
、神に対する十分な功徳を身につけることであり、それによって自分の霊を無知で未開発の霊から、父の右手にある偉大な
光の霊に変えることができることを理解しなさい。 

13 私のもとに来て、あなたの魂の栄養となる私の言葉をもう一度聞きなさい。私がこの第三の時代に人間の知性を通
してあなた方に伝えたこの言葉は、あなた方を結びつける奇跡を起こし、真理と教えに満ちた姿を現す私の神性に、あなた
方を熱意と信仰でいっぱいにして引き上げてくれました。あなたの魂は地上の教えに疲れ、あなたの足は平和と愛と真実を
求めて長い距離を旅するのに疲れきっていたからです。手も疲れて、畑を耕しても、魂が満足するような収穫が得られない
。 

14 人々 よ、あなた方がこれらの道を旅し、これらの果実を味わうこと、さまざまなドアを叩き、さまざまな人種や性
別の人々 の心を知ること、さまざまな哲学、教義、理論を本の内容から得ることが、私の意志であったのだ。この世の貧し
い人々 の生活とその悲惨さと苦痛を知ること、この世の偽りの豊かさとその快楽と惑わす栄光を体験すること、人の声を聞
いてその霊感を知ること、時の流れの中で人がもたらす善と悪を受け止めることです。この旅の後、あなたがたの心の扉を
開いてくれる最後の一人として、私に会うことになるのです」 

「あなたがたの道を横切る最後の一人として、地上の巡礼者の中であなたがたのそばを歩き、あなたがたにこう尋ね 

るのです。あなたはどこから来て、何を求めているのですか？"そして、プライドも自己中心性もなく、痛みによって曲が
り、経験によって強くなり、闘いによって啓発され、鋼鉄になったあなたが、即座に私を認め、私に心を開き、あなたの惨
めさを告白し、私だけがあなたの痛み、あなたの失敗、またあなたの切望を理解できることを公言してくれることです。 

15 このため、私のところに来る人の大半は、私の言葉を聞くとこの力の虜になってしまうのです。彼らは、私が彼ら
を心の底から見ていることを感じ、私の愛が彼らを包んでいることを感じているのです。そして、私を待っていたのだから
、存在の大きな闘い、大きな戦いの後、あなたが生きていたあの暗い夜の後、新しい日の光が生じなければならないことを
あなたは知っていたのです。自分が苦いものを澱まで飲み干した後には、甘いもので満たさなければならない人がやってく
ると思っていたんですね。私が他の時代にあなたにした希望、わが約束への信頼が、あなたの魂の中で消えることなく、そ
の炎はあなたの心の中に残っていたからです。今この時代に姿を現しているのは私であることを否定した者も、魂ではなく
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、私のことを何も知らない、霊的啓示に無知で無反応な肉的本性によってそうしてきたのだ。しかし、わたしはすべてを知
っていて、不信心な者たち、すなわち首の固い者たちにもう一回与えた。なぜなら、わたしを否定するのは彼らの魂ではな
く、光に満ちて立ち上がり、自らの肉体の殻の鎖から解放され、わたしを見て感じ、二度目のペテロのように、「本当に、
あなたは生ける神の子です！」と叫ぶようにならなければならないことを知っているからである。 

16 子供の弟子から、私はあなた方を弟子にします。あなたがたがわたしの話を聞いたあと、わたしはあなたがたに知
恵の書を託し、それをもって同胞を教え、あなたがたの国の住民に、またそのあと他の国々 に福音を伝えるようにする。私
に学ぶと、あなたは優しく、謙虚になる。あなたがたは、わが言葉を理解するだけでは満足せず、また、群衆を感動させる
ために雄弁に語るのでもなく、あなたがたのひらめきと洞察、明瞭で深遠な言葉は、あなたがたの理解の実となる業によっ
て確かなものとなるであろう。これらの作品は、あなたの知性からだけ湧き出るのではなく、あなたの良心によって、愛の
種が蒔かれたあなたの心に指示されることを望みます。 

17 そうすれば、必ず人を変えることができるようになります。無意味な言葉に疲れ、さまざまな教えや世界観の倒錯
にうんざりした後、真の愛と慈悲と平和を語り、暗闇に光をもたらし、痛みのあるところに癒しのバームを注ぐような教え
を切望するのだ──精神的、道徳的に退化した本性を持つ人々 を変えるような。そうすれば、私の教えは必ず勝利し、私に
従って平和、統一、親善の旗を掲げる者の数は増えていくでしょう。 

18 この時間を忠実に使ってほしい、魂は体の殻を指示し刺激し、それを曲げ、ついには自分の道具、喜んで仕えるも
のにする。魂が私に捧げるべき礼拝を、「肉」ではなく、あなたの精神と私の間に自分を置かないようにするために。そう
すれば浄化は長続きし、肉体が感じるものは魂に影響を与える。魂はまだ痛みや弱さに打ち勝つことができないからだ。狂
信に陥ることなく自らを霊化することで、どれだけ安らぎを得、どれだけ心を励まし、痛み、老い、病という困難に直面し
ても、どれだけ強くなれるかを体験することができるのです。 

19 これが私の教えです。あなたがたの中で、それを理解できない者がいるだろうか。この光は、皆さんにも見えてい
るはずです。この教えは、あなたの魂に深く刻み込まれるようにと、私はあなたに与えます。明日のために、試練があなた
を脅かすとき、それはあなたに力を与えてくれるでしょう。 

20 この地上には、常に人と人との間の闘争、戦争、争い、不和がありました。太古の昔から、ある者の思想は常に他
の者の思想と対立してきた。そして、美徳に対して悪徳が、正義に対して不正義が、魂の声に対して "肉 

"が、一つの知識に対して別のものが、立ち現れていることがわかるだろう。そして、古くから私の精神的な教えを伝えて
きた人たちは、科学者を敵対視してきました。この「第三の時代」でも、男同士の戦いが繰り広げられているのです。しか
し、私が最後に言葉を発する日が来た。 

21 すべての知恵、知識、科学は私から出たものである。私はこの星に魂が転生するように準備し、あなた方を送り出
す前に、愛と知恵でこの世界を優美に育てたのです。私はその内部、表面、すべてに、あなたの生活、私の子供たちの保存
、喜び、満足のために必要な要素を配置しました。 

この自然の懐で、生命のすべての源を発見するように、神秘に包まれたもの、あるいは深い宝庫に保存されているもの
をすべて発見するように、私はあなたたちに贈り物を与え、啓蒙し、科学の贈り物を授けた。この能力によって、あなたた
ちの必要、発達、試練に応じて、生命と知恵の尽きることのない源にたどり着くように。 

22 皆さんは、この科学の贈り物を楽しんでいます。しかし、私はある者を選んで大きな使命を託し、彼らが魂のため
になるものをすべて発見し、その源泉の無尽蔵の水をあなたに与え、あなたの人生と地上の幸福を援助するようにした。そ
して、その選ばれた人たちに、霊的な生命--科学を超えた、この地上の自然の上にある生命--

の直観的な知識を託したのです。それゆえ、太古の昔から人間は私を崇拝し、普遍的な存在、強力で全能の神、創造主の存
在を予見してきた。この神は、この世を超えた高尚な人生--精神、愛、光、理性が輝く人生--

をあなたのために用意してくれている。 

しかし、あなた方は皆、これらの能力について絶え間なく語りかける直感的な知識を持っているが、私は、大きな権威
を持つ魂をあなた方に送り、彼らがあなた方に最大の謎を明らかにすることが必要であった。預言者、家父長、そしていつ
の時代も神に遣わされた者たちである。 

23 だから、ある者は魂に光を与えるという使命を持ち、ある者は科学を知らしめるという使命を持ちながら、いつの
時代も一方が他方に対して立ち上がり、それらが対立する使命ではなく、両者が互いに補い合うものであることを考えずに
いたのです。私の光はすべての人に注がれた。それは、あなた方が自分の任務を理解し、自分の役割を謹んで引き受けるた
めである。 

24 もしあなたがたが、わたしから、わたしが科学者の仕事を叱責し、科学に責任を問うと聞いたなら、その理由は、
ある者たちが、その生命の源、わたしが彼らに与えた啓示を人類の善と進歩のために使わず、悪と破壊に奉仕させたからで
ある。しかし、その使命に忠実に生き、謙虚さと高揚と敬意をもって、彼らに明らかにすることがわが意志であったものを
発見するために探索したすべての人々 の上に、私はわが光を注ぎ、彼らは皆、私に喜ばれた。そして彼らがどれほど多くの
慈善事業を行ったかを見よ。 
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25 あなたの地上生活は進化し、もはや過去の時代と同じではありません。あなたの歩みが進化の道を歩んだ分だけ、
あなたは使命を果たしたすべての人に与えられた科学の果実に遭遇したのです。わが使命を偽り、わが宝庫に侵入して自然
の秘密を探り、自然の力を破壊と死の業にのみ利用しようとする者たち──これらを叱責し、呼びかける。なぜなら、私は
すべての人間と自然の力を呼び起こし、正しい道に導くために来たのだから、すべてを修復し、元の場所に戻さなければな
らないからだ。 

26 人類が神の光、私が許した知恵を認識する時が来るだろう。そして、私がすべての生き物が生まれた源であること
、私の中に種と実があること、そして、あなたが自分の魂と私の神性にふさわしい人生を送ることができるように、私がこ
のすべてを共有することを許したことにようやく気が付くだろう。 

27 私が今皆さんにお知らせする精神化の時代には、人はその理解力を魂に奉仕させ、科学さえもその光の前に屈服す
ることでしょう。その日はいつ来るのでしょうか。あなたは今、人類がその目標に到達するための道を準備しているのです
。私があなたがたに命じた仕事は、世界的な使命があるからだ。 

28 人は、自分の科学、力、才能、そして心を、この世での義務や仕事をおろそかにすることなく、私の神聖な大義の
ために捧げるだろう。彼らは、自分の精神と物質にとって健全な快楽に目を向けるようになるのです。彼らは、自分たちの
再生と自由のために闘い、自分たちが感染することを許さず、必要でないものは何も取らないだろう。そうすれば、腐敗や
恥知らずは地上から消え去るでしょう。そのとき、霊は肉体の殻を完全に支配するようになり、まだ物質に宿っているもの
の、愛と兄弟愛と平和の霊的生活を送るようになるのです。 

29 戦争がなくなり、互いに尊敬し合い、助け合うようになり、隣人の命も自分の命も処分することができなくなるこ
とを悟るときです。その時、あなたは自分の命や、子供や配偶者の命、そしてこの地球の所有者ではなく、私がすべての創
造物の所有者であることを知るでしょう。しかし、あなた方は私の愛する子供たちですから、私のもののすべての所有者で
もあるのです。しかし、私は創造されたすべてのものの主であり所有者であるが、私の生き物を殺すことも、誰かを傷つけ
ることも、彼らに苦痛を与えることもできないのである。では、なぜ生命の所有者でない者が、自分のものでないものを奪
って処分したのでしょうか。 

30 この教えが人々 に理解されるとき、彼らは精神的な発達の一歩を踏み出し、この世は高度な霊魂の住処となるので
す。その後、再びこの星に住めるかどうかはわからない。別の時代には涙と破壊と死の谷であったこの地上界を見る者、そ
の恵みの時代を経験する者を私は決定するのだ。海も山も野原も、苦しみの証人であったものが、平和な場所に変わり、あ
の世のイメージになるのです。戦いがなくなれば、私の王国はすでにあなたの近くにあり、その時、あなたの精神は美徳の
花を咲かせるだろうと、私はあなたに告げたのです。私の教えはすべての霊に存在し、私は男性と女性を通して自分を知ら
せる。 

31 霊の賜物が展開されます。内なる）言葉の賜物、癒しの賜物、霊と霊との対話の賜物は、その時代の人々 の間で賞
賛されるようになるでしょう。 

32 科学は途中で止まることはない。しかし、科学者は私の教えを貫き、研究し、私の啓示に驚嘆するだろう。そして
、それらに触発されて、人類だけでなく、現世と非現世の魂を進歩させる有益な仕事を創造するのである。 

33 私の精神は、過去にも現在にも、私の子供たちの作品、それが精神的なものであれ物質的なものであれ、感性また
は知性の心から生まれた美しい作品に思いを馳せるときに喜んでいたとしたら、その魂が高められるのが少数の人だけでな
く、愛を行使するのが人類全体であるときに私の喜びはどれほど大きくなるだろうか。そうすれば、戦争の結果、家庭から
涙や悲しみや孤児がなくなり、この星に宿命づけられたその時代の人々 の生活に信仰、健康、強さ、調和だけが存続するこ
とになるでしょう。 

34 皆さんは、この「第三の時代」の福音を受け取る最初の世代であり、後に続くすべての人々 のために道を用意しな
ければならないのです。溝を取り除き、道の石を取り除き、善意、勇気、善良な原則を遺産として残すことができるように
するのです。 

35 私の仕事をクライマックスに導くのは、あなたではありません。あなたがたの中には、イスラエルの民を団結させ
なければならない者はいない。もはや、あなた方の肉体で、私の教義が世界中に実行されるのを目撃することはないでしょ
う。この仕事を、私はやり遂げます。もし、あなたがたの中に、わが民のかたくなな首を曲げて、その霊化を成し遂げよう
とする者が現れたら、その者は自分を高ぶらせるか、自分に降りかかる試練に耐えることができないからだ。 

36 しかし、愛し、許す強い私が、あなたたちをひとつにまとめてみせます。次から次へと試練を与えて、あなた方を
すり潰し、同じ精神的理想に結びつけようとするのだ。  

37 私の民が私のために新しい十字架、血の足場、法廷を準備することを望まない。私はあなた方の内なる聖域に住み
たい。私の民の魂の中に私の王座を占め、あらゆる瞬間に私自身を彼らに伝え、私の永遠の家、私の謙遜の普遍的王座、愛
に満ちた父の名誉の場で彼らを待ちたい。その時、あなた方は皆、自分の使命の遂行によって功績に満ち、闘争によって強
くなり、美徳によって清められ、高い報酬を得るために私のもとに名誉をもってやってくるだろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 232 
1 選ばれし者たち：あなたたちは人間の知性を通して私の言葉を聞く、あなたたちは人類に先立ち、いつでも準備さ

れているのだ。全ては私の恩寵によってあなたに与えられたものです。私は、あなたがたを愛しているからこそ、あなたが
たのもとに降りてきて、あなたがたのため、人類のための戒め、律法を記した書物の第三部を託したのである。 

2 世界は激しい嵐の中に追いやられ、方向性を見失っている。安全な道を模索することを目的としていないのです。
人間は生きることに満足し、肉体を維持するために必要なものを求め、その根幹にある魂を忘れてしまったのだ。私はあな
た方の間に現れ、あなた方が混沌の中で生きているのを見出した。そして、私の言葉はあなた方にこう告げた：止まれ、律
法の成就に戻れ、自分の十字架を負い、私に従え、そうすればあなた方の間に平和がもたらされる。 

3 この間、わたしはあなたがたの心の中に、わたしの光を流し込んで、あなたがたの準備をした。そして、この信仰
と、わが作品への愛が、わが名において同胞に語りかけることを鼓舞している。多くの人があなたの言葉を聞き、愛に飢え
渇きながら私のもとにやってくるでしょう。また、苦しみから解放されることを切望している人たちもやってくるでしょう
。また、好奇心のままに駆けつけてくれる人もいます。しかし、すべてが手に入ることを約束します。私は子供の要求を聞
いたという印を与えるのが好きだからだ。 

4 私の旅立ちの後も、あなたは心を整え、人々 を無知から、誤った信念から、狂信から遠ざけることでしょう。しか
し、あなた方はどのように仲間の教師となるのでしょうか？謙虚さ、正義、正しさをどのように獲得していくのか？祈り、
私の律動を全うすることによって。あなたがたはまだ正しい人でないのだから、正しい人のように見えてはならない。あな
た方は、私の弟子として、日々 、自分を完成させるために努力している姿を見せなさい。あなたが無私の心で任務を果たす
のを見たら、わたしは、わたしの最後の啓示の知識を得るために、わたしによって任命されたあなたの仲間の大勢をあなた
のところに連れてくるであろう。 

5 私は、生命の木から切り離された人間が作り出した宗派の中から、霊性を求める者、不完全な方法で私を求める者
、しかし私を愛する者、献身的に私の名を唱え、愛と謙遜と感謝の行為を私に示す者を選びます」。私は心の願いを込めて
良い漁師として来た。今日、私に従う者の数は少ないが、明日には増えるだろう。すでに、私があなた方に私の愛の遺産を
残すために来たことを、証拠が世界に確信させる時が近づいており、あなた方は、これらの啓示の証人として、正しい方法
でそれらを話すでしょう。 

6 仲間を一切区別しない。精神的な理想の中で、すべての人種と階級が団結するのです。 

7 同胞の必要をわが胸に刻みなさい。罪人であればあるほど、愛と慈しみが必要なのです。今、私の教えが広まり、
「働き手」が各地に赴く時期が迫っている。彼らは、わが言葉が開かれた心に注がれる場所に、わが意志に従って定住する
。そこは、神の種をその懐に受け入れる準備ができている肥沃な土地として、私が用意したところである。そこにあなたの
活躍の場があります。あなたが強くなり、準備が整い次第、何人もの人々 の世話を任せることにします。 

8 良い知らせは、あらゆる教義や宗派の人々 に届きます。すべての人は、第三の時代に聖霊としてわが来臨を知るこ
とになるのです。これらの啓示が完全に知られる時が来て、あなた方はこのために戦うことになるのです。しかし、心配し
ないでください、私の光は弱まることはないのです。その時、今回の私の言葉は、最高の輝きを放つことでしょう。 

9 私はあなた方を畑で熱心に働く労働者として準備する。"みことば 

"はあなたの唇の上に豊かになる。しばしば、あなたの知らない教えが語られるでしょう。それらは、わが霊からあなたの
受容する心にもたらされる新たなインスピレーションとなるのです。あなたの行動は、常にあなたの言葉に従っていなけれ
ばならない。信じてもらえるように、すべての行動を誠実に行うこと。私はあなたの作品を見て判断します。 

10 初代のイスラエルの民の純粋な習慣を思い出し、それに立ち返れ。その健全さと強さは、私の律法に対する彼らの
従順さと敬虔さに由来しています。この人々 から、家父長や預言者といった模範的な人物が輩出された。アブラハム、イサ
ク、ヤコブという、あなた方の種族のストックがあります。精神的にも肉体的にも試練を受けたが、その強さは失われなか
った。イスラエルの民に命を与えなければならない者が、その子孫すべてに強さと愛の模範を示すことが必要だったのだ。
あなたはここで、大きな試練の時に自分の強さと有効性を知ることになるのです。 

11 現在、私が去った後も人々 を鼓舞し続ける魂を準備中です。彼らは私の仕事の基本的な教えを見守り、あなた方は
彼らに耳を傾け、尊重しなければなりません。 

12 今の時代の仕事を全うし、その後に続く世代があなたの仕事を引き継ぐ。私は常に偉大な高位の存在を地上に送り
、法を、わが教義の本質を見守らせる。 

13 自分の試練と一致すること。私に求め、自分のためになると信じるものを受け取っていない者に、私は言う。「私
はあなたの運命を知っている。賠償金を考えてください。地上では、完全な平和を享受することはできません。義務を果た
すことだけが、今日の安らぎを与えてくれるのです。しかし、明日、あなたが霊的生活に入ったとき、私にこう言うでしょ
う。「父よ、あなたは私の魂にとって良いように私を導く方法を知っていました。もしあなたが、私が求めたものを与えて
くださったなら、私は迷い、あなたのもとに来るのが遅れたでしょう。" 
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14 私は、あなたが世界の平和のために働き、あなたの魂が完成への道をまた一歩進むことができるように、この時、
私の言葉の光を与えました。私は、あなたの魂が持っている才能を理解させ、立ちはだかるすべての障害や逆境を克服でき
るようにしたのだ。あなたが経験しているこの苦い時間は、あなたが降伏と信仰をもって聖杯のように空にしなければなら
ない償いの時間であることを理解させました。 

15 こうして私は、あなたを拘束する鎖から解放するために、無限大からやってきたのです。 

16 この第三の時代において、私は、過去の時代にわが真理を人類に知らせ、わが祝福を得るという使命を受けたすべ
ての人々 を団結させたのである。  

17  そのために、私は新しい啓示を与えたのだ。 

18 私の教えを自分のものにして、実践してください。しかし、これらの集会の場所を離れても、それは放浪者のため
の木のようなもので、その木陰ではひばりの鳴き声が聞こえているのだから、瞑想するために観想を求めるのではなく、有
害な快楽のために出かけてはならない。なぜなら、あなたがマスターから受け取った霊的なエッセンスは、そのときあなた
の心から抜け出てしまうからです。 

19 情念は、旋風のように、私があなたに着せた恵みをあなたの魂から奪い、あなたがそれを手放すとき、あなたは弱
さと病気をあなたの存在に所有させる。 

20 あなたの魂の祈りを無限に向け、人類の周りに平和な雰囲気を作り出すことができるように。同胞が私の正義の重
荷を背負っているのを見たら、功徳を積めば、彼らの苦悩は短くなるのだ。自然の力の声が聞こえたら、世界のために祈り
ましょう。自分たちだけの避難場所を求めてはいけない。もし、あなたが苦難の時に仲間を気遣い、我を忘れるなら、私は
あなたを守るでしょう。あなたの祈りと慈悲で人々 を守ってください。 

21 祈りの力を信じること。しかし、私に届くためには、まず感じなければならないことを知らなければならない。 

22 もし、あなたがすでに強い真の信仰を持っていたら、奇跡を起こすことでしょう。急げ、いずれこの作品を世に広
める時が来るのだ。それなら、人の正義を恐れてはならないし、誹謗中傷も心配してはならない。 

23 あなたは道を進んできたのです。視線を後ろに向け、自分の過去を見つめる。残ったのは、物質主義、傲慢、卑し
い情念、偶像崇拝、無知、罪。 

24 しかし、それでもなお、道を歩み続けることで、より大きな精神的進歩を遂げることができるのです。そうすれば
、あなたの心に約束の地の平和を体験することができるでしょう。 

25 この日は、選ばれた人々 の霊がインスピレーションを受け、彼らの心が啓発され、大いなる生命の書に保存され、
過去の時代に与えられたわが言葉に従って私が彼らの前に示さなければならなかった教えを理解する日なのだ。 

26 そして、あなた方は私のもとに来るために、この世を去り、自らを清め、準備が整ったところで、私のユニバーサ
ル・レイを受け取るために祈ったのです。それはあなたの魂を満たし、その影響下であなたの才能を目覚めさせ、あなたの
存在の最も繊細な糸を振動させた。 

今まで知らなかった心の奥底から、この人生を見つめ直すような、さまざまな感情が沸き起こってきたのではないでし
ょうか。そして、あなたが愛と慈悲を効果的に発揮できるようになったとき、あなたは偉大な仕事を成し遂げ、大勢の同胞
を理解するために十分な力を感じたのです。困っている人への気遣いを増やし、遠く離れている人にあなたの思いで光のメ
ッセージを送りたいのです。私はあなたの魂の前に、あなたが働くことのできる広大なフィールドを開いたのだから、あな
たはこれらすべてを行うことができる。 

27 あなたの霊的な賜物には限界がなく、たとえあなたがすべての財産を受け継いだと思ったとしても、尽きることは
ありません。人に与えれば与えるほど、自分の相続財産は増えていきます。あなたの使命は、常に平和のために働き、世界
のために立ち上がることです。 

28 私があなた方を試したのは、あなた方が自分に自信を持つため、あなた方の能力を知るためである。あなたが優柔
不断であったり、信念がなかったり、自分の魂の強さに不信感を抱いたとき、私は何度あなたに必要な証拠を送り、それに
よってあなたは答えを受け取りました。試練に次ぐ試練で、私はあなたを手放しました。でも、あらかじめ用意しておいた
んです。私は、誰かを驚かせたいと思ったことは一度もありませんから。 

29 私はあなた方の足取りを指示し、あなた方が私の教えを学び、それに没頭できるよう、平和な雰囲気に包んでいま
す。しかし、その後、準備が整ったら、その時に発生する人々 の元へ進みましょう。今日、あなたの作品はまだ輝いていな
い。しかし、私の民は徳において強くならなければならない。人類が私のもとに導く確かな道を見つけることができるよう
に、物質主義に対して戦わなければならない。 

30 あなたはすでに、私と一体となって舞い上がり、わが霊の平安を享受している。しかし、永続的な平和はまだあな
たの中にないのです。あなたは道の始まりにいるのです。あなたの功績だけが、私に近づくという言葉にならない喜びを与
えてくれるのです。私はあなたの果実を増やし、道を縮めて、すぐに私に到達できるようにする。 

31 このメッセージをいち早く受け取ったあなたには、それを人に伝える方法を知っておいてほしいのです。今日、疑
い、不信感を抱いているこの人類が、信じるようになるのです。私はこの時代に十分な証拠を与え、彼らは皆、私のことを
それに語っている。しばらくは耳が聞こえないままです。その後、彼女は私が与える呼びかけを聞き、私の教えに惹かれ、
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現世の後に魂が待っているものを発見したいと思うようになり、私がすべての人に残した本、「生命の書」の中にその答え
を見出すでしょう。これは神の遺産ですから、いずれはすべての人が光を持つようになります。それは、誰にも否定される
ことのない、あなたの遺産です。私はすべての人を指導する--

私の指示に従い、正しく解釈する方法を知っている者も、私に従わない者も、ともに。 

32 あなたが自分の作品を研究し、あなたが達成した小さな実を見て涙を流したとき、あなたの魂は、私があなたのた
めに運命づけたゴールからまだ離れていることを認識して嘆き悲しみ、あなたに与えられたあの予言を思い出すのです。"

イスラエル 

"がその結合のために働かないなら、新たな戦争を経験し、もう一度、女は涙を流し、男は血を流し、家庭には喪があり、
苦痛と飢えがあり、魂は苦しむだろう。" 

33 だから、あなた方には、互いに軽んじることなく、不和の業を行わないようにと言うのです。私の指示は、すべて
の魂を統合すること、そして、あなたがたがひとつになり、全員が私を父として認識するように、彼らを近づけることを目
的としている。 

34 今、あなたの悩みの重荷を捨て、疑いも恐れもなく私のもとに来て、完全な信頼を持って、私の意志があなたのう
ちに起こるのを許しなさい。私はあなたの中で何が起こっているかを知っていて、あなたに必要な力を与えます。 

35 私は、創造されたすべてのものの起源であり、目標である。あなたがこの世に生を受けたのも、再びこの世を去る
のも、私の意志によるのです。 

36 私は愛に満ちた父として、あなたがまだ弱いので、私の許しを与えるために来たのだ。 

37 この人生は、あなたの魂が功徳を積むための機会として託されたものです。ですから、あなたの考えや人間の行動
はすべて、私の愛と正義の法則の範囲内でなければなりません。しかし、人は私の法が指し示す道から外れてしまったので
、彼らに戻って思い出させる必要があったのです。そのような意図で、今回、私はあなたと接触することになりました。あ
なた方が私の言葉を聞きに来るのは、私の教えにどっぷりと浸かり、霊的な生活を送るための準備をするためです。興味本
位、義務感、自分の仕事を全うしているつもりで来てはいけない。新しいレッスンのたびに、別の啓示、別の教えを見出そ
うとする気持ちを持って来てください。私の存在を利用すれば、任務を遂行するためのより良い準備ができる。 

38 肉体的に健康であろうと、満足と安らぎを得ていようと、病気や逆境や貧困に耐えていようと、それはすべてこの
地上に残っているのだ。あなたは魂の高揚のために努力し、苦しみながら肉体を征服しなければなりませんでした。だから
、私はあなたがたに言う。よく聞き、よく解釈し、自らを深く知り、真理を見出すのだ。 

39 しかし、あなたが新しい教義に従っていると主張する人々 に会ったとき、あなたは、あなたが外的カルトゥスに属
する教会儀式を放棄し、宗教的狂信から遠ざかっただけだと言うべきだ。 

40 私の作品は、世界中で認められるでしょう。他の時代にわたしが預言者を送ってわたしの到来を告げたように、こ
の時代にもわたしは新しい預言者を送ってわたしの教えを知らせ、善意のすべての人々 のために近づいている王国を告げ知
らせるのだ。 

41 それぞれの啓示は、人類の精神的な能力と生きてきた時代に応じてなされたものである。今日はこのような形で来
たが、明日はもっと高尚な形で話をしよう。 

この集会は間もなく終わる、1950年末に終わるのだ。そして、私の弟子たちは、孤独を感じさせない教師として出発
する。彼らの精神の光の中で、あなた方一人ひとりの中に存在する私の神性の一部において、私は語り、許し、愛し、教え
ることになるのだから。 

42 この良心の許す限り、あなたの魂は自由であろう。私の教えを伝えるのに、集会の場所さえも必要ないからです。
あなたは機会あるごとに話し、あなたの人生を聖域とし、その純粋な業をもって私に礼拝を捧げるのです。 

43 現在、人類に平和をもたらすことは不可能に見えますが、私は平和は必ず訪れ、それ以上に人間は霊化して生きる
ようになると言っています。 

44 そのときが来る前に、多くの災難が世界に降りかかるだろう。しかし、その苦しみは、地上と精神の両方で、人類
のためになるものです。それは、人間の悪行、利己主義、快楽追求の横行に対して、「ここまで、それ以上」というような
ものであろう。そうすることで、バランスが取れてくるのです。悪の勢力はもはや善の勢力に勝つことはできないからです
。この浄化は、常に最も繊細で最愛の人に影響を与えるため、そうでなくても罰のような外観を持っています。しかし、実
際には、道から外れたり、道に迷ったりした霊を救うための手段である。しかし、永遠に生きる霊魂を持つと考える人は、
同じ痛みから光と不動と新しさを得ることができる。 

45 霊的に考えるなら ── 

痛みは、すべての愛である神から来るものなのに、どうして人間にとって悪だと信じられるのでしょう？ 

46 時は流れ、それらの大きな試練が現れ始める時が来るでしょう。そして、平和の最後の残り香さえも世界から逃げ
出し、人類が私の法の道を見つけ、絶え間なく語りかけるその内なる声に耳を傾けるまで、それは戻ってこないのです。神
は生きている!神様はあなたの中にいる!彼を知り、彼を感じ、彼と和解するのです。 
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47 そうすれば、あなたの生き方も変わってくるはずです。利己主義が消え、誰もが人の役に立つようになる。人々 は
私の正義に感化され、新しい法律を作り、愛を持って国々 を治めるようになるでしょう。 

48 私のメッセージを早く人類に伝え、私の教えと警告を利用するように。人間は、この言葉がまさに予言であり、す
べてを予見していたことを悟ることになる。 

49 その荒れた海が波を滑らかにし、風が静まったとき、国々 を苦しめる災いがなくなり、災いが根絶されたとき、人
類に平和が訪れるのです。 

50 その最大の試練を経て、最も苦い杯を飲まなければならない世界のために、あなたは祈り、懇願しなければならな
いのです。 

51 今日、信仰を持っていると思っている人のうち、どれだけの人が、それらの災難を目の当たりにして震え上がるこ
とだろう。自分を勇敢だと思う者のうち、何人が自分の臆病さを隠すだろう！？そのときが来たときに自分の行動を自覚し
、私が託した使命を果たすことができるように、私はあなた方を準備しているのだ。 

52 あらゆる神秘は、この時代にあなた方に説明されました。私の神性の啓示の三位一体に関するものでさえ、私はい
くつかの言葉で繰り返すでしょう。 

53 父なる神には形がなく、限界もなく、始まりも終わりもない--

あなたには理解できない教義である。神はすべての光の創造主であり、宇宙を支える力であり、すべての生き物の中に脈打
つ生命である。 

54 息子は？御子は「言葉」であり、完全な人間であるイエスの中に限定された神の力である。そうすれば、父の愛が
彼の中に宿るからです。 

55 神の霊がイエスのうちにあったので、イエスは人間であり、神であった--

その物質的性質によって人間、その霊的性質によって神。人間である以上、人間特有の性質がある。彼は人間として感じ、
苦しんだ。しかし、ご自分の使命についての知識と霊的な強さによって、肉体的な必要や誘惑を克服されたのです。その使
命にそぐわないものは、すべて御自身から見放されたのです。こうして、その正しく純粋な人間を通して、神はご自分を人
間として現すことができたのです。 

56 イエスは使命を終えると、人間としての生活の痕跡を--人間として受けた試練の痕跡を--

身にまといながら、神の霊のもとに戻っていった。そのため、御子は御父の愛として、あなた方一人ひとりの何かを持って
おられ、あなた方の世界に生き、あなた方が歩くのと同じ塵の上を歩かれたと知っているので、理解されたと感じるのです
。 

57 しかし、父と師は同じ一人の神である。 

58 そして、聖霊は、創造主ご自身の本性の輝きを霊に宿しているすべての人々 に、この存在そのものがご自分を現す
最高の形だと言えるでしょう。 

59 聖霊、父、子は同じ力、一つの意志であり、三つの位格ではなく、一つの神的存在であり、理解されるために、異
なる形でご自分を子供たちに現さなければならなかったのです。 

60 あなたの神は、全能でありながら、あなたが神を感じ、見ることができるように、躊躇なく自らを制限し、あなた
の創造者であり裁判官であるだけでなく、あなたの父、友人、兄弟、師であることを示すために自らを増殖させる、あなた
の神にどれほどの愛があるかに気づいてください。 

61 あなたは、"どうしてこんなことが可能なのか？"と言う。あなた方はまだ小さな生き物で、私はあなた方の心の大
きさに合わせるために、私の説明を制限している。 

62 私はあなたを許し、私の祝福を与えます。 

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 233 
1 私の霊の光があなたとともにあるように。 

2 弟子たちよ、自分自身と葛藤している者、霊的な永遠を望み、自分の仕事に満足していない者たちよ、覚悟しなさ
い。確かにあなたがたは魂の求めるものに到達していないし、労働の成果を見たこともないが、それでもあなたがたは高み
に達し、進歩したと私は言うのだ。このことは、あなたを待っているその人生において、あなたの霊的進歩の完全な知識を
得ることができるのです。そこでは、師の愛が本当に自分の中に浸透していること、苦しむ人への慈悲の気持ちが自分の魂
に根付いていることを感じることができます。これは、あなたがさまざまに生まれ変わった後にもたらした収穫となります
。 

3 霊の谷 "には光の精霊が住み、その美徳は善と人類の進歩のために役立つだろう。 

4 この世で真に覚悟を決め、真の慈悲と愛で使命を果たす者は、勝利の雄叫びを聞くために、その仕事の完成を見届
けることを熱望しない。それを切望する人は、まだ物質的なものが多く、精神的なものはほとんど持っていないのです。 

5 私が、あなたの運命の中で、あなたの体を重要視し、位置づけなさいと言ったのは、あなたの完成のための道具と
なるように、体を導く方法を知るということです。あなたの魂こそ、私に届かなければならないからです。 

6 私の教えが、あらゆる面でいかにシンプルであるかをご覧ください。ですから、決してこじつけようとしないよう
にと申し上げています。そのためにどうすればいいのか、私がどう促しているのかを見てください。しかし、あなたが私の
指示を霊的に理解するのを見る限り、私はその責任を感じさせます。わが教えを知らぬ者ほど、その責任は軽い。 

7 なぜ、わたしと一緒にいた者が、わたしのもとを去ったのか。なぜ、彼らは魂を傷つける満足と私を交換するので
しょうか？そして、私が途中で彼らにたどり着き、呼びかけると、彼らは恩知らずにも、私を見たことも感じたこともない
と私に言う始末です。試練の時、人生の激動の時、共に歩んできた彼を、どうしてすぐに忘れてしまったと思うだろうか。
その時、この心は、人間が自分の道を歩んでいるのは一人ではないと分かったので、感動の渦に巻き込まれ、愛の祈りが湧
き上がり、それは師への感謝であると感じたのである。この私の愛の証を、誰かが忘れることなどあり得るのだろうか。そ
れを受け取った人が、私を感じたことを否定することは可能でしょうか？ 

8 私の話を聞く者よ、私に尋ねよ。"師よ、どうしたら何が善で何が悪かを知ることができますか 

"と。これに対して、私はこう答える。私は神の正義であり、正義として、私の神聖な精神の光である良心を通して、あな
た方一人一人の中に私自身を現すのである。これは人間の中の神の「声」であり、人間にはその「声」、その「呼びかけ」
、「判断」を理解できる能力があるので、愛と正義の法則である善の道を知らないで自分を正当化できる者はいないのであ
る。人間が自分自身の導き手や判断者の声を聞くことができる能力、あるいは資質とは何だろうか。直感、理性、感情。 

9 したがって、悪い行いをする者は、その声を聞く耳がないからそうするのではなく、自分の判断が聞こえないよう
に耳を閉ざしているからそうするのである。それは、良い道を見分ける目がないのではなく、自分の意志で作った道を歩ま
ないように、わざと目をつぶっているからです。 

10 良心を通して語りかける神の愛と調和の声は、常に善の道へと安全に導いてくれるにもかかわらず、なぜ沈黙させ
るのでしょうか。 

11 しばしば「肉」は、厚いベールのように、真理の光を見ることを許さないことがあります。だから、あなたが肉体
から解放されたとき、その声をはっきりと聞くことができると言っているのです。その瞬間は、地上での使命を全うした魂
にとっては至福の時であり、自分の欠点に気づき、新たな旅立ちの機会として新しい肉体を欲する汚点を見た時には、限り
ない苦痛を伴うものである。そして、愛を原点とする御父の正義は、魂にその運命を果たすための新しい人間の体を与える
ことで、力としてその姿を現します。 

12 このような機会を、あなた方ひとりひとりにどれだけ多く与えたことだろう。しかし、私は、あなた方が慈悲と愛
からだけでなく、あなた方の功績に基づいて私のところに来ることを望んでいる。それは、あなた方が私の仕事のすべての
栄光を所有し、見るに値することを証明するためである。 

13 あなたがたに言うが、天国には百人の正しい者が入るよりも、一人の改心した罪人が来る方が喜びは大きい。闇に
落ちた魂が偉大さを取り戻すとき、それは悪に対する善の勝利なのです。 

14 このようにお話ししているのは、あなたの霊的成長を妨げている空想的な信念をすべて取り除くためです。私の教
えは、その解釈者たちによって、あなたがたに明確に示されていないからです。 

15 人、痛みに強くなれ。理解できるようになれば、あなたを試した私に感謝するようになる。 

16 わたしに近づき、わたしに聞きなさい。わたしのことばで、あなたがたを霊的に養う。 

17 今回の私の教えは、あなた方多くの人が光を求めるようになる奇跡を起こしました。 

18 心の静寂の中で、あなたは主人の声を聞き、主人と共に、疲れと苦しみを収穫としてもたらす長旅から休んだので
す。 

19 世界が求めているのは、愛であり、平和であり、真実なのです。 
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20 不和のあるところに一致を、誤りのあるところに光を、罪の宿るところに道徳を、痛みのあるところに癒しをもた
らす。 

21 そうすれば、あなたは澄んだ鏡になるでしょう。あなたの精神である鏡には、私の神聖な指示が映り、人類はその
不完全な部分を見ることができます。 

22 人類の中で、あなたの運命は素晴らしいものです。だから、あなたがたがつまずき、仲間から非難されることのな
いように、わたしはあなたがたを指導したのです。 

23 あなたの肉体を、あなたの霊と私の間に決して身を置かない謙虚な僕とし、彼にふさわしい奉仕の仕方を知り、あ
なたの霊がそれにふさわしい礼拝を私に捧げることを許す者としなさい。 

24 スピリチュアライゼーションを正しく理解することで、強さと健康を手に入れることができます。 

25 太古の昔から、律法の使者と聖霊の教えは、科学者を敵対者としてきたのです。この2つの間で大きな戦いが起き
ている。この争いについて、私があなたに何かを伝える時が来たのだ。 

26 この世界は、転生した魂が一時的に住む場所として作ったのです。しかし、彼らがそこに住む前に、私は彼らに精
神、心、意志の能力を授けた。私は、わが被造物の運命と進化をあらかじめ知っていた。私は、地球、その内部、表面、大
気の中に、人間の保存、維持、発展、そしてリフレッシュのために必要なすべての要素を配置したのだ。しかし、人間が生
命の源である自然の秘密を発見するために、私は彼の知性を目覚めさせました。 

27 このようにして、あなた方に可能な科学の始まりが人間に示された。しかし、人類の利益と楽しみのために、自然
の力と要素の秘密を自然から引き出すことを使命とする、より優れた才能を持つ人々 が常に存在していた。 

28 私はまた、偉大な霊を地上に送り、この自然の上にある、科学を超えた超自然的な生命をあなた方に明らかにする
ようにしたのです。これらの啓示を通じて、普遍的で、強く、創造的で、全知全能の存在であり、人間の死後の人生、魂の
永遠の人生を用意している存在が占われたのである。 

29 しかし、一方は精神的な使命を、他方は科学的な使命をもたらしたため、宗教と科学は常に戦いの敵として立ち向
かいました。 

30 今日、私は、物質と精神は対立するものではなく、両者の間に調和が保たれることを告げます。光は私の霊的な啓
示であり、光は科学の啓示と発見でもあるのです。しかし、もしあなた方が私から、私が科学者の仕事をしばしばとがめる
ことを聞いたとすれば、それは彼らの多くが、破壊、敵対行為、憎悪と復讐、地上支配、権力への過度の努力といった悪質
な目的のために、エネルギー、以前は未知だった自然の要素や力を悪用したからである。 

31 愛と善意を持って任務を遂行した人々 、つまり私の秘密の宝庫に敬意と謙虚さをもって入り込んだ人々 には、私の
娘である人類のために偉大な秘密を明らかにする喜びを与えてくれたと言えるでしょう」。 

32 科学は、人類を物質的進歩の道に導き、その結果、人間はあらゆる場面で科学の成果を発見してきた。 

33 今こそ、すべての光は私のスピリットに属し、命あるものはすべて私の神性から来ることを理解する時です。なぜ
なら、私は秘密の宝庫であり、すべての創造の原点であり、起源なのですから。 

34 精神と科学との戦いは、人間の生活から消え去り、精神は科学と一体となり、人間の道を無限に照らすことになる
のです。 

35 その時のために、準備を始めているのですね。スピリチュアリズムには、世界的な使命があるからです。それは、
すべての人々 に真の生命を明らかにするものであろう。 

36 その科学、その才能を同じように奉仕する人類を想像してください。歓喜も偶像崇拝もなく、神に喜ばしい礼拝を
捧げ、その中では快楽さえも健全で、その快楽は身体と魂にとって健康的です──そうすれば、新しい、精神的に高められ
た世界、道徳、科学性を手に入れることができるでしょう。隣人の命を尊重し、自分の命を粗末にすることはないでしょう
。そのような人々 は、自分が自分の主人ではないこと、すべての所有者は自分だけであることを理解することになるからで
す。 

37 運命の人とは、その恵みの時代にこの世に生きる人たちのことです。涙の谷、破壊と死の場であったものが、平和
の谷に変わる。 

38 霊的な才能を発揮し、開花させるのに有利な時期となります。そうすれば、科学は魂の上向きの発展を妨げず、わ
が神秘にさらに入り込むことを可能にし、そこで私は人類の利益のために偉大な秘密を解き明かすだろう。 

39 私の精神は、いつもと同じように、私の子供たちの善行を喜びます。それが精神的なものであれ、科学的なもので
あれ、美に対する感受性の賜物であれ、です。 

40 ここにいる人たちが、その道を用意してくれるのです。しかし、あなたはその時間を地上の肉体の目で見ることは
できない。 

41 あなたからは救済の呼びかけもなく、この民衆を団結させる呼びかけさえもない。あなたがたを結びつけ、救済す
るのは、私の言葉である。 



U 233 

115 

42 1950年に私の宣言が終わるとき、私はあなたの聖域で自分自身を見つけるでしょう。あなたの心の中に、私のた
めに、私の民が私のために建てる愛の王座があるのだろう。あなたは、私が十字架にかけられ、柱に立たされ、法廷に立た
されることを望んでいないのです。 

43 この言葉を消して、この言葉から父の知恵の大書を作ることを許してはならない。 

44 肉体の声は天に響かないから、魂に語りかけて祈りなさい。 

45 ある人は物理的に来られないので霊で現れ、ある人は魂が遠くで物質的なもので占められているので、物理的な殻
だけを見せてくれました。しかし、私の声を聞くためには、自分自身で準備しなければならないと、私はあなたに言いまし
た。しかし、私の子供たちがいるところには、私の光が霊的なマナのように降り注ぐようにしたい。 

46 その日のために、地上に住むすべての者と、あの世に住む大いなる霊の群れが宴を催すように、私は祝宴を用意す
る。 

47 七つの封印の書の光に照らされながら、私はあなたを受け取る。イライジャはその間に、私の顕現のために人間の
心を準備した。それ以来、私の作品にどんどん新しい発見がありましたね。ある者は私の教えを正しく解釈し、ある者はそ
の意味を捻じ曲げ、人々 が共同体や集会所に分岐する時が来ると、それぞれが先達の指導に従ったやり方で仕事をした。 

48 最初に私の言葉を聞いたとき、私の聞き手の数は少なかった。その中には、男性も女性も、大人も子供もいた。そ
の小さな集まりが大きくなって民となり、世界に隠れて散らばっている霊的な「イスラエル」であることを明らかにしたの
です。 

時は流れ、群衆は増えていった。そして、彼らの心がバラバラに生きていること、彼らの間に統一も調和もないことを
知ったので、彼らを会議に呼び出したのです。 

49 私の言葉は輝かしく啓示され、私の心は箱舟のように開かれ、そこから律法と約束が流れ出したのです。その前で
人々 は首をかしげ、右手を上げて父に従うことを誓い、団結することを誓った。あの日の私の言葉は、あの民の約束が神の
霊による新しい契約として理解されたように、民の霊に書き残されたままであったから、消えないものであったのだ。 

50 それ以来、あなた方は、心の中に一つの光と一つの礼拝の形があるようにと、団結のために苦闘してきたのです。
しかし、すべての人がこの契約を尊重し、統一と精神化の理想を自分のものにしたわけではなく、このことがこの民族に旋
風とハリケーンをもたらし、時には彼らを弱体化させたのである。今日、私は、この教えの純粋さ、誠実さ、単純さを守ろ
うと戦う人がいる一方で、精神性の欠如のために、この誠実さを理解せず、そのために外国の儀式や異なる宗教の影響を受
けて、この教えを汚している人を見ています。 

51 私はこの時代の弟子たちに、モーセが教えたことのエッセンス──イエスが人類に発したこと、そして私の霊があ
なたたちに明かすことのエッセンスを内容とする教えをもたらすのだ。 

しかし、わたしは、あなたがたの中に、わたしの真理を隠して、自分たちの社会の前で領主や王として高慢になる者がいる
ことを見た。できることなら、頭には冠をかぶり、肩にはマントをかけ、右手には杖を持ちたいものだ。しかし、その代わ
りに兄弟姉妹を貶め、貢ぎ物やお世辞、賞賛を受けることを楽しむのです。 

52 私の集会所には、連日、人が集まってくる。新しい群衆と最後の弟子たちがこの人々 を増殖させる。私の子供たち
が私の作品の良さと純粋さを示そうと努力している会衆に来ると、彼らは光に満たされ、私をほめたたえるのです。しかし
、虚栄と情熱の巣窟に来ると、混乱に陥り、このように混乱したまま、自分の道を歩み続けるのである。群衆に先行する「
労働者」たちの無秩序な前進も、どうして止められるのだろう。それが宗派や新宗教ではなく、永遠の法則、教義となった
聖霊の光であり、人を魂の完成に導くものであることを、どうして世間に証明できたのでしょうか。 

53 もし、あなた方が最初から私の教義の本質とその目的を理解していたならば、これほど多くの混乱した者がこの道
にいることはなかったでしょう。あなた方は、自分の贈り物はこの世の満足のためだと考え、私の言葉の光が心に届いても
消すことを許した。その声の大きさが、少なくともあなた方の硬直した心を目覚めさせ、感動させるように、私の言葉を集
会所の最初から最後まで、喉が嗄れるまで伝えました。 

54 皆さんは、コミュニティが互いの意見や考え方の違いから、お互いを認めず、この不和を解消するために何もせず
にそのままにしてきたことを見てきました。時には、自分たちを奮い立たせ、地域社会の責任を問い、指導したいこともあ
るでしょう。しかし、何も知らないで何を指示できるのでしょうか？ 

55 私の教えを純粋に示すために苦しみ、もがいた人たちが、この言葉を聞く瞬間、涙を流すことを知っているのです
。彼らは私に赦しを求め、違反に耐える力を求め、私はすべての人に赦しと力と光を与えるのである。 

私は謙虚な者を祝福する。彼は、父の家から遠く離れて遺産を浪費し、手は空っぽ、体は疲れ果て、無残な姿になった
後、父の腕を慕って帰ってきた。彼は、彼を迎え入れ、再び彼と一緒になれた喜びから宴会を開いた。するとその息子は、
父親に対して謙虚になり、従順になり、愛するようになった。自分の犯した罪の痛みが、彼の心に光をもたらしたからだ。 

しかし、私がこのとき、放蕩息子のようにあなたを受け入れたと言ったあなたがたは、--

あなたがたの到着を祝宴とし、私の食卓に座らせ、恵みの贈り物を浴びせた後で、虚栄心に満ちて、私の家を簒奪すること
が正しいと思うのか」。 
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56 私の言葉はあなた方の心を動かすことができ、ある者はその中で自分の仕事を高める決意をし、またある者は改め
る決意をしました。そこで師は、「浄化の時が来た」と告げる。地域社会に戻って、私があなた方ひとりひとりに授けた才
能を開花させてください。もし、あなた方が私の神性によって定められた時間より前に私の言葉を奪われることを望まない
のであれば、多くの不完全なものや冒涜をやめることが私の望みです。 

57 私の言葉を学び、反省し、そして、自分の過ちを正し、不完全なものを正し、礼拝の形を清めるという確固たる意
志を持って出発してください。祈り、見守りましょう。まだ、悪い種を取り除き、良い種を蒔き、その実を刈り取る時間が
あります。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 234 
1 あなたは、私と共にいるために、短い間ですが、この世を離れました。あなたは試練に次ぐ試練を乗り越え、魂の

光を得て生きてきたのです。私の愛は、困難な時間にもあなたとともにあり、私の慰めと励ましの言葉を思い出させてくれ
たからです。 

2 スピリチュアリストの教えは、この時代に人類が光と安らぎを見出すための新しい契約の箱なのです。 

3 このような集会場では大勢を収容できないと分かったら、私はあなた方を谷間の草原、野原、山に呼び寄せ、そこ
であなた方の間にわが霊を現わすだろう。 

4 一般的に言って、人類はこの時、私の言葉を聞いていない。彼らの精神的な惰性は深く、それ故に安らぎを見出す
ことができない。 

5 あなた方は聖霊を師と仰いできた。だからこそ、私はあなたに平和の責任を負ってもらうのです。 

6 この神の教えは、その真理のすべてを知るために、徹底的な学習が必要です。魂の救済への道を照らす星なのです
。 

7 第三の時代は、敵対心、罪、狂信の深淵にある世界を驚かせた。新時代の到来、新しい夜明けの出現を感じる準備
ができていなかったのだ。もうしばらくその鎖に耐えて、刷新と悔い改めによってそれを断ち切り、道徳的・霊的に上昇す
るまでの間である。 

8 私があなたのそばにいるのは、あなただけだと思わないでください。世界中には、人々 が魂の拠り所とする宗教団
体があります。そして、それぞれの人の中には、私がその人の中に自分を知ってもらうために行く場所、すなわち霊がある
のです。 

9 私の愛は、平和の約束とともに、すべてのドアをノックします。権力のある人、地上の栄光にうつつを抜かした人
、知恵を得た人、そして偏狭な人、最も無名の人に至るまで、皆、主の訪れがあるのです。 

10 私は、この時代に、地上にその美しい歌声を響かせる民を起こすために来たのだ。一握りの麦を託して、その耕作
者となるようにしたのです。その前に、わたしの食卓に座らせて、ぶどうの木の汁を飲ませ、身を強くして、その迷いに耐
えるようにした。私の賢明な助言により、偽りの道を認識するよう教え、それらから自らを切り離すようにした。私はそれ
に真の聖域を示し、そこに入り、いたるところで私の存在を感じることができるようにしたのだ。この時、足や手に鎖の重
さを感じさせたくなかったので、解放しました。 

しかし、私がそれに大きな能力と任務を与えたとしても、それは、それが妄信し、うぬぼれ、自分を王や神や裁判官だ
と思うようになるためではない。私はただ、その精神が謙虚さを身にまとい、仲間の役に立つこと、人類に奉仕することに
人生を捧げるように、それだけのものを与えているのだ。 

11 私の神性に近づくときは、その蒔いた実を私に捧げるだけで、その罪の許しを私に求めないようにしたいのです。
私が準備している霊能者の方々 ですね。今日、あなた方は私の教えを受けているにもかかわらず、まだ間違いを犯していま
す。なぜなら、あなた方は、上方へ進化する方法を知らなかったので、地球上を引きずっているこの悲しい人類の一員だか
らです。 

12 私はあなたがたの前に羊飼い、エリヤを置き、あなたがたを救いのハードルへと導くが、その輪を飛び越えるつも
りはないだろう。 

13 私の仕事は、部分的にあなた方にかかっており、責任、放棄、犠牲の十字架のようにあなた方に重くのしかかるで
しょう。しかし、あなたには、すべてのステップで、すべての転倒で、すべての慈悲であなたを回復させる愛に満ちたサポ
ートがあるのです。 

14 今まで、あなたの歩みは、不器用で、不安定で、ぎこちなく、その不完全さのために、あなたは苦汁をなめ、涙を
流してきたのです。その理由は、あなた方がまだ小さな子供だからです。今後、私が地方に続く道にあなた方を送り出すと
き、あなた方は道中、安全に、信念を持って歩んでいくことでしょう。 

15 この日、私はあなたがたに言う。平和と団結と善意を持って私に従うことを、心と魂で決意してください。このよ
うにして、あなたがたは、永遠の神が1950年に定めたことを期待するのである。 

16 この瞬間、私はあなたの罪を許し、あなたがこの重荷を負わずに自分の道を歩むことができることを実感してくだ
さい。しかし、あなたの魂にもう一度、罪の重荷を負わせないでください。 

17 見よ、わたしが赦しの言葉を与えるとき、それは暗闇の中の光となるのだ。 

18 弟子たち：皆さんは同じようにここに来ていますが、運命は異なり、課題も異なります。 

魂は地上に来る前に、あらかじめ人生の道筋を見ており、その知識は、転生後、経験と直感的な知識に変化し、断崖絶
壁や転落から自分を救っているのです。 

これらの教えの中で、私は私の知恵を注ぎます。あなた方は、私が人類に遣わす主人たちの道を用意する私の弟子だか
らだ。この準備の道には、危険や誘惑がつきものです。下草の中にオオカミを発見するように、見張っていてください。そ
のとき、あなたは敵が耐えられない愛の剣をつかみ、アザミといばらの覆われた野原は花の咲く谷に変わるでしょう。 
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19 この光の言葉を聞いたからには、明日から偽りの道に陥るのはいけないことです。 

20 愛を実践し、愛の娘である慈悲を示せば、救われるのです。私があなたに託したパンを隠してはならない。 

21 同胞の痛みに無関心であってはならない。それでは、私の教えに対する信仰を播くことはできない。それぞれの魂
の中に身を置けば、すべての人が光、つまり真理を求めていることに気づくでしょう。肉」は、魂の葛藤を明らかにするこ
とはほとんどないでしょう。 

22 覚悟を決めてください。この教訓を学ぶと、困窮者は慈悲と優しさを求めて叫ぶようになるからです。 

23 弟子たちよ、貴重なこの時間を使いなさい。あなた方はこれから、人の心である主の畑で働く労働者になるのです
。あなた方は、地方や家々 に精力的に出かけていくのです。 

24 仲間の心がすでにあなたを受け入れる準備をしていたことを知ったとき、あなたは本当に驚き、喜びを感じること
でしょう。 

25 霊的なものから降りてきた光の精霊は、人の行く手を見守り、働きかける--大事な人も目立たない人も。 

26 今、地上に住む者にも、もはや地上に住まない者にも、1866年にこの形で初めて聞かれた私の声を聞くことがで
きる、恵みの時である。 

27 私の話を聞いた最初の人は、私の仕事を木のように扱い、最初の枝を切り取って別の場所に移植しました。私の教
えをうまく解釈する人もいれば、道を踏み外す人もいました。 

28 貧相な会議室の影に集うのは、小さなグループだった。しかし、彼らが増え、群衆が増えるにつれて、私は、全員
が一人の師の弟子であることを認識し、同じように教えを実践するように、彼らを団結させるように呼びかけた。そうすれ
ば、種は「労働者」*の裁量によってではなく、神の意志に従って蒔かれることになる。 

*
 
 イエスの「ぶどう園の労働者」の譬えへの言及。 

29 新約の霊の箱の前で、大勢の人々 が降伏と服従と善意を誓いました。しかし、ハリケーンやつむじ風が力強く吹き
荒れて木の枝を打ちつけたとき、ある者は弱り、ある者は不動のまま、新しい「働き手」に「畑」を耕すことを教えました
。この啓示の偉大さを理解したある者は、私の意志よりもさらに私の神秘に入り込み、他の者よりも優れた知識と力を得よ
うとしたが、すぐに私の正義に直面することになった。 

30 また、この仕事の偉大さをその純粋さ、単純さの中に見出すことができない人々 は、宗派や教会の儀式、象徴、儀
式を採用し、それらが私の示現に厳粛さを与えるだろうと考えた。 

31 あなたがたを「強い民」と呼んだのは、人間の手によるものではない真の知恵の書である私の神言を糧としてきた
からである。すべての言葉がその中の1ページであり、すべてのページには意味がある。私の通信を記憶することに満足し
ないで、それを理解しなさい。そうすれば、この本はあなた方の心の中に保存されるでしょう。 

32 私は、もうあなた方と話すことはないでしょうが、あなた方の先達が修正することを知らなかったことを、すべて
修正します。私の教えを理解しない新参者や、種まきの方法を知らない労働者を、弟子たちの中に入れたくないからです。 

33 私が教える教義は新しいものではありません。私の来訪によって、地上に新しい宗教が生まれたなどと言ってはな
らない。この時代におけるわが顕現は、太古の昔からあなたがたのために示してきた道と同じ道を示し、わが言葉は、あな
たがたの前に受けた律法と教義の秘密を説明し、明らかにするものである。 

34 あなた方が外国人と呼ぶ人たちは、一時的にあなた方の仲間を増やし、私の神性の弟子となるために、あなた方の
中に入ってきたのです。みんな本当の兄弟だと思ってください。悪い見本を見せず、密かに指名を受けず、軽率に責任を負
わず、自分のものでないものを引き受けず、そうすれば、あなたが育てるべき植物が不毛になるのを見るでしょう。これは
、あなた方の心に大きな痛みをもたらすでしょう。 

35 覚悟を決めてください。ある者はあなたが隠していると思うことの責任を問うために、またある者は多くの秘密を
説明するために、そしてまたある者はあなたの心に避難し慰めを求めるために、異なる宗教共同体のあなたの兄弟姉妹があ
なたのドアをノックすると、私はすでにあなたに告げた。困っている人を庇い、質問する人に満足のいく答えができるよう
に、自分自身を準備しなさい。 

36 高いものも低いものも、学んだものも学ばないものも、自分の道を見つけることができます。しかし、私の作品に
不正が蔓延したり、混入したり、冒涜することを許してはならない。 

37 私の教えは、その愛と優しさと正義によって人々 を納得させ、人々 を変革し、再生と平和をもたらすものでなけれ
ばなりません。王たち」はその「王座」から謙虚に降りてくるのです。恫喝的な戦争は、許しと和合に道を譲るだろう。悪
しき情熱は抑制され、本能を満たすために殺し合う獣に匹敵する血への渇望は、人間らしさの感情へと変わるだろう。 

38 ここにいる人々 は、地球の良い精神、平和と祝福の精神となるのです。 

39 愛する弟子たちよ、私の教えはあなた方とともにあり、それはまだ物質的な書物で構成されてはいない。 

40 その時、私はあなたを驚かせ、単純で分かりやすい器官を通して私の言葉を聞かせたのです。しかし、私が単純な
人や無知な人を使って、私の力で学識ある人を驚かせたのは、これが初めてではありません。 
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41 私の話を聞くあなた方は、このような理由で、あなた方が皆同じレベルであると言うことはできません。このよう
に活動的な魂は、鈍重な魂や、果実を楽しむあまりに利己主義に走る魂よりも早く発展するからです。 

42 私が求め、やがて私と直接、霊的に交わることができるように準備するのはあなたの魂であるにもかかわらず、人
類も生ける真の神に目を向け、像や似姿を忘れてしまうのです。しかし、あなたがたは、救いの光であるわが律法を欠かし
たことがないと、私は言う。昔、モーゼにインスピレーションを受けたからだ。 

その中に二つの戒めがあり、人がそれに従えば、私の教えのすべてを信じることになり、律法全体を成就し、完全への
一歩となるであろう。それは、心を尽くして神を愛し、自分のように隣人を愛することを語っているものです。 

43 私の法は人の間に行使されない。不公平があることがその証拠である。金持ちが貧乏人を辱め、強者が弱者を支配
し、人生を楽しむ者が苦しむ者を顧みない様子を見よ。だから、私はこの時代に正義を確立するために、貧しい人、弱い人
、苦しんでいる人に恵みを与え、彼らの心が喜びとなり、彼らの唇が、彼らを傷つけた人たちに対して愛と許しの言葉を発
するようにしたいと思ったのです。こうして私は、天の国の宝を手に入れる道を示しているのです。 

44 やがて、私はあなた方を地方、村、都市、民族に遣わし、この人類が穢れを清め、救いを得ることができるよう、
慈悲を広めようと思うのです。それとも、この世界が永遠に贖罪の場であり続けることを望んでいるのでしょうか？この地
上での私の霊の平和を感じてほしい。私の懐で楽しむことのできる平和を予感してほしい。 

45 1866年にこのような形で話し始めてから、私がいかに粘り強く、たゆまぬ努力を続けてきたか、実感してくださ
い。私の言葉の霊感が終わり、私の霊が直接あなた方の間に現れる時、つまり天の地への顕現が始まった後、あなた方に準
備と団結を残しておきたいからです。しかし、「私の言葉」はその後、直感や霊的な顔、インスピレーションとして「雲」
から現れ続けるのである。 

46 この時代の神学者たちは、わが言葉と新しい聖典を調べ、"このように語ったあなた方は誰なのか 

"と問うだろう。昔の律法学者やパリサイ人が反抗して私に言ったように、"モーセの律法に背き、代用するのは誰だ？"と
。そして、三種の神器が、私が常に教え守ってきた唯一の法であることを理解させるのです。 

47 この時代に私を非難する者の多くは、「第二の時代」に疑いを持った者たちに属している。しかし、私は彼らを保
存し、わが法の勝利を目撃し、彼らの目を光に開かせるために、再び地上に送ったのである。 

48 弟子たちよ、あなたたちは本当に私の言葉の乳と蜜を飲んだのだ。主人との対話のために心を整えなさい。イライ
ジャはあなたを私のもとに導き、あなたの魂が平和の領域へと上昇するよう誘う。このものは、あなたが私の右にいて、私
の言葉を喜ぶことができるように、地上の不品行を忘れさせてくれる。 

49 私はあなた方を異なる州や国から呼び寄せ、一つの民にまとめようとしたのだ。私はこの謙虚な家庭であなた方を
団結させ、私の教えをあなた方の耳に届けます。あなたは私の存在を感じ、私の歩みを追った。あなた方は、1950年以降
に初めて多くの人が知ることになるこの仕事の忠実な証人となるのだから。しかし、私の戒めに従う者は幸いである。なぜ
なら、その者はすべての時に備えることができるからである。 

50 私が第三の時代に来た理由と、私の宣言の理由を、私の言葉の本質で知らせ、あなた方が決して誤ることがないよ
うにします。わたしの去った後、偽預言者が現れるが、あなたがたは彼らに耳を傾けてはならない、と言っているのだ。こ
の後、今日私が話すような形で私を求めてはならない。私が警告した後、あなたは私の目に重大な違反を犯すことになるか
らだ。 

51 そして、ただ霊的に私を求め、あなたの信仰とあなたの行動の進歩を私に提示し、結合に向けて努力することです
。あなたがたの集まりに新しい弟子たちが集まってくる。この民はこの国と他の国に増えていくからだ。 

52 私が示す道は、愛と放棄と犠牲の道である。私に届くためには、あなたにとって最も大切なものを犠牲にしなけれ
ばならないことが多いでしょう。この世の満足に縛られているあなたの心は、わが教義を研究し、理解するために、それら
から離れなければならないのです。 

53 第二の時代には、わが言葉は多くの人々 に聞かれた。その中から十二人を選び、私の弟子とした。彼らは、私の言
葉によって指示されたのです。私の愛は、ノミのように彼らの心をいろいろと鍛えた。彼らは私の近くに住み、それらの神
の顕現の偉大さを感じ、私の模範的な行為に愛と救済の運命を読み取ったのです。彼らはわが大義のために苦しみ、私があ
なたから去ったとき、彼らは私の使徒となった。 

彼らはすべてを捨てて、私の後を追ったのです。誹謗中傷や虚偽の証言で退却させられることはなかった。彼らの中に
は愛と献身だけが生きていた。私が彼らの魂に蒔いたものは実を結び、私の出発の前も後も、彼らはその実を私に味見させ
、私はそれが甘美に満ちていることを知り、彼らに言ったのです。これからは、私にも耳を傾けなさい。後に、あなたがた
の口を通して、まだあなたがたに知られていない大いなる啓示を知らせるであろう。"御言葉は無尽蔵に、インスピレーシ
ョンは実り豊かに、あなたの発信によって様々 な形で注がれることでしょう。あなた方は人類への贈り物となるのだ──私
がわが真理の証しとして彼らに与える贈り物だ。 

54 私の弟子たちは、すべての行いにおいて私を手本とし、私が自分たちにしたことを人類にすることを約束しました
。彼らは仕事をやり遂げ、その模範は永遠に続く。 
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55 同様に、同じ愛を持って、私は第三の時代のあなた方を準備し、あなた方に問う。もし、私の意志であれば、あな
た方の魂を完成させるために私が送る試練を受け入れる用意があるか？「あなたたちは心の底から私に『はい』と言いなさ
い。"あなたを愛し、あなたに仕えたい。しかし、あなたのすべての援助を期待しています。" 

私の励ましは、決してあなたから離れない。私の光は常にあなたの義務を示し、あなたの仕事は常に私の法律の範囲内
にあるように、私はあなたを導きます。 

56 皆さんは昇天して、すでに「霊的生活」を感じ取っているのです。そして、私にこう言うのです。「先生、私たち
があなたに差し出した種を調べて、私たちが義務を果たしたのか、それとも違反したのかを教えてください」。しかし、私
はあなたがたに言う。あなたの愛と善意は受け取っています。安心してください。あなたには試練に打ち勝つ大きな力があ
り、あらゆる悪に対抗する解毒剤もあります。あなたがどれだけ強いかわかるように、あなたの才能をすべて使ってくださ
い。私はあなたの能力を育て、成長させ、そして活用する。あなた方は人類のために大きな実を結ばなければならない。そ
うすれば、あなた方自身がわが恩寵と恩恵の賜物に満ちているのを見ることができるだろう。 

57 覚悟を決めたら、苦しむ人を無関心に見てはいけない、貧しい人を軽蔑してはいけない。慈悲を実践し、私の光が
彼らの人生を照らし、私があなたの中に置いた愛が彼らに届き、彼らに温もりと励ましと希望を与えるようにしなさい。 

58 より大きな声で、無私の愛で霊的に愛しましょう。私があなたを愛するように、私を愛してください。仲間を愛し
なさい、私は彼らの一人ひとりの中にいるのだから。 

59 最も謙遜な者の中で謙遜になりなさい。私があなたのしもべであるように、すべての者のしもべとなりなさい。私
はしばしばあなたの指示を受け、あなたに教えを請うために従いました。仕える者は、自分を卑下することなく、自分を尊
ぶ。しかし、サービスの対価を要求してはいけません。あなたの作品を評価できる人は、この世にいないのです。私は、あ
なたがたの功績に応じた正義をもって、あなたがたに与える。 

60 あなたがたのことはすべてわれに任せよ。われが好意を持ってこれを裁く。もし、あなた方が善を行おうとしたこ
と、あなた方の救いのために私が与えた原則を守ろうとしたこと、私に耳を傾け従う術を知っていることを私が見たならば
、私はあなた方の行いを受け入れ、それによってあなた方自身のみならず、あなた方が友愛の絆で結ばれ、家族を形成して
いる霊的主体にまで救いをもたらすことになるのだ。あなたの良い手本は、あなたの住む世界だけでなく、他の生命の次元
でも共鳴し、時間の経過とともに増殖する種のようなものでしょう。そして、あなた方は私と共にその実を刈り取り、そこ
から永遠に自らを養うのだ。 

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 235 
1 私は新しい日のようにあなたのもとにやってきて、私の光であなたの無理解と疑いを愛情をもって取り除いたので

す。 

2 私の用意した宴会に来なさい。そうすれば、力と恵みで満たされる良い食べ物をあなたの口に入れることができる
だろう。 

3 私は、あなた方が波乱の海から平和と救いを享受し、兄弟愛と愛の道を今一度示すよう誘います。 

4 あなたの魂は危険にさらされ、脅かされているのです。しかし、私の光はあなたを目覚めさせ、あなたの祈りはあ
なたを勝利に導く。あなたは、この世界が悪と利己的な行為で満たされているのを見ています。男も女も体を傷つけ、あざ
みといばらを道にまき散らす。迷子になった子どもたちを見ると、悲しい気持ちになりますよね。ここでこそ、光と安らぎ
と平和のメッセンジャーが必要とされているのです。 

5 嵐が人類を襲う間、私はあなた方の精神の前で生命の書の一葉一葉を調べ、あなた方を平和の兵士とする。 

6 私の霊は、人間の知性を通してあなたに語りかける。私を見ずに信じた者は幸いである。私の秘密の宝庫から多く
の教えを知るようになるのだから。 

7 弟子たちよ、近い将来のことを考えよ、それはこの私の宣言の形が終わることである。一九五〇年が近づいている
。それ以後は、もう私の言葉を聞くことはないだろう。もしあなたがたが見ていなければ、誘惑があなたがたを襲い、偽り
のキリストが、今日はわが奉仕者であり、明日はその弱さのために、わが言葉が終わったことを否定する「働き手」を通し
て、自分自身を現すだろう。彼らは同胞の目に暗い包帯を巻き、大勢の人々 を苦痛と暗闇の道へと導き、魂に無知の鎖をか
け、彼らの前に放棄と苦悩の谷を切り開くだろう。そして、この混乱に陥った者たちは、誘惑に陥らないようにと、主人が
あなたたちに警告を発してくれたことを忘れて、私を冒涜し、私を非難するのである。 

8 聖霊がその知恵で山の頂からあなたを呼んで、あなたに休息を与え、肉体の弱さと世の中の罠に打ち勝つ方法を知
っていたあなたの魂の到着を祝福する天の声を聞かせてくれることを認識しなさい。 

9 あなたの魂に、私が差し出したワインを飲ませ、私の愛で自らを養い続けさせなさい。病人は健康を取り戻し、盲
人はわが光を見る。その心は花のように開かれ、その香りは父なる神様に届くからです。 

10 愛する弟子たちよ、私の神霊の慈悲があなた方の肉体と精神を活気づけますように。 

11 私はあなた方を幼子のように迎え入れ、人間の理解力を通じて教えを説いているのです。 

12 私に近づき、私に耳を傾け、私の文の一つ一つを守り、それらを理解し、その意味を通して、あなたの苦しみ、苦
難、悲しみを忘れることができるようになるのです。短い時間でも過去を忘れ、今この瞬間を生きる。私は道であり、真理
であり、命である。 

13 この崇高な瞬間にあなたの純粋な思考を捧げなさい。あなたの心の奥底に到達したいのです。 

14 あなた方が私の御言葉を通して私の教えを理解し、生きることができるようになり、あなた方の魂の能力が発達す
れば、あなた方の心はこの神の源で満たされ、それによって困窮者の渇きを癒すことができるようになるのである。 

15 私の教えの目的は、人類の道徳的・精神的救済です。あなたの上昇志向の進化を助けるために、私のスピリットは
この光を放射しているのです。これが私のメッセージの意味です。 

16 本当に、人類の再生は女性から始めなければなりません。そうすれば、明日の男性である彼女の果実は、あなた方
を退化させた傷から解放されるでしょう。 

17 女を堕落させた者は、再び女を立ち直らせなければならないからだ。 

18 男たちよ、貞淑な女性の繊細で弱い面を探し求めて、網にかかった女性を墜落させたのは、しばしばあなたたちで
あったことを思い出してください。しかし、以前は透明であった鏡も、今は曇っていますが、あなたはそれらの鏡に再び魂
の純粋さと美しさを映し出させるのです。 

19 なぜ、今日、あなたは、あなたがかつて堕落した生活に誘惑したまさにその人を軽蔑するのですか？なぜ、女性の
退化に文句を言うのか？もしあなたが彼らを私の律法、すなわち心と精神の律法、尊敬と慈愛の律法の道に導き、彼らを高
める愛で愛し、劣化させる情熱で愛さなかったなら、あなたには泣く理由も文句もなく、彼らは倒れなかったはずだと理解
しなさい。 

20 男は女に美徳と美を求め、期待する。しかし、なぜあなたは自分にふさわしくないものを要求するのですか？あな
たはまだ、自分には大きなメリットがあると思っているようですが、ほとんどありません。あなたの作品、言葉、思考で、
あなたが破壊したものを再建し、名誉、道徳、美徳にその価値を与えてください。 

21 このように努力するならば、あなた方はイエスの救いの業を助けることになり、良い妻、立派な母親によって名誉
ある家庭を見るとき、あなた方の心は喜びで満たされるでしょう。美徳を失った人々 に美徳が戻るのを見るとき、あなたの
喜びは大きいでしょう。 

22 救いはすべての人のためにある。なぜ、最大の罪人であっても救われないのでしょうか。ですから、あなた方に言
います。あなた方が破滅に追いやった人々 を救うために、私と共に働き、私の教えの光で新しい希望を彼らに植え付けなさ
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いということです。私の愛に満ちた思いが、彼らの心と体に届くように。牢獄や病院、泥沼のような場所にも、私のメッセ
ージを届けてください。そこで彼らは、誘惑の多い世の中に引きずり込まれたときに、自分が十分に強くなかったという後
悔と苦痛で泣くことになるからだ。 

23 どんな女性もかつては子供だった、どんな女性もかつては処女だった、だから共感して彼女の心に届くのです。 

24 私は、この美徳を汚さない者たちを活用し、この仕事を託すつもりだ。私があなたがたに「あなたがたはその働き
によって知られる」と言ったことを思い出してください。 

25 魂が地上の顕在意識を通して話すことを許可する。 

26 しかし、私がその存在に置いた愛のインセンティブを尊重しようとしなかった人たちに、私は言います：あなたが
感じているのは愛ではないのに、なぜあなたは愛していると言うのですか？なぜ、他人を陥れる原因を作っておきながら、
自分は何も止めないのか？考えてみてください。もし、あなたが落葉した花にしたことが、あなたの母や妹、あるいは愛す
る、それゆえに尊敬する妻にされたとしたら、あなたの心はどうなるでしょうか？愛情を注いで育ててくれた人の親に与え
た傷を考えたことがあるのか？ 

27 蒔いていないものを刈り取ることができるかどうか、良心の光に照らされながら、自分の心に問うてみてください
。 

28 隣人を傷つけ続けるなら、将来の人生に何を準備するのか？犠牲者は何人になるのか？あなたの最後はどうなるの
でしょうか？あなたがたに言うが、あなたがたの情欲の渦の中で、多くの犠牲者を出した。ある者はあなたがたの現在のも
のであり、ある者はあなたがたの過去のものである。 

29 不倫や嘘の巣窟だった心と口が、真実と貞節な愛の巣窟になることを望む。 

30 御言葉と模範によって隣人の道を照らし、堕落した女性の救い主となるように。ああ、もしあなた方ひとりひとり
が、少なくともひとつでも救ってくれるならあの女の悪口を言ってはいけない。人を傷つける言葉は、それを聞いたすべて
の人を傷つけるからだ」 

「その瞬間から、彼らも悪い審判になるのだ。他人の行動や秘密を尊重し、あなたが判断することではありません。私は、
純粋さを誇示しながらも罪を犯す偽善者よりも、罪に堕ちた者を私が再び蘇らせる者を好むのだ。私は偽りの美徳の見せか
けよりも、大罪人であっても誠実な人を好みます。もし、自分を飾るなら、誠の祭服にしなさい。 

31 もし、あなたが高い感情を持つ貞淑な女性を見つけ、彼女を愛していながら、彼女のところに来るのはふさわしく
ないと感じ、そこで彼女を辱め、軽蔑し、自分の罪を苦しみ、認めた上で、慰めを求めて彼女に頼るとしたら、あなたは彼
女の扉を叩いても無駄でしょう。 

32 もし、それぞれの男性の人生の一部を担ってきたすべての女性が、男性から愛と尊敬と理解の言葉と気持ちを受け
取っていたなら、あなた方の世界は今のような罪の絶頂にはなかったことでしょう。 

33 あなたの配偶者を悪く扱わないでください、慈悲深くあってください、彼女はあなた方の一部なのです。私はあな
た方に、"互いに愛し合いなさい 

"と言ったのです。まずは自分の家族から。そうすれば、他の人たちを愛し、理解することができるようになるからです。 

34 愛と平和の主は、誠意と正義に満ちた言葉であなたを揺り動かしました。もし私がいつもやさしく語りかけていた
ら、私の仕事は終わらないでしょう。私は、あるときは撫でる春の風、あるときは鞭打つ秋の嵐です。その理由は、時に偉
大さを感じすぎるからです。愛され、賞賛されていると感じていても、実際は見栄っ張りで、自分勝手で、冷酷なのです。
あなたは自分の不幸を知らない、それは私だけがあなたの未熟さを認識するために明らかにしたのだ。 

35 考え始め、働き始め、生き始め、人類は善行の手本となる救いの道を示す新しい男女を必要としています。 

36 人、人、ぶつかり合うあなたたち！？私は、あなたが自分の悪事を否定し、自分が偉いと思っていることを自慢し
、恥ずべき汚れを隠しているのを発見しました。しかし、私は、見かけの偉大さで自分を賞賛に値すると考える人は、魂が
貧しい人であると言います。また、徳がないために他人の欠点を冒涜し、他人の罪を裁く者には、偽善者であり、正義と真
実から大きくかけ離れていると言わざるを得ません。 

37 肉体の命を奪う殺人者だけでなく、誹謗中傷によって心を引き裂く者もいるのです。心の感情、信仰、理想を殺す
者は、魂の殺人者である。そして、そのうちの何人が、牢屋もなく、鎖もなく、自由に暮らしていることでしょう。 

38 私がこのように話すことに驚かないでください。私は、あなた方の中に、自分の義務を無視して、愛する人の痛み
や見捨てられたことを気にせずに、義務の外で新しい約束をしてしまったために、破壊された家庭を見るからです。あなた
の周りを見てください、どれだけの家庭が崩壊し、どれだけの女性が悪徳商法に手を染め、どれだけの子供が父親のいない
状態になっているか。その心の中に、どうして優しさや愛が存在するのだろう。その人たちの幸せを殺し、神聖なものを破
壊した者は犯罪者だと思わないか？ 

39 あなた方は悪に慣れきってしまい、それらの新しい死の武器を発明した人たちを、何百万人もの命を一瞬で破壊す
ることができるという理由で、偉大だとさえ呼ぶようになった。しかも学者とまで言うのか。その理由はどこにあるのでし
ょうか？人は精神によってのみ偉大になることができ、真理の道を歩む者だけが学ぶことができるのです。 
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40 温情主義者と大天才を混同してはならない。外見上は持ち合わせない威厳を示しても、その魂には悪意しか持たな
い者たちに賞賛を与えないように。ちょっとでも理性と良心の声を聞けば、台座から叩き落されるでしょう。しかし、堕落
者は自分をありのままに認識しようとはせず、自分の中に抱えている惨めな人間を一瞬でも見ると、他のことに思考を向け
ようとするのである。自分の欠点を認識し評価することは、本人にとって不愉快なことである。 

41 ああ、地球の人々 よ、いつになったらあなた方は、事あるごとに立ち上がり、あなた方の価値のない行いを非難す
る、良心の内なる声のメッセージに耳を傾けるのだろう。 

42 それは、キリストの真実が語られるとき、人は自分の負い目を知って沈黙してしまうからだ」 

「あなたは私の話を動揺して聞いています。 

43 今日、私はあなたが自分の道につまずいた女性を救うよう奮い立たせた。そして、あなたが救った女性を私に差し
出すとき、私はその女性に花と祝福と非常に大きな平安を与え、彼女が再び倒れないようにするのである。 

44 そうしてこの仕事を全うすれば、世間から傷つけられた存在たちは、イエスの愛が心に入り込むのを感じるだろう
。 

45 私の父よ、私の罪を見ないで、私の痛みだけを見てください」と、彼らが祈りの中で私に言うとき、私はそれを聞
くでしょう。私の堕落を裁くな、私の悲しみだけを見よ」。その時、私の慰めがその苦悩する心に降り注ぎ、涙で身を清め
ることでしょう。罪人の祈りは、自分を正しいと思い、純粋だと思う高慢な人の祈りよりも、もっと切実に感じられること
を知りさえすれば。 

46 私の言葉を聞く大勢の人々 の中には、私があなたがたに話した女性たちもいる。私のマントは、あなたがたの視線
と裁きから彼らを守り、私はまた、彼らを聖霊の大宴会の席に座らせたからだ。 

47 私が彼らをこの愛と赦しの宴に呼んだのは、彼らが私の前で、探しても感じなかった、そして人の間で見つけられ
なかった愛を感じることができるようにするためである。 

48 その悩める心に、わが優しさが流れ落ち、語りかけ、彼らはわが身を感じ、わが身を信じるようになる。 

49 そうすれば、汚れる仕事と贖う仕事の本質が見えてくるはずです。あなた方は真の愛がもたらす奇跡を体験し、そ
の結果、あなた方自身が破壊したものを主が回復するのを助けることになるのです。あなたが汚したものは、私が清める。
そして、その落ちた花は、再びその徳と香りで宇宙の祭壇を飾るのです。 

50 見よ、わたしは罪人を、同じく罪人である者の口を通して、どのように赦すのだろう。 

51 でも、自分は社会的に高い階級に属していて、罪を犯した人に近づくことを恥ずかしく思っている女性たちは、こ
のことで気分を害するとしたら、それは霊的にみんな平等だということを理解していないからです。あなた方の多くは肉体
的には罪を犯していないが、考えで罪を犯している。また、あなた方のうち何人が自分の誤った行いを隠すことができたか
。では、もしあなたが罪を犯したのなら──なぜ憤慨しているのですか？少女はもちろん、妻や母も、今日私が鼓舞した崇
高な理想のために奮闘しなければならないのだと、私は告げます。 

52 これは、マスターが言葉と一緒にあなたに与える指示であり、あなたに強さと愛を与えるものです。あなたの心が
、山上の垂訓で私が話した平和と精神的な至福を得ることができるように、働き、愛しなさい。 

53 私はあなたのもとに降りてくるのではなく、あなたは私の声を聞くために「雲」の上に立ち上がるのです。 

54 第三の時代には、御言葉は人間にならずに、霊的な形であなたのもとにやってきました。あなた方が住むこの地は
、今日、わが約束とわが勧告の実現を受けるべく運命づけられているのだ。わたしはここで、わが遺言の第三を書き、あな
たがたを集めて、わたしを待つようにしたのだ。あなた方は、過去の時代の人たちと同じだからです。 

あの時、あなたたちが私を待ち望み、待ち望むことが苦痛であったように、戻るという私の約束の光にのみ励まされた
ように、最初の時、あなたたちは束縛の鎖がガタガタと音を立て、先祖に与えられた私の約束という希望に支えられながら
、ホームレスの苦しみを耐え抜いてきたのだ。私はあなた方の信仰を試し、あなた方は忍耐の功徳を積み、ついに褒美とし
て約束の地を手に入れた。 

55 あなたは新しい人生を発見したのです。民衆はかつての奴隷の生活を忘れてしまった。偽りの神々 は彼らから遠ざ
かった。抑圧と束縛が終わり、イスラエルの子どもたちは皆、目を開いて、太陽は自分のもの、子どもたちは自分のもの、
畑は自分のもの、パンはおいしく、実りは豊かであることを知ったのです。 

私の法律の範囲内で生活している限り、あなたは大きな進歩を遂げました。しかし、あなたの栄華の知らせは他の帝国
に届き、彼らの所有欲を刺激し、民の部族の間に不和が生じると、他の民族はあなたを再び帝国や王国の下僕や貢ぎ物とす
るために、あなたの上に降り立ちました。 

56 私の正義はその地をあなたから奪い取ったが、同時にあなたの魂を浄化して、あなたが持っていたような、処女の
胎が乳と蜜を与え、祝福に満ちたあの地の隅を探しに送り出すために救ったのである。 

57 その人のために、私はあなたを求めてやってきたのです。ここで再び、わが現存があなた方の間にいて、あなた方
が再び世俗や低俗な情熱の奴隷にならないように、あなた方を啓発し励ましている。あなたが断ち切った鎖が、もう一度あ
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なたを強制してはなりません。たとえあなたが人間生活を圧迫されていると感じたとしても、あなたの魂は鎖から解放され
、あなたが立ち上がって私の真理を見ることができるようになるでしょう。 

58 すべての苦しみや不幸は、あなたを浄化する坩堝、あるいはあなたの魂の上昇と浄化の道を強くするための鉄床と
して受け止めてください。 

59 私はあなたが苦しんでいることを知っています。私はあなたの日々 の糧を味わって、それを苦いと感じるからです
。私はあなたの家に入り、そこに安らぎを感じません。夜の陣の片隅であなたを探し、泣いているあなたを見つける。そし
て、私の存在を感じさせ、痛みの重みで倒れないように私の力を与えるのです。あなたは恐怖と世界中の痛みと共に生きて
いるが、あなたの唇からは決して冒涜は生まれない。 

60 試練の日々 が終われば、無事に乗り越えたことに驚くだろうし、私がいつもあなたとともにいたことに気づくはず
だ。 

61 私は、このタイミングであなたを召喚し、あなたの使命を果たすための新たな機会を提供します。私はすべての人
を平等に愛しているからだ。 

62 スピリチュアル・ベイルでの戦いが終わったとき、あなたの魂は完全に安らぎを得るでしょう。今、あなた方はこ
の大義のために戦う兵士であり、眠ってはならない。 

63 この霊能者の人々 の生活は不明です。世間はあなたの存在を知らず、権力者はあなたのことを気にも留めません。
しかし、霊能者とキリスト教、霊能者とユダヤ人の闘争は近づいている。この戦いは、私の教えが人類全体に有効であるた
めに必要なのだ。そして、旧約聖書は第二、第三の聖書と一つの本質に統合されるのです。 

64 多くの人にとって、これは不可能に思えるかもしれませんが、私にとっては最も自然で、最も正しく、最も完璧な
ことなのです。 

65 私が人間としてあなたがたの間に住んでいたとき、モーセの教会は、王子、祭司、律法学者によって設立され、代
表されていた。彼らは予言を持っており、メシアの到来を知っていたが、私の印を見るために目を開かず、また私の存在を
感じるために心を開かなかった。しかし、彼らが私の言葉を聞いたとき、目を伏せたのは、彼らの霊が彼らが裁きの前に立
っていることを意識したからである。しかし、彼らは準備ができていなかったので、そのような形での私のプレゼンスを説
明することができず、私を疑ったので、人々 も疑うようになったのです。 

66 私を感じた人は少ないでしょう。私を見たとき、私が神の子であると告白した者は、なんと少なかったことだろう
。 

67 私の犠牲的な死の後、闘いが始まった。苦痛、中傷、死に至る投獄という方法で、私に従った人々 には大きな迫害
があった。彼らは自分の国を追われ、異国の地をさまよい、私の種を蒔き、それが肥沃な土地に落ち、発芽し、花を咲かせ
、実を結びました。 

68 キリストの教えを受けた弟子たちが力をつけると、モーセを通して律法を与えた神とキリストの口を通して語られ
た神とが同じであることを彼らに暴露し、「最初の者」との結合を図った。 

69 その争いは激しく、血で封じ込められた。しかし、その最後には、『第一の黙示録』と『第二の黙示録』が一つの
作品に統合され、私の意志は成就されたのです。 

70 ですから、第三の時代の黙示録が旧約聖書と統合される前に、告げられた大きな霊的戦いを生き抜かなければなら
ないことを、私は告げます。 

71 第三紀にこれらの啓示を受けた運命の国で、三約の統一が達成されないことに驚いてはならない。また、第一聖書
と第二聖書の結合は、ユダヤで行われたわけでもない。私でさえ、故郷では預言者ではなかったことを思い出してください
。 

72 過去の奇跡を繰り返すことに躍起になってはいけない。私の教えの核心に触れ、私がいつでもあなたを贖うという
一つの目的を持って来たことを発見するように。 

73 もう一度言いますが、伝統のために律法を忘れてはいけません。私は多くの伝統を廃し、律法の成就を説いたので
す。しかし、私が人間としてあなた方と過ごした最後の時間に、パンとぶどう酒を祝福し、それらを（象徴的に！）私の体
と血に変え、それらを通してあなた方が私を思い出し、心の中に私を抱くようにしたとしたら、今日あなた方は、この第三
時代にはもはや象徴を必要としないことを理解しなければならない。なぜなら私は私の教えにおいて、霊的に私の体と私の
血をあなた方に提供するからである。 

74 今日、あなたの心は、同胞のためのパンとワインとなり、彼を愛し、啓発し、真理と愛に高めてほしいのです。 

75 私は聖職者として来たことはなく、あなた方と一緒に儀式を祝ったこともない。私はただ、あなた方にたとえ話で
教えを授ける師であっただけだ。 

76 今日、人類は徐々 に霊的な準備に入っています。地球の偉大な者たちは、自分たちの仕事を理解するにつれて、ゆ
っくりと曲がっていきます。しかし、まだこの世から痛みが消える時ではありません。人は、科学と自然の力を復讐の道具
として、再び私に刃向かったからだ。したがって、苦しみの杯はまだしばらくは飲まれることになる。 
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77 人類に準備が整えば、私の声はあらゆる精神に響き渡り、人々 は私以外の力、私以外の正義、私以外の知恵は存在
しないことに気づくだろう。 

78 この世界の歴史は長く、人類の道もまた長い--

衰退と崩壊の後にクライマックスに到達するための人民の闘いと共に。私の子供たちが流した血の中で、地球がどれほど赤
く染まったか、男、女、子供の涙がどれほど多かったか。どれだけの罪と罪過があるのだろう。しかし、それと同時に、私
はどれほど多くの愛の証を受け、どれほど多くの美徳を見たことでしょう。しかし、これだけ長い間生きてきて、まだ平和
と救済というゴールに到達していない。 

79 苦汁をなめた「最後の戦い」も「最後の旋風」も、まだ来ていないのだ。すべての力はまだ混乱に投げ込まれ、原
子は混沌の中で渦を巻くので、この後、無気力、疲労、悲しみ、嫌悪が生じ、死のように見えるだろう。しかし、この時、
感応した霊魂にトランペットの振動する響きが聞こえ、善意の人々 の間に生命と平和の王国が近づいたことを、あの世から
あなた方に告げるでしょう。その音で「死者は蘇り」悔恨の涙を流し、父は長旅で疲れ、大きな戦いで疲れた彼らを「放蕩
息子」として迎え入れ、愛の口づけで魂を封じるのだそうです。 

80 その「日」から、人は戦争を忌み嫌うようになる。憎しみや恨みを心から追い出し、罪を迫害し、償いと再建の人
生を始める。多くの人が、今まで見えなかった光に触発され、平和な世界をつくるために動き出すことでしょう。 

81 それは、恵みの時、平和の時代の始まりに過ぎないでしょう。 

82 石器時代はすでにはるか後方です。科学の時代も過ぎ去り、やがて人々 の間に精神の時代が花開く。 

83 生命の泉は、人々 が善の科学、正義、愛において強い世界を築くことができるように、偉大な秘密を明らかにして
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 
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インストラクション 236 
1 疲れた者、悩める者、喪に服す者、病める者、罪人を我に迎え入れよ。私はあなたを慰め、癒し、赦すからである

。熱烈なファンも、そうでない人も、私は大好きです。 

2 疲れた者にはこう言う。ここに来なさい。あなたが背負っている重い荷を降ろしてあげよう。そうすれば、代わり
に、私の愛によって示されたこの道で、あなたが背負うべき十字架を運ぶことができるだろう。 

3 癒しの希望を失った病人を、私は癒し、真の生命によみがえらせる。 

4 魂と肉体よ、今あなたを癒す。私の慈悲はすべての苦しみを癒すために降り注ぐからだ。 

5 私はいつもあなたを求め、試練の時にはっきりと自分を現してきた。孤独な砂漠で、人々 が飢えに脅かされていた
とき、私は愛のメッセージとしてマナを送ったことを思い出してください。民が渇いているとき、私は岩を開かせ、その中
から泉を湧き上がらせて、固い心に信仰を起こさせたのです。 

6 今、あなた方が私に示している愛と平和と真理への願いは、魂の飢えと渇きだと思いませんか？この時のわが言葉
は、第一時代の砂漠を思い起こさせるこの道で、あなた方の信仰に火をつけ、心を励ますために送ったマナであり、澄んだ
水だと思わないか。 

7 私の愛の証を直接体験しても、心が固まったままの人が多いので、迷走が長くなり、大変なのです。 

8 理解する。私の慈悲を受け取る方法を知らない者は、自分のやり方で慈悲を伝えることはできないだろう。しかし
、私があなた方を地上に送ったのは、私の恩恵を受けるためだけでなく、私の慈悲をあなた方の隣人にもたらすためである
。 

9 慈悲の実践のために、肉体の死によって驚かされる人々 は幸いである、あなた方はこの地上では見知らぬ者である
から、彼の魂はその家を見つけるだろう。 

10 もし、あなたが私の前に現れたとき、剣をボロボロにしたり、折ったりして差し出せば、あなたが勇敢に戦ったの
で、私はあなたを祝福するだろう。ある者は早く、ある者は遅く到着する。しかし、魂の往来は、最後の一人が自分の使命
を果たし、永遠の平和の家に到着するまで続くのである。 

11 現在、私はもうこの地上に戻ってこない人たちをテストしているところです。その間、世界には、男性、女性、老
人、子供たちが、完璧に一歩でも近づくために、自らを浄化し、召されたときに備えようとする姿があり続けるのです。 

12 私の慈悲を感じなさい ── 魂を高めて無限の私に耳を傾ける者よ。 

13 もう一度、私の宣言はあなたとともにある。 

14 私は世界に愛のメッセージを送ります。自らを見誤るこの人類を赦すためのメッセージを。私は、人々 が父の純粋
な愛で互いに愛し合うことを望んでいます。 

15 私に学ぶあなたがたを、私はこの愛の大使と呼ぶ。なぜなら、あなたがたはその道すがら、隣人たちの間に慈愛と
兄弟愛の跡を残すからである。 

16 すべての霊魂は、神性という純粋な思いから生まれた。ですから、霊魂は創造主の完全な作品なのです。 

17 物質的な作業が完了し、地球があなた方に避難所を提供した後、私は最初の魂を送り出し、人間に転生させました
。真珠が海の底に沈むように、魂が物質世界の落とし穴や深淵にしばらく沈んでいるとき、父なる神は、その子の誰に対し
ても慈悲を否定せず、魂が高みに到達するために必要な手段をその道に提供し、救いの手を差し伸べるのです。 

18 あなた方はすでに救われている。人類が奈落の底に沈んでいるこの時代に、私はあなた方の仲介で、この救いの希
望と信仰のメッセージを人々 に送ろう。 

19 あなたがたの言葉は、私の言葉のように、立派なノミのように、あなたがたの心を傷つけることができないであろ
う。愛撫してきました。ですから、長く聞けば聞くほど、ますます理解が深まり、スピリチュアルになっていくので、失わ
れた輝きを取り戻してくれるような気がするのです。 

20 この教えは、霊的なものを明らかにすることから霊性主義と呼ばれ、人間が創造主を知り、仕え、愛するようにな
るために示された道である。それは、人が自分の隣人の中にいる父を愛することを教える書物である。スピリチュアリズム
は、善、純粋、完璧を規定する法律です。 

21 この法律を遵守する義務は、すべての人に適用されます。しかし、それは誰にも履行を強制するものではありませ
ん。なぜなら、すべての魂は意志の自由を享受しており、その闘争とすべての行動は、裁かれるときに自らの功績としてカ
ウントされるからです。 

22 この教えは、最初の者から最後の者まで、すべての私の子供たちを啓発し、温かくしてきた神聖な愛の呼びかけで
あることを認識しなさい。 

23 あなた方がこれらの教えを理解し、感じ、生きることができるように、私はあなた方の魂と知性が、この時代の私
の啓示を解釈するのに必要なすべての明晰さを得るまで待ったのだ。 
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24 今日、あなたの精神的な発達は素晴らしく、あなたの知性の理解も同様です。そうでなかったら、私はあなたを呼
んでいません。もし、あなたがたがわたしを理解しなかったら、混乱することになるからだ。私はあなた方の唇に「言葉」
の能力と才能を与え、霊的な知識と言葉のインスピレーションを表現し、伝達できるようにしたのだ。 

25 わが教えの偉大さは、決して人間の心に影響されることはないのです。ちょうどこの時代、私が声帯の口を通して
話すとき、その唇から出る言葉の意味は、人間に帰することができないのです。 

26 魂の道は私に始まり、私に終わる。これは、マスターが改めて教えてくれることです。 

27 忍耐と発展と父の教えへの愛によって一定の霊性を獲得した者は、たとえ口には出さなくても霊能者となるのです
。 

28 信念を持ち、寛容に行動する人は、その精神が持っているものが反映されます。 

29 旋風に煽られたこの世界は、その異変のピークに達するだろう。しかし、その後は徐々 に完成度の高い時代に入っ
ていくでしょう。 

30 1950年が終わる前に、さまざまな出来事が起こります。戦争を始める国、新しいドクトリン、紛争、災難。これ
らはすべて、私の言葉の終わりを示すしるしであることを、あなたは知っているでしょ 

う。しかし、私があなた方を受託者にしたこのみことばは、多くの人々 の心に届き、永続することでしょう。それは、世界
に精神的な発展と再生の時をもたらすきっかけとなるでしょう。 

31 もし、人間がその時を告げることができなくても、自然がその「声」で証しし、眠っている人を目覚めさせるでし
ょう。しかし、心の準備をする一人ひとりに、人類がやがて入る新しい時代を語る御霊の声が届くのです。 

32 そうすると、世の中で自分が強いと思っていた人たちが、弱く感じるようになるんです。力のある者は、自分がい
かに力を失っているかを見ることになり、謙遜から自分を弱いと思っていた者は、魂の気丈さ、力強さ、理解力から強い者
となる。そうすれば、霊的なものが支配するようになるからです。 

33 私の言葉を理解しなさい。私の光をあなた方に与え、あなた方がゴールに到達できるようにするためだ。 

34 私はエリヤが用意した道を通って、人類である愛する子を私の光で照らし出すために、あなたのもとにやってきま
した。私は、あなたがたの罪を裁くために来たのでも、あなたがたの汚れを考えるためでもない。私はただ、無知な者を私
の弟子に、弟子を私の弟子に変えるために来たのであり、そうすれば、明日にはあなた方はみな師匠になれるだろう。 

35 あなた方は人類の中でこのような難しい使命を負っているのですから、盲人のように歩いてはいけませんし、無知
であってはいけませんし、弱さを見せてはいけません。考えることで、自分の責任を理解できるようになる。あなた方の霊
は、その使命の実りを父に示さなければならないのですから、覚悟を決めてください。しかし、あなた方の心を静め、私が
人間の知性を通して話す限り、私に耳を傾け続けるのだ。 

36 私はこの使命を果たすためにあなたの魂を地上に送り、その魂に私の法を刻み込んだ。また、私はこの魂に偉大な
教えを明らかにし、愛と謙遜の模範を示して、同胞と出会う方法を知ってもらい、彼らに良い知らせをもたらし、私の光を
共有させるために、この魂に目を向けたのだ。 

37 私の言葉は、すべての人を招き、食べさせ、飲ませる宴会のようなものである。私と共にいるのは、受肉した魂だ
けではないのだ。いや、「精神の谷」の住人も、私の教えの神聖なコンサートを楽しんでいる。私の教えは普遍的なものだ
からです。 

38 私の声を聞いて、ある人は他の人と同じように、自分の犯した罪から解放され、私の足跡をたどるために十字架を
背負うようになる。しかし、私の懐でこの安らぎと清々 しさを体験した後、あなたはこの人類の悲劇を理解するために視線
を戻したのです。 

39 私の食卓で永遠の命のパンを食べながら、同胞の心の飢えを思うのです。この木の涼しさと木陰を感じながら、太
陽と飢えと渇きに苦しめられ、時には見せかけのオアシスに惑わされながら砂漠を横断する人々 のことを思ったことだろう
。 

40 人の痛みを感じられるあなたを祝福します。祈り、働きなさい。あなた方は苦しみを和らげ、病を癒すのに必要な
ものを持っているのだから。 

41 私に従うと誓う必要はない。我に忠実であり、堅忍不抜であり、従順であることを自らに誓い、その決意を忠実に
守り通すのだ。 

42 私の言葉は、弟子が学んだことを実践する時が来たと理解させるための愛撫となる。 

43 愛する人々 よ、わが言葉は一筋の光のように、あなたがたの理解を照らし、あなたがたの道を照らすであろう。 

44 心の奥底に集中しなさい。心の準備をしない者は、わがプレゼンスを感じることができないからだ。彼は、声の担
い手の声を聞くだろうが、私が送る神のエッセンスを受け取ることはできない。 

45 あなたの心を清い泉とし、そこから私の知恵である清らかな水の噴射を受けなさい。 

46 今日のような日に、私は最初の声の担い手を聖別し、彼らを通して私の新しい指示と新しい啓示を知らせたのです
。エリヤの霊がロケ・ロハス * を通して輝き、神の律法である道を思い起こさせたのです。 

*
 
 この第一声の持ち主の名前は、「ロケロカス」と発音します。 
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47 その瞬間は厳粛で、その場にいた人々 の魂は恐れと喜びで震えた。ちょうどシナイ山で律法が宣言されたときにイ
スラエルの心が震えたように、タボル山でイエスの変容を見たときに弟子たちが震えたように、モーセとエリヤが師の右と
左に霊的に現れたのである。 

48 その1866年9月1日は、新しい時代の誕生、新しい日の幕開け、つまり人類に明けた「第三の時代」であった。 

49 それ以来、神が何千年にもわたって人類に与えてきた多くの預言と多くの約束が、絶え間なく成就してきたのです
。今、この世界に住むあなたたち男女の中に、それらは実現されているのです。これらの預言が語られ、約束がなされたと
き、あなた方のうち誰がこの地上にいただろうか。しかし、肝心なことは、私があなたに約束したこと、そして今、私がそ
れを果たしていることをあなたが知っていることなのです。 

50 私が最後に弟子たちに自分を知らせたとき、弟子たちは私が昇天するのを見たあの「雲」を知っているだろうか。
本当に「雲に乗って」帰ってくると書いてあり、それを実現したのですから。1866年9月1日、わが霊は象徴的な雲に乗っ
てやってきて、あなた方が新しい教えを受け取る準備をさせた。その後、1884年に私の教えを伝えるようになりました。
私は人間としてではなく、霊的に、一筋の光に限定して、それを人間の心の上に休ませるために来たのです。これは、今、
あなたがたに語りかけるために、わが意志が選んだ手段であり、あなたがたのこのみことばに対する信仰を、私は信用する
のだ。荒野から約束の地へ導くのはモーゼでもなく、救いと自由への道としての命の言葉を聞かせるのは人としてのキリス
トでもないからだ。今、あなたの耳に届くのは、これらの生き物の人間の声です。私が存在している神聖な本質を発見する
ためには、霊化することが必要なのです。だから、この言葉を信じるのは、不完全な存在を通して与えられたものだから、
功徳があると言うのである。 

51 その功徳は、第二の時代に私を信じた者たちよりも、またモーセに従って砂漠を進んだ者たちよりも大きいであろ
う。しかし、あなたがたは一瞬たりとも指針を欠くことはない。わが言葉は曖昧でも不正確でもなく、はっきりと定められ
た完全な教えである。さらに、世界を目覚めさせ、人間の魂が私の霊的存在に入る道を開くために、この時期に来たエリヤ
の霊が、あなた方をいつも見守っています。 

52 祝福された人々 ：この想起の瞬間は、あなた方の魂にとって喜びに満ちたものとなり、また、私があなた方に与え
るすべての教えの記憶に捧げられるものとなるであろう。あなたがたの心を鍛え、心を開き、わたしの恵みを注ぎ込むよう
に。世の中の些細なことを一瞬でも忘れて、霊的に私に近づきなさい。 

53 あなた方は、私によって選ばれたとはいえ、あなた方の上にいるわけでもなく、何か神聖なものを持っているわけ
でもない、人間の声の担い手を通して、もう一度私の言葉を聞いているのです。彼らはわが言葉を伝える者であり、魂の高
揚によって御父との交わりを得ることができるものの、まだ不完全な被造物です。教えの言葉を曇りなく脳を通過させるた
めに、耳を澄まして聞いてください。そして、それを一筋の光のようにあなたの心の中で輝かせてください。そうすれば、
神の意味は、永遠の命のパンとしてあなたの魂に届くでしょう。 

54 そうやって準備することで、私が本当にあなた方と一緒にいたことが実感できるようになるのです。 

55 私はあなた方が伝統主義者になることを望まない。しかし、私があなた方に自分自身を知らせ、例と教えを与えた
すべての出来事を覚えておくことは、私の意志である。思い出しては、心の中で祝宴を開き、そうすれば道の足取りは確か
なものになる。 

56 1866年、私は我が民に再び律法を宣べ伝え、新しい霊的時代を開始した。こうして、過去にあなた方に与えた私
の約束が実現したのである。それ以来、私の聖霊は天の大空から私の光線を輝かせ、私の天使たちの声が地上にも聞こえる
ようになりました。 

57 今が第三の時代で、私はモーセを通してあなた方に与えた戒めと、第二の時代にイエスとしてあなた方に与えた愛
の教義を一つの律法に統合し、以前のものを確認した。今この時、私はこの教えを灯台として、救命ボートとして、完璧へ
の脚立として、あなた方の魂の上昇進化を達成するために与えるのです。 

58 私の教えを非常に単純明快にお伝えするのは、あなた方がモサ派かキリスト派かと質問してくる人たちに、良い霊
能者としてどう答えればよいかを知っていただくためです。 

59 最初の時代の法があなたがたに啓示される前、あなたがたは自然の法の中で生きていた。私が徳を勧め、私の真実
と正義を明らかにした人々 によって励まされ、私が善と愛の神としての私自身を明らかにした人々 によって。 

60 真の神を畏れ、正義と善の神の認識を持ち続けることができた民族がイスラエルの民であった。しかし、この民は
、父なる神が、彼らが異教と偶像崇拝に陥る危険を察知して、ご自分の懐から強い霊を持った人を送り出し、その仲介によ
って、生きた岩に書かれた人類のための神の律法を伝えるまで、具体的で固定した律法を知ることができなかった。モーセ
は、主と民に対する揺るぎない信仰と大きな愛情をもって、大勢の民を適当な土地に導き、聖所を建て、生ける神、目に見
えない神に喜ばれる礼拝を捧げた、解放者であり、律法学者だった。 

61 私が太古の昔から霊感を働かせてきたことを認識しなさい。シナイで律法が与えられたことで、人類の第一時代は
クライマックスを迎えた。最初の使者は荒野の星のようであり、道を指し示す人差し指であり、助言者であり、法律家であ
り、飢えを感じるときのパンであり、渇きを癒す水であったという。砂漠の孤独の中で親切な仲間であり、憧れの地の門へ
と民衆を導く存在であった。 
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62 キリストが人類の中に現れたのは、同じ民族の懐にいたモーセから何世紀も経った頃であった。 

63 人々 の間に生まれ、『生命の書』の第二部を教えるために生きている神の師の到来を待ち望んでいた人々 にとって
、それは新しい日の幕開けだったのです。 

64 あなたは、正義の神を知ることになった。しかし、今は愛の神として御自身を示すために来られ、御言葉と御業に
よって新しい時を用意し、魂に新しい命を与えるために来られたのです。第二の時代、そして、私の受難に至るまで、私が
私の言葉、私の奇跡、模範を示してあなた方に教えたすべてのことは、あなた方のために書いた愛の法のシートでした。 

65 第三の時代、エリヤは聖霊の使者、先駆者としてその霊を現し、人間の心を通して言う。「ここに第一の時代の預
言者エリヤがいる。その後、モーセやイエスと共にタボル山に現れ、弟子たちの前でキリストの変容を見たのと同じ者であ
る」。 

66 エリヤは、第三の時代、新しい時代を開く鍵を持っている。 

67 使徒たちでさえ理解できなかったことが、私の啓示で理解できるようになりました。 

68 エリヤは、その光であなたの闇を払い、この時代の束縛である罪からあなたを解放し、荒野を通って神の懐にある
「約束の地」に到達するまであなたの魂を導く神の光である。 

69 あなた方が律法と最大の啓示を受けた神の三人の使者を知りなさい。 

70 今の時代は、過去の時代の啓示を説明し、これから起こることを予言する、あなた方にとっての光の時代である。 

71 しかし、この声帯の知性によるわが宣教の時代は間もなく過ぎ去り、その後、自ら準備する者が霊的な方法で私に
語りかけることができる恵みと霊化の時代がやってくるでしょう。 

72 ひとたびわが王国が人の心に築かれ、誘惑が退けられ、人が何よりも私を愛するようになれば、この世界は偉大な
魂の住処となり、人は真に互いに愛し合い、貧しい魂を慈しみ、彼らを新たにし知恵で満たす方法を知っているのだ。 

73 1950年以降、私がどのような形で全地上に姿を現すのか、あなた方は今日知らないのです。しかし、私はあなた
方を目覚めさせます。なぜなら、あなた方は精神の才能と能力が肉体の感覚に勝ることを経験し、人類は新しい時代に生き
ていること、精神から精神への対話の時代に生きていることを感じるようになるからです。 

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 237 
1 ようこそ、弟子たち、学生たちよ。あなたは私の指導を根気よく受けています。あなたの師はあなたのもとにやっ

てきます。それは、あなたが霊化への道を歩むのを助けるために、私があなたを呼んだ発表された時だからです。1866年
に始まり、いつ終わるかわからないこの時代の最初の光を、皆さんは知っています。 

2 一九五〇年には、人間の心を通したわが言葉は途絶える。しかし、私はより高い言語、つまり精神の言葉で指導を
続けます。 

3 イスラエルの人々 よ、もしあなた方が使命を果たせば、あなた方は模範を示すことになり、あなた方の後にはこの
仕事を続けなければならない人々 がやってくるでしょう。真の祈りを教え、愛を説き、その行いをもって証しするのだ。あ
なたの言葉を聞いた国々 は、反省と深い祈りに導かれ、重大な対立の解決策を見出すことでしょう。そして、父である私は
、すべての子どもたちを励まし、指導するために、すべての人に降り立つ。 

4 人類よ、あなたは私の言葉を飢え渇くが、イスラエルの民は十分すぎるほど持っている。あなた方は聖霊が人類に
降臨するのを見たことがない。私はあなた方の魂を啓発するためにやってきて、3回目の呼びかけをする。あなた方の心を
開いて、この「さすらい人」が入ってきて、あなた方に欠けているものをすべて持って帰ってほしいのです。耳を開けば、
私の言葉があなた方の心に癒しのバームとして入り込むだろう。あなたは私の平和を感じ、私の光はあなたの道を照らし、
これから起こることを見ることができるようになるでしょう。 

5 大きな試練も小さな試練も、私はあなたの味方です。 

6 私は、大いなる万物の審判のために、すべてのわが子を集める谷を準備しているのだ。私は完璧に裁き、私の愛と
慈悲は人類を包み込み、その日、あなた方はすべての悪から贖罪と癒しを見出すだろう。今日、あなたが自分の罪を償うと
き、あなたの魂は清められなさい。そうすれば、私があなた方ひとりひとりに用意した遺産を、私から受け取る準備ができ
る。 

7 もし私が以前からイスラエルの民を呼び寄せ、長子として用意したとすれば、それは彼らが常に私の神性のメッセ
ージを人類に伝えてきたからである。私のメッセンジャーは、その唇に私の本質を、その心に私の真実を携えているのです
。 

8 あなたは次第に自分の欠点を認識し、なぜつまずいたのかを知るようになる。私の光があなたの存在を照らし、私
に対して閉じていたあなたの心が再び開かれ、そこから澄んだ水の流れが湧き出るようになるからだ。 

9 私はあの世からあなたに語りかける。魂を高めるとき、あなたは私を見ることができる。私のもとに帰る日が来る
ように、あなたはまだ進化の道を歩んでいるのです。あなたの父である私は、あなたの日々 を甘美にし、あなたを待ち受け
る最後の大きな試練を乗り切ることができるよう、あなたに平安を授ける。 

10 この時代に関する予言は、今まさに実現しようとしている。眠っていた人たちは、その出来事を目の当たりにして
衝撃を受けた。その理由は、彼らが預言者の書、あなたの神の書において読んでいなかったからである。しかし、私はあな
た方を私の弟子とし、いかなる時も私の言葉を解釈する術を知る者とする。 

11 人類は徐々 に目覚めつつあります。平和と理解、そしてすべてを照らす光をもたらすために現れるはずの夜明け--

根本的な原理が歪んでしまったものをすべて秩序に戻す力--

を、すべての人が待ち望んでいるのです。そして、不完全なものを修正し、病人に健康を与え、「死者」に復活をもたらす
ガイドを待ち望んでいるのである。 

12 この光はすでに人々 の間にあったのだが、あなた方はそれに気づいていなかったのだ、とマスターは告げる。 

13 私は、あなたが劣化させたものすべてを回復させる手助けをします。 

14 私の言葉が広まる間際に、何一つ偽ってはならない。この教えを難解にしないこと。もし、あなたが霊と真理をも
って自らを準備するならば、あなたを質問する人に良い答えを出すことができるでしょう。あなたは無限の光の世界を示し
、私の誠意、知恵、真実の反映である私の教えの単純さを語るでしょう。 

15 私がこの時代に来ることで、過去の時代に与えられた預言と約束が成就することを彼らに伝えるのだ。 

16 そのエリヤは、私の前に現れて、私の神性が来る道を準備した。 

17 魂に祈りと集いを呼びかけ、聖霊の時が来たと告げたこと。 

18 あなたが慣れ親しんだこれらの教えはすべて、あなたの仲間にとって大きな啓示となり、彼らの存在の最も敏感な
弦を鳴らすことでしょう。 

19 人を通してのわが霊の顕現、エリヤの到来、助言者としての霊界の存在、これらすべてをあなたは彼らに証しする
ことになるのです。 

20 これまで達成したことに満足してはいけない。徳を積めば、私の教えの知識をどれだけ増やすことができるだろう
。私は常に新しい教えを明らかにし、発展の道を歩むあなたの魂を励まします。 

21 しばし休息せよ、愛する人々 よ、師の言葉を聞き、それを理解せよ。 
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22 ゴールに到達するための準備をするのです。私の言葉を伝える恵みを理解した者は、喜んでそれを伝えます。私の
教えに耳を傾けてくれるのは、スピリチュアリズム、つまりこの教えを受け入れると新しい人間になれるということを理解
している弟子たちです。 

23 あなた方はまだ師匠とは呼べない私の弟子です。だから、私の教えの意味と簡略化を基本として、解釈し続けるこ
とだ。自分の解釈でそれを複雑にしないで、この人々 の間で解釈の統一を図り、あなた方の間で不和が生じないようにしな
さい。 

24 あなた方は道中で、あなた方が真理の霊の弟子であることを知って、次のような質問をする者に出会うでしょう。
"来世はどんなものですか？"と、自分の知っていること以上に知りたがる者にとっては、ごく自然な質問です。そして、魂
が人間の肉体を離れて霊的な領域に住むときに受ける変化を説明するのだ。まだ誰も、その生命の全容を知らない。これは
、常に人間を悩ませる思考であり、好奇心を刺激する答えのない疑問である。知識と理解を求める精神的欲求を利用して、
騙されやすい心に不真実の種を蒔いて、無知から利益を得る者がいかに多いことか。来世がどのようなものであるかは、誰
も完全には断言できない。そこでの魂がどのようなものであるか、他の生命世界でどのような生き方をしているかは、誰も
正確に言うことができない。 

25 優れた精神だけが認識し、把握できることを理解するには、人間の心はまだあまりにも限られています。当面は、
私の教えが明らかにした、無限の光を含む、あなた方の霊的な未来のための確固たる基盤となるものを理解し、説明するこ
とに専念してください。それらの謎を説明することによって、あなたの想像力を自由にさせてはいけない。なぜなら、それ
らは人類にとって奇妙な理論に見えるだろうから。しかし、私の教えは真理に基づいている。 

26 私はすべての啓示を説明し、あなた方が正しく理解していないことがないようにします。当面は、私が明かしたこ
と以上のことを知る必要はないでしょう。なぜなら、もしあなた方が私から明かされた以上の霊的生活を理解しようとすれ
ば、現世への興味を失い、神秘主義や歓喜に陥ってしまうからです。無駄な思索に明け暮れ、世の中で果たすべき重要な使
命を果たせなくなるのです。 

27 多くの人が、許される範囲を超えて見ることができないまま、魂の故郷を探検しようとしてきました。しかし、「
霊界はどうやって人間の心を通してコミュニケーションをとるのですか」という質問に対しては、「あなたの魂がそうであ
るように、あなたの理性と直感の能力を利用するのです」とお答えしているのです。 

28 この時代の私の教えは、「第二の時」と同様、人類を揺るがすものです。偽善者たちは真実味と向き合わなければ
ならないだろう。虚偽はその仮面を落とし、真実は輝くだろう。真実は、この世界を包む嘘に打ち勝つだろう。 

29 人間は、理性と真理を含むものはすべて理解し、認識できるようになる。しかし、信じざるを得なかったものは、
たとえ理解できなかったとしても、自ら拒否するようになるのだ。だから、私の教えは、人々 が必要としている光を放って
いるからこそ、広がっていくのです。この仕事の大部分は、その始まりと目的を仲間に明らかにすることによって、あなた
がたに帰属するのです。 

30 不純物に気をつけなさい。私があなたに託した宝物であり、あなたは私に返さなければならないのだから。あなた
の責任は大きい。しかし、私の言葉を直接聞いていない人々 の責任はそれほど大きくない。彼らが無知なまま行動している
のに対して、あなたは完全に確信を持って行動し、何を受け入れて、何を拒否しなければならないかを知っているからです
。危険を感じ、誘惑に負けたとき、あなたは自分のしていることを十分に理解した上で、進んでそうするのです。もう、あ
なたが悪いことをする正当な理由はありません。 

31 肉体が自分の意志を通そうとするところでは、自分の魂の力と優越を証明する。知識を身につけても、それを応用
しなければ意味がない。あなたの目の前には、魂が歩むすべてのステップで何をすべきかを説明する知恵の書があります。
もしあなたが自分勝手にこの本を閉じて、あなたを支配したり導いたりするためにこの本の知識を利用しないとしたら、ど
うしてこの本の真実を説くことができるでしょうか。あなたの作品が、あなたが教えたいと思うこととは正反対のことを証
明しているのですから自分が邪魔になるのに、どうして仲間のスタッフとして仕えることができるのか。自分が立ち上がる
力もないのに、倒れた人をどうやって立ち上げるんだ？意識すること：もしあなたが仲間に有益な影響を与えたいのであれ
ば、あなたは良い手本を示さなければなりません。 

32 真実は常にあなたに勝つことを忘れないでください。 

33 この道のりの果てにたどり着くには、多くの障害を乗り越えなければならない。誘惑に打ち勝った人が一番メリッ
トがある。 

34 畑仕事は大変ですが、やりがいがあります。 

35 良心の声に耳を閉ざしてはならない。足元には奈落の底があるかもしれないし、一度滑り台の上に乗ってしまうと
、後戻りは難しいからだ。 

36 あなたの上に降りた霊的なマナを集めて、砂漠の横断の間、あなたの栄養となるようにしなさい。 

37 ここがオアシスだ、さまよえる者よ。このヤシの木の下でしばし休んで、失われた体力を回復してください。まだ
先は長いので、その先に到達するためにはエネルギーが必要であることを忘れないでください。 
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38 何があなたの行く手を阻むのでしょうか？どのような恐怖を抱いていますか？祈れば障害を取り除くことができる
。祈りの信仰を持てば、不可能を可能にすることができるのです。 

39 あなた方が勝利するためには、強い民でなければならない。そして、私の掟を果たすこと以上に、あなた方に大き
な力を与えるものはない。 

40 多くの誘惑、迫害、裏切りがあなたがたを襲うでしょう。あなたの行く手に茨をまき散らすことを喜びとする者た
ちがいる。しかし、あなたがたが私を信頼し、団結し、私の指示に忍耐強く従うならば、このすべてから勝利を得ることが
できるのである。 

41 ここにいる人たちは、日に日に増えていくでしょう。しかし、わが言葉を聞こうと急ぐ大群は、今日、あなたがた
には大きく見えるが、本当にあなたがたに言おう、あなたがたの証人の時、わが去り後に集まる者たちと比べれば、小さい
ことが分かるだろう」。 

42 しかし、あなたがたの団結と兄弟愛によって、私がわが民のために用意した偉大な奇跡と力の証明にあなたがた自
身が値することを証明しない限り、主の新しい民のニュースは広がらないだろうと言わざるを得ない。 

43 私はあなたに犠牲を払うことを求めず、最高の完全性を求めない。私はただ、わが戒めに従うという取り返しのつ
かない決意と、あなたとあなたの同胞に対する少しの慈悲を求めるだけである。しかし、この一歩を無事に踏み出したら、
さらに大きな一歩を踏み出すようにと、砂漠に留まることなく、そこはあなたの家ではないのだから。あなたは、その発展
において、あなたの魂が、私があなたの歩みを導く約束の祝福の地を見出すことを知っている。 

44 "私はずいぶん苦労したが、誰も私の努力や犠牲を見てくれなかった 

"と言ってはいけない。私はあなたの一挙手一投足を見ているし、あなたのすべての仕事を記録していることを忘れないで
ください。世間からの報酬も、隣人からの理解も、完全な正義も期待してはならない。私を信じなさい、真にあなたに告げ
よう、私は決してそれを放置しない、それはあなたの報酬として当然のことである。 

45 いや、ある種の果実は、人間の生活における功績に対する報いとして、すでに現世で与えられているのだ。一方、
精神的なものである功徳は、来世の時が来るまで報われないままである。 

46 人々 よ、あなた方の心に光を与えよ。そうすれば、あなた方は神の言葉を理解し、後に霊感を実践することができ
る。 

47 愛する弟子たちよ。私の言葉を受け取るために、外側も内側も器のように心を清めた上で、私のところに来なさい
。わたくしから出るものはすべて純粋である。そして、もしあなた方が私を知りたければ、あなた方は心を清らかにして、
わが言葉の霊的な内容を受け取り、その意味を理解し、その後にそれを用いることができるように準備しなければならない
のです。 

48 どんな信仰、理想、精神状態であっても、互いに愛し合い、尊重し合う。全員一致を実践し、また許すこと。他人
を裁くために、他人のことに関心を持つな。しかし、もしあなたが執り行いたいのであれば、そうしてください。そうすれ
ば、あなた方が団結し、同じ理想に向かって努力する日が来るでしょう。 

49 あなたの慈愛の心を試したのです。私はあなたを病める者、悩める者、この時代の大きな痛みに疲れた者の道に置
いたのだ。私は、あなた方の家族の懐に数え切れないほどの試練を送り込み、私の教えを実践する機会を与えてきたのです
。あなたは愛する者たちの間で苦しみ、熱心に私に求めています。しかし、私はあなたがたに言う。あなたがたが両親や子
供たちのためにしたように、見知らぬ人たち、あなたの道を横切るすべての人たちのためにも、真の慈悲を実践できるよう
に、わたしに願いなさい。 

50 痛みは心を敏感にし、慰めを求め、私を求める。私は彼らの歩みを指導し、彼らが私の仕事に参加する正しい時を
知っている。まだ私に耳を傾ける準備ができていない者が大勢いる。彼らの歩みは、彼らが私の啓示を受け取る準備ができ
るまで、私が抑制する。 

51 私の作品を信じるには、信仰が必要です。そこにあるのは、すべてがスピリチュアルなものです。私はあなた方に
物質的な顕現を与えてはいない。私はただ、私のプレゼンスに入るために立ち上がり、私の愛と慈悲があなたを包んでいる
のを感じるようにとお願いしてきただけです。 

52 わたしは、あなたがたがわたしを見ることができるように、霊の目、信仰の目を用意し、わたしが使うことができ
るように、あなたがたの心の感情を清らかにしておいたのだ。あなたの才能はまだ隠されているが、私の言葉がそれを目覚
めさせ、あなたの使命を始めることができる。 

53 私があなたの環境に置いたものはすべて完璧であり、喜ばしいものです。私があなた方に与える利益を列挙するの
ではなく、あなた方が感謝の念から、私が一人一人に示す愛と私があなた方に与える善を認識するのである。 

54 私はあなたを愛し、あなたが純粋で私にふさわしい人になることを望んでいるので、償いをするためにあなたを送
ったのです。それは、私を手本として、戦うことを学び、勝利の後にはより強くなるようにと願っているからです。私はあ
なたの幸せのためにすべてを準備しました。すべてはわが愛とわが正義に従って創造される。私は父であり、その決定に屈
しない裁判官であるからだ。 
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55 愛する人々 よ、わたしの意志を実行させてください。私の律法に従えば、平和と霊的な栄光へとあなたを導くだろ
う。これは、すべての被造物の運命である。あなたの十字架を負い、私に従いなさい。 

56 あなたには才能があり、知性と意志と理性があり、仕事をすることができます。何度も何度も立ち止まるから、発
展の道は長いのです。もしあなたがまっすぐな道、つまり自己犠牲と使命達成の道を歩むなら、あなたは幸せになり、人生
に感謝し、愛し方を知り、自分の霊的才能の価値を認め、他の人が持っているものに憧れないようになるでしょう。 

57 私の仕事は、自由が基本です。私はあなたの魂を啓発し、あなたが私を認識できるようにする。あなたは、私が「
私に似せて」創った特権的な被造物であり、私はあなたの中に私の恵みの贈り物を置きました。 

58 これから登る梯子は大きく、自分がどの段階にいるのかわからない。今、あなたが歩んでいる道は、あなたの成長
に応じて、あらかじめ定められているのです。なぜなら、すべてのものは不変の永遠の法則に関係し、その法則に従うから
です。 

59 私が寓話で語っている神殿は、霊的なものです。それは石で造られた建物ではなく、愛の神殿であり、私に届くま
で舞い上がろうとする人間の信仰である。あなたが築いた良い基礎の上に、次の世代が築き上げるのです。 

60 私がわが作品、わが言葉を彼らに示すとき、後者の喜びは大きいだろう。彼らはどれほど私を求めたことでしょう
。私のもとにたどり着くために、彼らはどれほど苦しんできたことか。彼らの目的はひとつ、霊的な道を見つけること、魂
を養い完成させる源に到達することです。そして、彼らの行動様式はどのような進歩を遂げるのでしょうか。彼らは、わが
言葉を求めて経験したことを証しし、あなたがたは、彼らを期待していたことを証しするのである。私の仕事の一部をあな
たに託して完成させた。完成すれば、あなたは自分の神と協力したことに満足し、微笑むことだろう。 

61 休んで、魂に栄養を与えてあげてください。私の存在を感じると、心臓の鼓動が早くなるように。 

62 立ち止まることのないよう、道を励みます。私は、誰が時間と機会を使ったか、誰が時間を無駄にしたか、誰が精
神的な成長の道をのろのろ歩いているかを知っている者である。 

63 スピリチュアルになった時に初めて、自分の進歩や遅れを説明することができるようになるのです。 

64 私は、あなたが再び地上に生きるこの時、人間を通して御自分を知らしめるマスターに会うことができるように、
すべてを準備する。そして、良い模範を残すというあなたの任務を思い出させ、彼らを通して、無知と偶像崇拝と宗教狂信
の中で生きてきた人々 が正しい道に来るようにする。 

65 私は、あなたの謙虚な唇が、あなたの言葉の明るさ、深さ、真実さで人々 を驚かせるように、あなたを準備する。
あなた方は私の証人であり、私の使者であり、また私の先達である。 

66 もし私が時々 あなた方を訂正し、叱責するとすれば、それは情熱、旋風、不幸があなた方の理解の光を短時間暗く
し、あなた方を異常、物質主義、冷たい無感覚に陥らせるからである。 

67 私の慈悲は、あなたを救いの道へと導き、この人生の旅路に光を見ることができるように、あなたの目からあらゆ
る無知の包帯を取り除いたのです。すべての目が──罪があろうとなかろうと──私を見ることを忘れないでください。 

68 自分の心に本当の信仰があるかどうか、自問したことがありますか？その炎の温もりを感じていただけましたか？ 

69 私は今、真の信仰が存在することの証明をあなたに与えます。 

70 試練の時に心が絶望しないこと、最も重要な時に魂が平和であること。信仰を持つ者は、私と調和している。なぜ
なら、私は生命であり、健康であり、救いであるからだ。真実にこの港とこの灯台を求める者は、滅びない。 

71 この徳を持っている者は、あらゆる人間の科学を超えた不思議を行い、精神と高次の生命を証言する。 

72 私を信じていれば、不信心者があなたを気まぐれにすることはなく、誹謗中傷もあなたを傷つけることはできない
。 

73 私はあなたの中の信仰を励まし、試練の中であなたを強くし、あなたの信仰を糧とする多くの人々 を呼び続けるよ
うにしたのだ。 

74 このとき、あなたがたに言ったのは、「わたしがあなたがたに語りかけている身体の中に、わたしを探すな。その
唇が語る言葉の底へ、その意味の中に、その本質の中に、あなたはマスターを発見するのです。 

75 そうすれば、あなたがたの心の中で、キャンバスに描かれた像や石に彫られた彫刻が占めていた場所を、彼らが占
めることになり、父なる神があなたがたの魂を完全に支配することを許されなかった物質主義や宗教熱の餌食となり続ける
からである。 

76 この教えを聞かなくなったとき、心の奥底で天の御言葉が響き、高揚し、主との直接対話に誘われていることを感
じられるように、御言葉の意味を持ち続けてください。 

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 238 
1 愛する人々 よ、主人はあなたがたに言う。私は、わが民のために、あなたの心の中にある聖域のために望んで来た

のだ。私に対して閉じていた人たちが、霊化のために開くときが来たのです。破壊した者は、再建して堅固なものにしよう
。闇の中にある者は、信仰の光で照らされよ。しかし、本当に、あなたがたに言いますが、物質的な礼拝所を作って、それ
に費やす献身、恵み、芸術が、あなたがたのできる最高の礼拝だと考えて、時間を浪費してはなりません。 

私はただ、天候の不順や詮索から身を守れるような、簡単な部屋を用意することだけを許可します。このような、あく
まで自分たちの集まりのための場所を「神殿」と呼んではいけない。無知な人が、あたかも神聖な場所であるかのように崇
めてしまう可能性があるからだ。 

2 サービスに儀式やセレモニーを持ち込まないこと。そうすれば、私があなた方に託した使命、すなわち慈悲と愛を
広めることから、あなた方自身が離れてしまうことになりかねません。 

3 外見も内面もシンプルに、簡素にすることこそ、私があなたに求めていることです。これによって、あなたの魂に
栄光溢れる私の存在を得ることができるのです。 

4 私は心の中にいて、あなたの魂の中に生きている。あなたの存在の最も奥深い部分に私の神聖なプレゼンスを感じ
ているのに、なぜ物質を通して私を表現しなければならないのか？もし私がこの世の栄華を求めるのであれば、馬小屋では
なくシオンの神殿の中で人として生まれていただろうと思わないか。マリアは神殿で知られており、献身的で、すべての神
の指示に従順であったことをあなた方は知っているのだから、あの場所での私の誕生を妨げる障害物があるだろうか。 

5 わたしのことばを思い起こし、わたしは決して人に表立った礼拝を求めなかったこと、わたしが彼らに求めたのは
ただその愛、その高揚、その信仰、そしてその魂の実のすべてであることを思い起こしなさい。 

6 しばらくの間は、これらの場所で出会いを祝うことができます。それは、私があなたがたに残した御言葉をあなた
がたに聞かせ、それを活用させるために、なお必要だからである。しかし、あなた方を教える時間、あなた方の準備の時間
は過ぎ去り、そして、あなた方はもはやそれらを必要としなくなるのです。 

7 私の弟子の魂に信仰の炎がますます燃え上がり、すべての心が私の祭壇となり、隣人への愛が彼らの礼拝となり、
すべての家庭に聖域ができることでしょう。あなたは仲間たちに、祈りによって魂があらゆる有害なもの、あらゆる地上の
不幸を乗り越えて上昇することを理解させ、主の神殿は普遍であり、無限であり、人間の魂にも肉体にも、目に見えるもの
にも見えないものにも、いたるところにあることを理解させることができるだろう。彼らは、彼らが血の犠牲をわたしにさ
さげたときが過ぎ去ったように、儀式や外的儀式による神の礼拝も過ぎ去らなければならないことを理解するのです。スピ
リチュアライゼーションによって、あなたの人間環境は浄化され、私の教えは理解されるでしょう。 

8 真の祈りは、私の神聖なまなざしの前に喜ばれる高尚な神への霊的な崇拝をもたらすだろう──懺悔は、犯した罪
に対する悔い改め、訂正、賠償であると正しく理解されるものだ。そして、人々 は、祈りには短い時間で十分であるが、人
の々間で善を行うという使命を果たすためには、人生のすべての時間が必要であることを理解するようになるのである。 

9 弟子たちよ、私の教えをよく考え、理解しなさい。そうすれば、その核心に、言葉で表現される以上の、もっとも
っと多くのことを発見するでしょう。私はあなたを助け、啓発する。そうすれば、声の主が伝えきれなかったために、私の
言葉の中に隠されたものをすべて認識することができるだろう。 

10 今日は歓迎します。私のテーブルに座ってください。私は、私を愛する者も、私を拒絶する者も、共に歓迎する。
あなた方は皆、私の子供だから、平等に愛撫する。 

11 私は罪人の中に身を置く。この世に正義の味方はいるのだろうか？私はあなたがたにわが国の財貨を提供し、それ
を得るための手段をあなたがたの手の届くところに置いているのだ。もし、あなたが私に天の御国を求めるなら、私はそれ
をあなたに与えよう。なぜなら、それは時の初めから約束されていることだからだ。主の子であるあなた方は、国を受け継
ぐ者です。しかし、約束の地を手に入れるためには、どれだけの功徳を積まなければならないのでしょうか!ある者は長く
悲しい闘いを経てそれを達成し、ある者はその道程を大きく前進して、やがて光の国に近づくだろう。ディマスが苦しんで
いるとき、彼の悔い改めと信仰と謙遜を見たとき、私が約束したことを憶えていますか？私はその日、彼を楽園で私と一緒
になるように差し出したのです。 

12 皆さん、ここにいる人たちを代表として考えてみてください。いつになったら、あなたがたは自分の中で立ち上が
り、互いに愛し合い、互いの過ちを赦すことができるのか。いつになったら、あなたの地球は平和になるのでしょうか？ 

13 愛から湧き出る赦しは、私の教えだけで、悪を善に変え、罪人を徳の高い人間に変える強力な力を持っているので
す。 

14 許すことを学べば、あなたの世界に平和の始まりが訪れるでしょう。千回赦す必要があれば、千回赦すのである。
あなたは、適切な時期に和解することで、苦しみの杯を飲まなくてすむということを知らないのですか？ 

15 私はあなたに、あなたがますます増殖させ、時が来れば溢れ出す、あなたにふさわしい苦痛について話します。し
かし、わが正義のために、あなたがたの邪悪と高慢と軽率の果実を刈り取ることを許し、あなたがたは悔い改めてわがもと
に帰ることができるのだ。 
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16 人は私の力と正義に挑み、万物が調和する自然の神殿を科学で冒涜したのだ。 

17 元素の力が解き放たれ、宇宙は揺らぎ、大地は震えるだろう。その時、民衆に恐怖が走り、逃げようとするが、逃
げ場はない。彼らは解き放たれた力を鎮めたいと思うだろうが、それはできないだろう。なぜなら、彼らは罪悪感を感じ、
自分たちの僭越と愚かさを遅すぎるほど悔い改め、罰から逃れるために死を求めるだろうからです。  

18 あなた方、人々 はこれらの予言を知っており、もしあなた方が「成長」せず、私があなた方に託した平和を守るた
めに努力しないならば、起こるすべてのことに責任を負うことになるのです。 

19 杖と旅支度をしなさい。わたしはあなたがたを預言者、使者として送り出し、国々 に警告を与えようと思うからだ
。 

20 ある者は東へ、ある者は西へ、またある者は地上の他の地点や道へ行く。 

21 あなた方は、私がこの時代に命じて私の弟子とした好事家であることを思って、うぬぼれないでください。でも、
こうも言っています。呼ばれる存在に甘んじてはいけない。選ばれた者になるために、功労を積む。 

22 地の水分で膨らんで無に帰する虫のようにならないように、あなたからすべての虚栄心を捨てなさい。 

23 あなたがつまずかないように、私があなたをとても愛していることを信じて眠らないでください。あなたはとても
愛されていますが、同時にとても試されているのです。 

24 地球表面の4分の3が消滅し、その一部だけが残って、混乱を生き延びた人々 の避難所となるのです。多くの予言
が成就するのを目撃することになるでしょう。 

25 あなた方、私の指示を実行しなさい。そうすれば、約束されたことをあなた方に実現させることができる。 

26 祈り、見守り、愛を蒔き、光を広げ、慈悲の跡を残す。そうすれば、あなたの良心は安らぎ、創造主と調和するこ
とでしょう。 

27 この言葉をよく聞いて、それを解釈し、仲間の心に蒔くことができるようにしなさい。理解することで満足するの
ではなく、語り、模範を示し、作品によって教えなければならない。いつ話すべきか、いつあなたの行いが私の教えの証と
なるべきかを知ることができるように、敏感であれ。 

28 私は、私の言葉を広めるために一つの言語を与える。その言語は、すべての人に理解される霊的な愛である。それ
は、人の耳と心に心地よい言葉であり、人が心の中に建てたバベルの塔を一石一石壊していくものである。そうすれば、私
の裁きは終わり、すべての人が自分を兄弟姉妹と思うようになるからです。 

29 畑は受け皿があり、肥沃である、人々 。そうすれば、この啓示の種を蒔き、同時に新しい世代への道を開くための
条件を満たすことができるのです。 

30 私はあなたがたに、偉大な光の精霊を送り、あなたがたの間に住まわせることを約束した。彼らはただ、地上に近
づき、受肉し、復興の大任を果たすときを待っているのだ。その霊がこの世界で生きているとき、あなたは彼らに何を教え
なければならないのでしょう？本当にあなたがたに言う。何もない！彼らは学ぶためではなく、教えるためにやってくるか
らです。子供の頃から深遠なことを語り、学者や神学者と対話し、その経験で大人を驚かせ、子供や若者に正しい道を勧め
ている姿に驚かされるでしょう。 

31 このような精霊を子宮に迎え入れる家庭は幸いである。私の使者の使命の遂行を妨げようとする者が負う贖罪の重
荷はいかばかりであろうか。 

32 なぜ、あなた方がもっともっと自分を清め、新しくし、あなた方の果実が世代を超えてますます純粋になることを
望んでいるのか、今、それを理解しなさい。 

33 もしかしたら、あなたの家も、その光のビーイングたちの存在を受け取ることになるかもしれませんね。準備ので
きた人は私が選び、そうでない人は私が適当な人を探し、そこに送り込みます。 

34 あなたはここで私の予言を信じていますね。しかし、以前の啓示を拒絶したように、この時も私の言葉を拒絶する
者が大勢いることでしょう。しかし、悩むことはない。私の言葉が実現したとき、彼らは不信を恥じて、真っ先に顔を伏せ
るだろう。 

35 人に否定されたあらゆる神の啓示が、認められ、信じられるようになるのです。教会や宗派によって忘れ去られ、
隠されてきたものが、すべて明るみに出る。 

36 あなた方は、父を通して啓示されるものの教えに霊性と敬意をもって入り、父を通して付与されるものを超えよう
としないように、自分の模範によって世界に教えなければなりません。愛、謙虚さ、敬意......これこそが、精神的な準備な
しに主の謎を探ろうとする人類に教えなければならないことなのです」。 

37 両親の寝室を尊重しないのか？そして、天のお父さんの秘密をもっともっと尊重してください。私が明らかにし、
示したことはあまりに多く、あなたはまだそのすべてを把握しておらず、すでにあなたは新しい秘密を突き止めるよう求め
ています。 

38 あなた方--高次の科学、人間の生活よりも高次の生活に属する知恵の弟子たち--には、私が 

明らかにする以上のことを知ろうと欲してはいけないと言う。私は多くの教えをあなた方に教えましたが、人間の知性を媒
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介にしてさらに多くの教えを授けることがあります。それでも多くの新事実を知り、想像以上に理解することができるはず
です。 

39 神の教えである私の言葉は、常にあなた方の人生における試練や出来事とともにあり、この教えがあなた方の心の
中でますます確かなものとなり、あなた方は理論的な弟子ではなく、働きによって私の真実をあかしする弟子となるのであ
る。 

40 試練を乗り越えた時、私の言葉の一つしか理解できないことがよくあるのではないでしょうか？ 

41 私が時折、魂の不滅について、生と死についてあなたがたが持っている誤った考えについて話したとき、あなたが
たは私の教えを聞いた時点では私を理解していなかったのだ。しかし、ある試練があなたの家を襲い、愛する人がこの世を
去るのを見て、あなたの目は現実に、真理の光に開かれ、私のすべての作品にこれほど完璧を注ぎ込み、あなたを無知と誤
りから救い出してくれたことに感謝したのです。 

42 私の言葉を心で、霊で貫いてください。精神と肉体の間にただ一つの意志が存在するように、自分の存在の核心に
集中することです。そうすれば、私の教えをより理解しやすくなり、より高い次元で試練を乗り越えることができるのです
。 

43 世俗の財に乏しく、偉大になりたいと願ってわが言葉のパンを取る者は幸いである、わが道において彼らはそれを
達成するのだから。この世で富んでいても、私を学ぶために快適さを捨て去る者は幸いである、真の富を知ることができる
。 

44 今日、私の精神は一筋の光となって人類に降り注ぎます。私の正義に対する恐れも、互いに対する愛もない時代に
。 

45 あなた方は謙遜な民であり、私の存在の証人であり、また私のことばの証人でもある。しかし、この人々 には愛が
欠けており、彼らがそれに慣れてしまっているために、私の顕現に対する敬意が見られないのです。そのため、私は時に正
義に満ちた私の言葉で、あなた方の心の無関心を攻撃し、あなた方の責任を問うのです。 

46 弟子たちよ、よく考えなさい。今、この神の仕事を尊重しないなら、後に、あなたの主人の仕事に従順な働き手と
して義務を果たす道を歩む者になることはできないでしょう。 

47 今この瞬間が、人類への試練なのです。世界の大国は、憎しみに目がくらんだ血に飢えた獣のように、互いに襲い
かかる準備を進めているのです。小国民は戦争の気配に怯え、悲しみと破壊を意味する。家は暗くなり、心臓は恐怖で鼓動
し、平和と正義を愛する人々 は、人類の平和を脅かす戦争という考えに苛まれるのです。 

48 この瞬間、どれだけ多くの前進の夢が打ち砕かれたことでしょう。どれだけの幻想が打ち砕かれ、どれだけの命が
すでに死を宣告されたことか。今こそ、あなたの仕事を始め、あなたの存在を世に知らしめる時です、人々 よ。今こそ、祈
る時です。 

49 あなたの信仰を明らかにし、この苦悩の時に私を呼ぶすべての人々 とあなたの心を一致させ、世界に平和がもたら
されるよう祈りなさい。魂を積極的に使うことから離れ、権力への主張、憎しみのために自ら設定した物質的な目標を追求
することだけに生きているすべての人々 のために祈りなさい。 

50 より大きな想いで部屋を埋め尽くす。一人一人が、世界を支配しようとする暗黒の力を破壊するために、見えない
ところで戦う剣のようなものであってほしい。しかし、祈りの力を信じてください。もし、無限の中に迷い込んでしまった
と思えば、仲間の心に届くのに必要な力を持てないからです。 

51 あなたの思いは、たとえ不完全なものであっても、いつも私に届き、あなたの祈りは、たとえあなたがいつも寄せ
るべき信仰に欠けていたとしても、私はあなたの祈りを聞いている。その理由は、私の精神がすべての生き物の波動や感情
を拾っているからです。しかし、利己主義のために、現代の物質主義を許してしまった結果、精神生活から遠く離れ、互い
に距離を置いている人々 は、思考によって互いにコミュニケーションをとることができるようになる準備ができていません
。しかし、私は、あなた方が心を鍛え始めることが必要だと言っているのです。そのためには、たとえ魂からはっきりとし
た反応がなくても、「語りかける」ことが大切です。明日、すべての人が与えることを学んだら、人が夢にも思わなかった
ような霊的な理解のしるしをもっともっと受け取ることになるでしょう。 

52 もう一度言いますが、私はすべての思い、すべての要求を受け取っています。一方、世はわが霊感を受ける方法を
知らず、わが神聖な考えをその心に輝かせるための準備もせず、わが呼びかけに答えるときの声も聞かない。しかし、私は
あなたを信じている。私があなたを創造し、私の閃光である光の魂と、私のイメージである霊を授けたのだから。 

53 もし私が、あなた方が自分を完成させることを期待していないと言ったら、それは私が、私の神聖な意志から生ま
れた最大の仕事を失敗したとあなた方に宣言するようなものであり、そんなことはありえません。 

54 私は、あなたの魂が、途中で遭遇するすべての誘惑に勝利し、その後、新しい存在に光に満ちて上昇する時に、あ
なたが生きていることを知っています。 

55 今日、私があなた方と行ったこの顕現では、将来、あなた方が父と、また、思考によって仲間たちとどのようなコ
ミュニケーションをとることになるのか、そのアイデアを与えるのに役立つ指示を与えたに過ぎないのです。これが、あな
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たが到達すべきゴールです。しかし、このような騒々 しい作品にふさわしくない手段で到達しないように注意しなければな
りません。 

56 勉強し、行動し、我慢する。そうすれば、知らず知らずのうちに、精神と精神の対話ができるようになる。 

57 今日、あなたは木陰に来て、三度目の正直を語る声、聖霊の声を聞くのです。 

58 この日の高揚感は、途中の試練を経験したからこそのものです。 

59 最後の日、恐怖があなた方の心を支配し、あなた方は「目覚めた」のです。疲れた者は目覚め、弱い者は立ち上が
り、旋風に耐える力のある「木」を求める。 

60 人びとよ、あなたがたはわが慈悲の保護下にありながら、なぜ恐れるのか。信仰を欠くことのないように、わが指
示に従いなさい。私を信頼するときはいつでも、わが言葉があなたの口にあり、わが光があなたの理解にあることを忘れな
いように。そして、男性を驚かせましたね。あなたの不信があなたから離れていくたびに、あなたはあらゆる力があなたか
ら離れていくのを見たことを忘れないでください。 

61 あなたの魂は、それを知っているので、束縛を非常に恐れている、あなたはファラオのくびきを非常に恐れている
。あなたは世界の自由を愛し、それを通じて平和を求める。戦争や血や痛みを望まず、子供たちが混乱に陥らないように功
徳を積むことに努め、明晰さを備え、自己を刷新し、少しでも純粋さを保つように祈る。 

62 平和は私の中にしか存在しないので、私だけがあなたに平和を与えることができるのです。 

63 この平和を希求するあまり、宗教界をもっとよく見てみると、そこには平和がないのです。任命されたスポークス
マンの話を聞けば、彼らの言葉には平和の本質が含まれていないことが納得できるだろう。王家の住まいから最も惨めな小
屋に至るまで平和を求めるが、あなた方はそれを見つけることができない。 

64 なぜ、信者も未信者も、このような質素な会議室で私の言葉を聞くと、心が平安で満たされるのだろうか。この事
実だけで、あなたがたに自らを知らせているのは、私の神霊であることを証明するには十分ではないでしょうか？ 

65 私の平和をもたらし、勇気と信仰と強さであなたを満たし、あなたが人々 の心に祝福と平和をもたらす運命にある
ことを思い出させるために、私は3度目に来ました。人類はすでに、真の慈悲をもって手を差し伸べる者が来ることを待ち
望んでおり、大地はすでにその上に愛の種を蒔くために肥沃になっているのです。 

ペストは国から国へと広がり続け、未知の病気が発生し、科学がそれに対抗することができない。世界観の混乱とモラ
ルの退化が、世界を奈落の底に突き落としたのです。しかし、私の使者はまだそれらの苦しみを軽減し、それらの暗闇に光
をもたらすために来ていない、彼らは非常に準備が遅いので。 

66 もし、自分が困窮して服が擦り切れたり、貧乏だと考えて先延ばしにする人がいるとすれば、それは信仰心がなく
、気づかぬうちに私の神性を冒涜しているからだ。 

67 あなたはまだ、地上の強者たちの前にひれ伏しているのですか？あなたはまだ人間の豊かさに感動しているのです
か？いや、私の人々 よ、人間の人生における唯一の偉大なもの、真の価値は、魂の上方への発展であり、私の言葉はこれに
あなた方を導くものである。 

68 地上では偉大で強大だった人たちが、私の天国の門をくぐると、なんと貧弱なことか！ 

なぜなら、彼らは霊的な宝と永遠の命への道を忘れてしまったからです。私の国の真理は謙遜な者には明らかにされるが、
学問や教育を受けた者には隠される。彼らは霊的な知恵に対して、地上の科学に対して行ったのと同じことを行うだろうか
ら。彼らはこの光の中で、虚栄心のために王座を求め、争いのために武器を求めるだろう。 

69 私がこの秘密を明かしたのは誰なのか？あなたは、自分が以前に生きていたことを知っているだけで、自分が誰で
あったかを知らないのです。したがって、あなたは自分が誰であり、誰になるのか、どこから来たのか、どこへ行くのか、
知らないのです。だから、私は師匠としてあなたのもとにやってきて、あなたの知らないことをすべて教えているのです。 

70 父なる神は、ヤコブとその家族が真の神を認識し、その人々 が神の神性に対する信仰の種を保っているのを見て、
彼らを異教徒と偶像崇拝者の懐に住まわせ、そこで神の存在と力をあかしするようになさいました。 

71 そこで家長の家族が増え、その子供たちが新しい家族を作り、それが部族となった。しかし、その国の王は、自分
の支配下で成長する人々 を恐れていた。彼は、彼らの自由を奪い、彼らを鎖につなぎ、隷属を課して奴隷にしたのである。 

72 試練は大きく、長く、そして哀しいものでした。男たちは鞭の下で労苦して倒れ、女たちの心には涙と苦悩があり
ました。異邦人に対する信仰と強さを証明するために、屈辱と惨めさがその民に重くのしかかったのです。しかし父は、民
の悲しみに心を動かされ、パロにご自分の力を現そうとされたので、モーセという人を召され、民を救い出すようにと、備
えられ、霊感を受けさせられました。行って、パロとわが民の前に、わが義と力を現わしなさい。わが民も弱り、わがこと
を忘れ、その心を異教徒の習慣や信仰に感染させてしまったからである。忠実であり続けたあなた方に、私はこの任務を与
える。あなた方自身の中に自由の理想を燃え立たせ、パロにイスラエルを約束の地カナンに行かせ、彼らの神に仕えさせる
ためである。人々 が祈り、"見張る "ようにし、武器によって自由を得ることはできないと悟るようにしなさい」。 
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73 その人は何度もファラオの前に現れて民衆の自由を要求したが、そのたびに拒否された。そして、主はその正義を
貫き、エジプトに災いと厄災を放ち、その痛みと破壊は、王がモーセを呼び寄せ、彼とその民がその土地を離れることを許
すほどになった。 

74 イスラエルが自由を求めて出て行ったとき、ファラオはその人が本当に神の権威を持っていることに気づきました
。 

75 モーセは民の信仰を強め、旅の苦労と苦しみに耐えられるようにした。その旅は長く危険なもので、途中で疲労や
老衰で倒れる者も多く、約束の地を見ることはできなかった。しかし、彼らの子供たちは、イスラエルの民を待っている乳
と蜜の流れる地にたどり着いた。 

76 その土地は、まるで新しい楽園のように、征服した者たちの前に姿を現した。平和で、肥沃で、豊かで、広い渓谷
と澄んだ水と穏やかな空があり、そこに人々 が増えていったと。そこで、真の神への崇拝が花開いたのである。 

しかし、その平和と幸福は永遠には続かなかった。その民は、その祝福の国の中にあっても、誘惑と偶像崇拝と不和に
陥ったからである。活力を失い、再び異教徒や権力欲の強い民族に支配されるようになった。祈り、私を求める限り、それ
は強かったのです。しかし、その快楽と虚栄のために私を忘れたとき、それはわが恩寵を失った。 

77 ソロモンの知恵とダビデの霊感を思い出してください。しかし、誘惑に負けて、すべてを失ってしまったのです。 

78 その民は再び外国の属国となり、後に天皇の臣下となった。人々 はエホバとの契約を忘れていたので，父がそれを
更新して，人々 が救い主，メシアを約束した預言者のことばを実現する必要があったのです。メシアは、失われたものをす
べて救い、霊の故郷、天の王国、真の約束の地に至る道を世に教えるために人となられたのである。 

79 新しい解放者はキリストで、あなたがたに柔和を教え、ご自分の民をしもべと見出したら、「カイザルのものはカ
イザルに、神のものは神に返しなさい」と教え、こうして魂を自由にされたのである。 

80 モーセが約束の地に入らず、山の高みからその影像を見たように、キリストは十字架から、すべての子らを待つ天
の御国を見たのである。 

81 私に従った者たちは、どれほど苦しんだことだろう。国や州や帝国を越えて、彼らは求められ、迫害された。鞭打
ち、殉教、血の足場がそれらの行く手に立ち、多くの者が恐れずに祈り、わが名を語るために地の底を探し求めた。しかし
、クリスチャンを前にして、その堅固さと信仰を見たとき、死刑執行人の手が震えることがどれほどあったことでしょう。
支配者たちでさえ、彼らの前では震え上がり、また、師の名を口にして死んだ犠牲者たちの霊感に満ちた言葉を聞いたとき
、どれほどのことがあったことだろう。 

82 イエスの軌跡は血みどろであり、これは使徒や殉教者たちが辿った道である。しかし、多くの信仰の奇跡と多くの
愛の犠牲によって敗れ、征服された人々 の魂の中で、ついに光となったとき、戦いは終わったのである。 

83 私の言葉は国々 に響き、私の教えは心に浸透し、神の国の平和が地上に感じられるときが来たのです。キリストは
王たちにも貧しい者たちにも愛され、その存在を心に刻み込んだのです。国同士の距離が縮まり、多くの敵がいなくなった
。そして、私の名前は、すべての言語で愛を込めて発音されました。 

84 しかし、ファラオを倒し、砂漠の試練に耐えた人々 はどこにいるのだろう。その後、イエスの言葉だけを武器に、
犠牲の死をもって帝国や政権を打ち破った人たちがどこにいるのでしょうか。あなたがたに言うが、彼らは地上にいるのだ
。 

しかし、またしても私は忘れ去られ、わが律法とわが教義は偽られたのだ。それから私は、忠実で、謙虚で、無私であ
った魂を再び地上に送り、わが来臨とわが言葉を証言させるようにした。しかし、この民は、私がこの時代に、一つの民族
から、また一つの国から形成したのではない。神の民であるイスラエルは、肉によってではなく、御霊によって築かれたも
のであることを、私はあなたがたに告げたからです。 

85 私はあなたが誰であるかを啓発することができる唯一の人であり、私はあなたに言う。私は、あなたが何をするた
めに来たのかを明らかにし、あなたが進むべき方向を示します。あなた方はその強い民の種であり、別の時代に砂漠の苦難
を乗り越えて約束の地にたどり着いたように、霊の平和の国を獲得し、世界に光をもたらすために苦労してこの世に生を受
けたのであります。 

86 それゆえ、わたしはあなたがたの嗣業を示し、あなたがたの賜物を明らかにする。それは、あなたがたの畑を耕す
道具となり、あなたがたの戦う武器となるように。 

87 では、何を恐れているのですか？このまま奴隷でいたいのか？"いいえ、あなたの心が私に言っているのです。 

88 私は、さまざまな声の主を通して、地上の大いなる混沌を告げました。眠いながらも信じる者もいれば、疑う者も
いた。だから、戦争の知らせが届いて目を覚ますことが必要だったのだ。その子供たちが、私の言葉の実現を見て信じるこ
とができるように、呼びかける必要があったのです。 

89 見て祈りなさい。あなたの息子たちのことは心配しないでいい。 

90 イライジャは、あなたと国々 の前に進み、道を切り開き、真理の光によって魂を解放するのです。 

91 私の言葉を判断することを学び、その神の本質を発見するために、それを理解することです。 
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92 私はあなたを強くし、私の祝福を残します。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 239 
1 私を感じてください、私はあなたのすぐ近くにいるのですから。私の存在を確信する者は、心の奥底で私を感じる

。 

2 しかし、もう一度言いますが、誰もあなた方に信仰を強いたり、私に従ったりすることを強制しているわけではあ
りません。信仰の光は自ら発火し、あなたの愛を引き出してくれることでしょう。 

3 あなたは、この地上の谷で、わたしが理性の賜物を与えた特権的な被造物であり、わたしの力の作品、被造物、顕
現に満ちた広大な世界のただ中に置かれた者であり、それらは、それらを生かした主が全能であるという事実を証明するも
のである。 

4 しかし、ある時は狂信によって、またある時はファラオや皇帝の誤った信念の奴隷として、常に奴隷のような存在
であった。このとき、精神が現在獲得している自由と、その眼に映る明晰さに直面して盲目になっているのは、彼の心がこ
の自由に慣れていないためなのです。 

5 人間は霊的なものを理解する力が衰えていたので、狂信に陥り、曲がった道を歩き、他人の意思の影のような存在
になっていた。 

6 彼は自由を失い、自分自身の主人でもなく、自分の思考の主人でもなくなっていたのだ。 

7 しかし、光の時代が来たのだ──真実を求めて鎖を解き、翼を広げて無限に自由に飛び回るべき時が来たのだ。 

8 スピリチュアライゼーションは自由である。それゆえ、この時、私の声を聞き、この解放の教えの意味を理解した
者は、目の前に広い谷が開かれ、そこで全能の創造主である神が、神と人間との対話を確立するために来た時が来たことを
闘い、証することになるのです。 

9 すべての力と知恵と完全性を備えた神と、貧しさと無知と罪に満ちた人間との間に、人がありえないと信じていた
あの直接的な結びつきを、私は実現したのです。あなたのもとに来たのは私です。 

10 人間が主と交わることができるなんて、誰が想像できただろう。自分のビジョンに目がくらんで倒れ、メシアの到
来を告げた者たち、その祈りは深く熱を帯び、歓喜に包まれ、神を見ることができた者たちだ。 

11 今日、人々 は心が硬く、霊的なものに対する不信感が強く、自分の理解できるもの、拒否しないものしか信じない
が、自分の中では死の先に待っている生命を感じてやまないのである。 

12 このみことばを身近に感じてもらうために、あなた方のような人間の知性を使って、この教えを伝えているのです
。もし彼が私を受け入れるための準備の仕方を知っているならば、私は罪深い人間を通して自分を知らせるというのはどう
いうことでしょうか。 

13 夢の中であなたに語りかけるときにも、私は自分自身を知らせるという事実のどこがおかしいの 

だろうか。あなたの中には、あなたが生きている世界よりも上に持ち上げる何かがあるのです。それは神のイメージである
霊魂以外の何ものでもないだろう。 

14 目覚めよ、人々 よ、私を理解せよ。あなたがたは、わが教えと、あなたがたの霊魂とに専念しなさい。 

15 私は主人として、また父として、あなたのもとにやってきました。私が与えるすべての指示は、その日の仕事のた
めにあなた方を強くするものです。あなた方が世界の見解や教義の混乱の中で冷静さを保ち、私の教えを正しく解釈する者
となることが、私の意志なのです。 

16 ある人は、私が人を通して自分を知らせるから不思議に思い、これが父の意志によるものか、それとも人間の意志
によるものなのかわからなくなったそうです。しかし、人類を驚かせたのは師である。処女たちが眠り、灯火が消えている
のを見つけた "貞節な配偶者 "である。 

17 私がすでに出発していることを知らずに、わが再臨に備えようとする宗教団体があるのです。 

18 そして、私の呼びかけと、私が現在、人々 に私自身を知らせているという噂は、真実、私を語る証言と証拠ととも
に、地球の隅々 にまで届いたのです。 

19 しかし、私は多くの聴覚障害者に会い、また地上の名声にうぬぼれる者、さらに私の顕現を真理の霊として知らし
めることを恐れる者にも会いました。私のもとにやってきて、私の愛に信頼を寄せるすべての人を私は受け入れ、教えまし
た。 

20 この泉に来たとき、あなた方は皆、この世で取り込んだ塵から身を清め、食卓からパンを取るに値する者となり、
私の律法の葉を汚さないようにしました。 

21 世界に審判が下されるときが近づいているのです。すべての作品、すべての言葉、すべての思考が裁かれるのです
。国々 を治める地上の強者から、最も小さな者まで、皆、私の神の秤で量られるのだ。 

22 しかし、正義を報復と、賠償を罰と混同してはならない。私はただ、あなたがたに自分の種の実を刈り取って食べ
させるだけで、その味と効果によって、それが良いものか悪いものか、自分の蒔いた種が良いものか悪いものか知ることが
できるからである。 
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23 人間の悪事によって流された無実の血、未亡人や孤児の嘆きと涙、悲惨と飢餓に苦しむ無法者、これら全てが正義
を求めて叫び、私の完璧で愛情深い、しかし容赦のない正義が全ての人に下るのである。 

24 私は人間の王座、私に挑むその傲慢、その権力を取り去る。私は彼に、彼は私の子供であり、私の王国は謙遜な者
のものであり、私はそれを相続財産として彼に与えたいので、彼が謙遜であることを望むと説得します。"金持ちが天国に
入るより、ラクダが針の穴を通る方が簡単だ "と言ったのを覚えているか？ 

25 いつも私と一緒にいなさい。そうすれば、あなたはいつも私の平安を得ることができる。 

26 「労働者たちよ、あなたたちが私の領地から収穫した果実を集めるために、私がどのように降りてきたかを考えて
みなさい。 

27 ある者は冷淡に私を見るが、ある者は興味深く私に質問し、ある者は心から歓喜して私に感謝するのである。 

28 あなたがたに言うが、今日、不毛の地を耕す努力は、あなたがたの魂に安らぎと喜びを与えるであろう。 

29 疲れ果てた人を両腕で抱きしめた後、霊的な能力を乱された人に理性の光を与えた後、あなたの心はどんなに安ら
いだことでしょう。 

30 確かに、あなたの能力や才能を伸ばすには多くの時間が必要でした。なぜなら、この開発は現在の物質的な人生で
始まったわけではないからです。また、恐怖や信仰の欠如によって、より確実な歩みを続けることができません。しかし、
あなた方の中には、人類の中で最初に生まれたと自称できる魂がたくさんいます。 

31 今、あなたたちは第三の時代に生きている。それは、私が人間の知性を通して自 分を知らしめた時代である。 

32 かつて私が砂漠に引きこもったとき、私は人類を見捨てたのではなく、むしろ彼らのことを思い、彼らのために苦
しんだ。その後、地が開いて私の体の墓となったとき、私は子供たちから自分を引き離すこともしなかった。あなたが私に
与えた死を超えて、私の霊は救いの光としてすべての人の中によみがえったからです。 

33 私が1950年末に私の言葉が終わり、私の霊界があなた方に語りかけなくなると言ったとき、父とその霊のしもべ
たちの両方があなた方の生活を見守り続け、人類と光を必要としているすべての誤った魂のために執り成し続けることを理
解してください。 

34 見よ、わたしはあなたがたに腐敗しない新約聖書を遺す。わたしが住むあなたがたの心の神殿に、これを保管する
ことにする。だから、あなたは私を自分の中に抱えているのだから、どうして私を失うことができようか。 

35 あなた方は私の教えを学び、あるものは正義を、あるものは知恵と教えを、またあるものは慰めと癒しを、またあ
るものは予言を見出すだろう。私の言葉は律法であり戒めであり、道であり目標であり、愛である。また、新生への決意と
私の教えへの献身が強ければ強いほど、あなたを迷わせようとする声や呼びかけは強くなります。だから、あなたの魂に堅
固さを与えて、男らしさと良い兵士の強さを獲得するようにしなさい。 

36 私の愛と平和のキスをすべて感じてください。 

37 愛弟子たちよ、師のもとで安らかに眠れ。魂を取り戻し、体を強くする。 

38 私は、人種や階級を区別することなく、すべての人にわが光を当てている。ちょうど、すべての時代、すべての民
族に、私は偉大な霊を受肉させ、彼らを通して人類はわが神聖なメッセージ、法、予言、啓示を受けてきたように。 

39 あなた方への愛のために、私はあなた方が私を非常に近くに感じるように人間にもなりました。多くの人がイエス
の中の私を認識できなかったにもかかわらず、後に彼らの中で光となり、彼らは自分の誤りを理解し、私を愛しました。 

40 もう一度、私の教えを伝えます。しかし、私は人間になる代わりに、今、彼を通して自分自身を知らしめる。 

41 私は、科学が偽りの偉大さを与えた世界の中で、あなた方が精神的に迷い、弱く、病み、疲れ、無関心であること
を発見しました。世紀の栄光の中で、自分の中に平和がなく、まだ精神的なものを知らず、心の栄養も見出していないこと
に気づいたとき、あなたは永遠の神に目を向け、平和と愛の新しい使徒がいつ地上に来るのかを問うたのです。 

42 これは、私が私の話を聞くために召集した人たちに平和の責任を負わせる理由である。彼らは監視者として、わた
しによって準備されたからだ。 

43 人類が創造主に目を向け、赦しと慰めを求めるようになれば、第二の時代の予言のひとつが実現するのです。そう
すれば、人々 は私の光を救いの星として認識し、命のパンを見つけることができる新しいエルサレムへと歩みを導くことで
しょう。 

44 もうずいぶん前から、メロディアスな鐘が途切れることなく鳴り響き、人々 を誘っている。 

45 それは、あなたが不信や無関心、嘲笑に遭遇し、茨やトゲのようにあなたの心に突き刺さったと感じているからで
す。なぜなら、あなたは自分の親族や兄弟姉妹、また友人からこの痛みを受け取ったからです。 

46 安心しなさい、あなたは一人ではないのだから、とイエスは告げる。私はその心のドアをノックし、彼らは後であ
なたのドアをノックするでしょう。ただ、恨み辛みを抱かず、「目覚め」て、覚悟を決めてほしいのです。 

47 あなたの魂は私の食卓に招かれ、永遠の命の糧を食べるのです。ここ、このテーブルでは、それぞれの場所にファ
ーストもラストもなく、あなたが座ることのできる席はすべてマスターの近くにあるのです。その後、人を指導するために
出て行くとき、あなた方の心の中には、仲間を受け止め、愛するための場所が一つしかないのです。その時は、地球の大国
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にも、取るに足らない地方や小さな村にも通じる道を歩み出さなければならない。あなたは、あなたの種を受け入れるのに
適した土地として、魂の飢えと渇きをいたるところで見つけることができることを知るでしょう。 

48 私の出発の年である1950年が近づき、それが終わると、あなた方の間で準備が始まり、出発することができます
。誰が見てもわかるような時間にする。私は、あなた方が任務を開始するとき、魂が少し成熟し、信仰に強く、美徳を保つ
方法を知っていることを望みます。日々 の仕事において、あなたは私のインスピレーションに助けられ、それをスピリット
からスピリットへ受け取ることになるでしょう。すると、どれだけ多くの人があなたを待っていたかがわかります。 

49 この第三の時代には、私の顕現と、あなた方の知性による霊界の顕現によって、計り知れない慈悲を人類に注ぐこ
とになる。しかし、すでに最初の時には、わが預言者たちの口を通して、また二度目にはわが使徒たちを通して語ったので
ある。 

50 今日、私は新たにあなた方の仲間になった。私は、別の時にあなたに与えた教えの忘れられた葉を収穫するために
来ました。 

51 先ほどの教えを思い出し、その解釈を教えているのです。 

52 私は、この時代、人が正しく「光の子」と呼ぶために持つべき、もう一つの知恵の教えを明らかにするために、そ
の第六章で開いた書物である。 

53 このメッセージの内容を理解してこそ、あなたが聞いたのは私の声であり、あなたを教えたのは私の言葉であり、
あなたが見た光は第六の封印を放つ光であると、確信を持って世界に伝えることができるのです。 

54 ある時代、ある段階から、私はあなた方の精神の前にますます自分自身を示してきた。もし、子どもたちが父を知
らなかったら、父を愛することができるでしょうか。なぜ私があなたに愛を示すのか、なぜ私の存在を感じさせるのか、な
ぜ私の声を聞かせるのか、理解しなさい。 

55 これまで、真理や平和、高揚を求め、私を探そうとするあなたの意欲は、自発的なものではありませんでした。 

56 渇き、孤独、苦難、不幸、飢え、消耗を知るためには、精神の大砂漠を突き進む必要があった。そして、命の水を
求め、オアシスを求め、安らぎの地へ導く痕跡を求めて旅立ったのです。 

57 人生の砂漠は、あなたにどれだけ多くの教訓を与えてくれたことでしょう。人生の闘いの中で、あなたはどれだけ
多くを学び、痛みの中でどれだけ強くなったことでしょう明日、あなたが霊の約束の地に入り、新しいエルサレムの門が開
いて、あなたを平和の懐に迎え入れるとき、あなたは試練と浄化の広大な砂漠を横断した報酬の時を祝福することでしょう
。 

58 モーセは荒野をさまよう間、民を霊的に強め、ヨシュアは大勢の民を約束の地に入らせた。この地は、あなたの霊
に約束された永遠の、真の故郷の象徴、紋章に過ぎなかったのだ。 

59 今、イライジャは百倍の民の前に目に見えないように行き、砂漠の道を一歩一歩進んで、正しい人の家、真の愛と
真の知恵に満ちた魂の家である巡礼のゴールにあなたを連れて行くのです。 

60 何があなたをその約束された王国に近づけるか知っていますか？あなたの愛と慈悲と謙遜の業。 

61 今日、私の民は、自分たちが誰なのか、どこにいるのか、何をすべきなのか、知らない。しかし、ひとたび霊能者
が世界中に現れ、言葉で説き、私の教義によって彼らを鼓舞する光について作品で証言すれば、彼らはすべて一つになり、
お互いを認め、ついには団結して、新しいイスラエル国家を形成し、霊性化の防波堤となり、父の律法の真の解釈者となる
のである。 

62 私の光で、この時代に私に従うすべての人々 をマークする。私の光は、精神から精神へと流れ落ちるだろう。 

63 第二の時代には、私の犠牲となった死の血が心に流れ込み、魂を啓発したのです。 

64 第一の時代、罪のない子羊の血で家の戸を飾るという象徴的な行為は、その瞬間から私が神の啓示の道に置いたそ
の人々 に対する父の戒めであった。 

65 主は、三度において、従うべき者を確かな方法で示されました。しかし、私の愛の印は、すべての魂に永遠に不滅
に刻印されると、私は告げます。 

66 私の教えを聞いて反省しなさい、この時、私の話を聞く恵みを与えられた弟子たちよ。後に、あなた方は私の教え
を人々 に説明しなければならないからです。 

67 私の言葉は、すべての国の人間の口を通して聞かせなければならないと考えてはならない。いや、弟子たちよ、こ
れらの口伝を通したわが宣教が沈黙する時が近づいているのだ。しかし、証人として、その言葉と業を通して人類がわたし
に耳を傾ける民が残るだろう。あなたが私の教義を証言し説明することが、人が霊と霊との対話を始めるための準備となる
のです。 

68 今、多くの人々 が過去の聖典を調べ、預言者たちを熟考し、キリストの再臨について約束されたことを理解しよう
としていることをご覧ください。 

69 主は近くにおられる」「主はすでにここにおられる」「主はまもなく来られる」と言い、「主の再臨の兆候は明ら
かである」と付け加え、耳を傾けてください。 



U 239 

143 

70 ある者は私を求め、呼び、ある者は私の存在を感じ、またある者は霊において私の到来を感じる。 

71 ああ、もしすべての人の中に知識への渇きがあれば、もしすべての人が最高の真理の知識を得たいという願望を持
っていれば。 

72 多くの人は、私がこの世に来たこと、私が人間の理解力によって人に自分を知らせることを知らない。そして、私
があなたたちとともにいたことを知らないので、私の言葉の終結がすでに手近にあることをさらに知ることができないのだ
。 

73 しかし、もう一度言いますが、この民は隠れていたところから光の中に出てきて、私の来訪を目撃することになる
のです。 

74 なぜなら、彼らの取るに足らない不完全な仕事は、彼らの目には、人々 の信仰を呼び覚ますどころか、私の教えが
宣言する霊性化の否定と映るからです」。 

75 もし、あなたの恩義を見たら、世界はあなたをどう判断するだろうか？もし、霊的に飢え渇く人々 が、あなたの怠
慢や利己主義を見たら、どのように判断するでしょうか。それでも、私はあなたを信じて、私の指示を与え続けます。 

76 この民から使者、宣教師、使徒が起こり、部族、地方、村、都市、国にこの種を蒔き、その中にイエスの良き弟子
を現す日が来るだろう。 

77 魂が強い人は、わが真理を証しする人となる。何ものも彼らの行く手を阻むことはできず、私は彼らを通してわが
力の偉大な証拠を示すだろう。 

78 私の従業員の一人の愛の証しから、信仰を持った人々 が出発し、私のメッセージを広め、他の国々 へ光を届けに行
くことでしょう。そして、彼らもまた、その信仰、愛、霊性によって、心と国を征服することでしょう。 

79 その時の大地は肥沃であるから、闘いは大きく、激しく、しかし実り多いものになるだろう。事前に振っておくこ
とで、種が届いたときの準備ができるのです。 

80 というのも、あなた方が証しをする前に、世界観の戦い、宗教共同体の戦い、教義の戦いを目撃しなければならな
いからです。私の正義がある。そして、そのような大混乱の中で、あなた方はこう尋ねる人たちを聞くだろう。光はどこだ
？" 

81 これらの恐るべき質問は、人々 よ、あなたが来るための適切な時期を示すものです。 

82 あなた方は、あらゆる質問に答えるために、謙虚さと知識に満ち、真理の勝利への確信に満ち、自分の命を守るこ
とでも、危機的な瞬間を無事に乗り越えることでもなく、私の教えがあなた方の言葉と愛の業を通して勝ち取る心のことを
考えて来るのです。 

83 弟子たちよ、命をかけてはならない。この時代、人類にわが真理の最良の証言をするのは、あなたの命でも血でも
ないと、私は言わねばならない。 

84 時代は流れ、習慣は変わり、人々 は進化する。今日、彼らはあなたが説く教えの真理を信じる証拠として、あなた
に愛と誠意と親切心を求めるだろう。 

85 宣言された御言葉が、命の犠牲や血で封印されることによってのみ信じられる時代は終わったのです。ですから、
あなたがたは、迫害する者の犠牲になって死ぬ準備をするのではなく、作品や言葉や模範を示して、自分の人生をもって真
理のあかしをする準備をしなさいということを、私は申し上げるのです。 

86 長い間、この民はわが神の慈悲のもと、わが言葉のエッセンスに生かされながら、道を一歩一歩進んできたのです
。しかし、弟子たちがまだ主人になりきれないのを見て、主人は弟子たちを慈悲のマントで隠し、彼らにこう言いました。
あなたの気持ちをここで、私の父のハートの近くで磨き、純化させなさい。そうすれば、あなたは純粋に仲間を愛すること
ができるようになるのです。 

87 そうです、皆さん、自分を正したり、目覚めさせたりするのは、世界であってはならないのです。人が裁く者にな
ると、残酷で、非人間的で、不屈の精神を持つようになるからです。 

88 思いやりと慈悲は人の間には存在しない。仲間にどんな正義を求めることができるのか。あなたがたに残されたも
のは，真理と精神によって自らを整え，慈悲と正義のある主であるわれを信頼する外はないのである。 

89 人間の知性によってわが身が顕現した後の時代のために、私がどのようにあなた方を準備するかを見よ。その時、
あなた方は第三の時代の完全な実現に向けて自分の足で動くことになるのだ。そうすれば、私の精神とあなたの精神との間
の完璧な対話に近づくことができます」 

「人類が到達したことのない対話です。それは、モーセが山で聞いたような声ではなく、雷の中の物質的に聞こえる声であ
ろう。また、人がイエスを通して聞いた人間の声でもなく、今日、あなたがたが歓喜のうちに人を通して私を聞くような形
でもない。それは、主が子供たちに語りかけるために、他の時代に用いた形や手段が過ぎ去ったように、それもすぐに過ぎ
去るからです。 

90 さて、あなたの父との直接の対話は、あなたの霊魂が肉体から自らを解放することを学び、神の言葉を知って正し
く解釈し、その心が神に対する純粋で単純で高尚な敬愛が存在する真の聖域となったときに、あなたに訪れます。 
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91 民衆：この霊から霊への私との交わりという恵みは、あなただけのものではありません。霊魂に属する能力であり
、それが発揮されると、人間を霊的なものと結びつけて神に近づけるということを理解しなければなりません。 

今日、あなたにとってその接続はまだ難しい、あるいは不可能に思えるかもしれません。しかし、本当に申し上げたい
のは、霊化が与える準備を整えたならば、父と霊界との接触は、これまで実践してきたすべてのものの中で最も単純で簡単
であることを体験されるということです。 

92 精神から精神への対話は、遠大で無限の意味を持っているのです。それは、あなたのあらゆる能力、あらゆる才能
を開発するための基礎となるものです。 

93 彼女の中に永遠の叡智の書を発見するのです。祈りの中で、あなたは偉大なインスピレーションによって啓発され
るのを感じるでしょう。直感はあなたの人生の羅針盤となり、癒しのバームはあの世から直接あなたの手に届くことでしょ
う。今まで眠っていたすべてのギフトが眠りから覚め、人の心の中で花開くことでしょう。そして、あなた方の間で霊化が
現実のものとなったとき、あなた方の手は私の使徒ヨハネのようになることができ、あなた方は霊感の時間に、聖霊を通じ
て神の声があなた方に指示することをすべて書き記すことができるようになるでしょう。このメッセージの中であなたは、
声の主がその小さな表現力で伝えきれなかったすべてを受け取るでしょう。それと同様に、あなたは、明確で明るい予言が
あなたの知性に届き、霊性の時代を切り開く人々 に続く世代に道を認識させるのを感じるでしょう。 

94 そのようなときが来て、あなたがたが大群衆に向かって話すとき、あなたがたは聖霊の霊感のもとに話していると
は言ってはならないのだ。その感動の底にある真実を国民に発見させるのです。 

95 覚えておいてください。私が群衆に話しかけたとき、私の言葉の知恵や私の行いの正しさに驚いて、私にこう尋ね
る者がいた。それに対して私は、"You have said it. "と答えるだけでした。 

96 わが宣言を徹底的に研究すれば、それが1950年に途絶えるのではなく、神の言葉は永遠であり、神の子らを啓発
するために途絶えることがないため、継続することに気づくだろう。しかし、このような人間の声による布告は、わが意志
によって定められた時間に必ずや中止され、私があなた方の霊を通して自らを知らしめる時に道を譲るだろう。 

97 誰も私が自分を追い出すなどと言ってはいけませんし、この民衆の間に浸透している霊界がその後休息すると信じ
てはいけません、あなた方は真理から非常に遠いのです。この言葉を聞かなくなった日々 に、自分の中にマスターの存在を
感じ始め、自分をどんな恩寵に値する存在にするために守らなければならない準備を理解し、自分の人生の道を照らす灯台
や星のような恵まれた存在から自分を遠ざけない方法を模索するようになることを、今でも知り、私が言うことを信じてく
ださい。 

98 私は、あなたが高揚の証拠を私に与えるときはいつでも、あなたの集まりのそれぞれに私の存在の証拠を与えるこ
とを約束します。 

99 あなたがたの間でも、この民の間でも、準備の整っていない者たちが偽預言者として立ち上がり、--

私の言葉の核心を突き通すことができない者たちが、霊から霊へと対話をし、父がこう命じ、師がこう言ったと、それが真
実でないことを言い出すだろうからだ。 

100 目覚めよ、弟子たちよ。この言葉を聞く者は、誰もそのような異常の餌食になってはならない。また、あなた方の
中に偽りが生じたり、虚栄心で目が見えなくなったりすることを許してはならない。私はすべての人に、良い果実と悪い果
実、真実と偽りを見分けることを教えました。 

101 自分の発展と功労のおかげで得たものを兄弟姉妹に与えなさい。しかし、まだ達成できていないものを与えようと
は決してしない。 

102 偽りの預言をする者、兄弟姉妹の間で自分を偉くするために嘘をつく者、あるいはそうでなくても預言者のように
感じる者は、後に大勢の人々 によって暴露され、多くの涙を流して、真実を愛し、立ち上がる人々 と再び結ばれなければな
らないと、あなたがたは言うのである。 

103 人々 よ、目を覚ませ。危険な時が迫っているのだ。 

104 また、あなたの崇拝を奇妙に思う同胞から疑問を持たれるでしょう。あなた方を観察した後、祭壇がないこと、像
やシンボルがないこと、儀式や儀礼がないことを非難するでしょう。しかし、愛する者たちよ、悩んではならない。あなた
がたの礼拝は霊的なものであり、あなたがたは心の中に聖所や教会を建て、献金は生活の中で行うすべての業であり、それ
らが神にささげるにふさわしいかどうかはあなたがたの良心が語るのであり、あなたがたの祈りは霊から霊へであると語り
、言うのであります。 

105 もしあなたがはっきりと話せば、調査官は唖然として、あなたが真実を話したこと、あなたを攻撃するための誤り
がないことを理解し、安心してあなたを見送ることでしょう。 

106 このように私の教えを守る人は、自分の言葉を作品で確認することになるので、「精神主義の弟子」と呼ばれるこ
とになります。彼らは、あることを主張し、それを作品によって否定する者の仲間になることはない。 

スピリチュアリストを自称し、シンボルと呼ばれるものを崇拝して人生を過ごしている人を多く見かけます。そんな矛
盾を発見した人たちは、どう思うだろうか。 
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私はまだ、彼らに反省し、カルト的な行為を清算し、人生を新たにする時間を与えているのです。ある者は私の呼びか
けに従い、ある者は狂信的な態度に目がくらんで反抗する。 

107 私は、過ちを改め、霊化の道を歩む者を祝福する。偶像を捨て、金の子牛の周りで踊った後、物質化を捨て、精神
化の十字架を背負う人々 を祝福する。 

108 人びとよ、あなたがたの主人はあなたがたに言う。子供たちの無邪気さを見守り、小さな子供たちのために祈りま
しょう。この世代に、かつての狂信的なあなたの名残を引き継がせたくはないのです。彼らの先生になってください。彼ら
の精神はまだ肉体にその目的を明らかにしていないことを忘れないでください。なぜなら、彼らはあなたが最初に彼らを光
の道へと連れて行くことを期待しているからです。 

マスターは何を言っているのですか？家族の親であるあなた方は、御霊の働きの土台となるように、子供たちの心を形
成する義務があること。 

109 彼らを導くあなたの優しさと知性、彼らを導き正すあなたの知恵、彼らの苦しみを和らげるあなたの愛は、それら
の世代の道徳的、知的本質を形作り、滑らかにするノミとなる。 

110 あなたの子供達への最良で最も貴重な遺産は、彼らが強い国民、団結した健康で友愛に満ちた有益な家族を形成す
ることを可能にするものであろう。しかし、そのためには、互いに愛し合うことで、美しい模範を残す努力をしなければな
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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インストラクション 240 
1 準備をしなさい。この日、わたしはあなたがたに告げる。マリアを信じる者は、彼女の純潔を信じなければなりま

せん。なぜなら、彼女はすべての女性の中から、女性として、母として、無垢な完全性の象徴として選ばれたからです。彼
女は、繊細さ、愛、優しさ、貞節の世界のモデルでなければならなかったのです。 

2 彼女はすべての女性の完璧なモデルです。なぜなら、すべての女性の仕事は困難で、高貴で、犠牲を払ってまで自
己を犠牲にするものだからです。彼女の胸には最高の感情が宿り、彼女の子宮で人間が形成されるのです。女性は子供の心
に愛を目覚めさせ、子供の気持ちを善の道へと導き、泣くときは涙を乾かし、苦しむときは慰める。人間に最初の祈りを教
え、創造主の存在を明らかにするのは母である。マリアが最も愛する御子の犠牲の死に十字架の下に立ち会い、人類への愛
から命を捧げた御子の死の殻を胸に受けたように、母の影は人間の地上の生涯の終わりまで同行するのです。 

3 女性の精神的な課題は大きく、彼女の心、精神、子宮、すべての神経線維が敏感です。そうしてこそ、彼女は高い
使命を果たし、苦い杯を飲むことができるのだ。 

4 男と女は肉体的には違うが、精神的には同じである。彼らは皆、自分の完璧さを求めて努力している魂なのです。 

5 私は、人間の存在を甘美にし、喜びで満たすために、女性を人間のそばに置いたのだ。 

6 女の人生において、男は盾であり、守護者であり、主人である。彼の中に、わたしの光、わたしの律法、わたしの
力を置いたからである。 

7 こうして私は、この世であなた方を束ね、あなた方が歩むべき道を示したのです。 

8 自分自身を知り、そして仲間に手本や教えを与えることができる。 

9 異なる信念を持つ人々 と向き合い、同じ世界で共に生きていくのです。しかし、まず私の教えに従わなければ、進
んで教えようとは思わないでください。まず、自分が学んだことを十分に納得して、教師になれるようにする。己を欺かず
、己に難を作らず。 

10 私の基本的な啓示をあなたの精神に刻み、それがあなたの人生の基準として役立つようにしなさい。 

11 この精神的な指導に基づいて、魂の生活に必要な知識を保存すること。この先、さまざまなスピリチュアリズムに
出会うことになるでしょうから、間違った道を歩まないよう、用心しなければなりません。 

12 人生のどの瞬間にも、この世を去る準備ができるように、必要な準備をしておくこと。 

13 魂は、間もなく訪れる霊界での滞在では、あなたが夢見るような永遠の至福を味わうことはできないことを知りな
さい。借金の結果、永遠に苦しむことがないのと同じです。あなた方は私の教えの基本、すなわち愛を知っているからです
。したがって、誰もが自分の行いと悔い改めに応じて受け取ることになり、それによって魂の中の完成の理想がさらに大き
く目覚めることになるのです。 

14 また、魂が至福を享受したり、罰を受けたりするのは、物質的な生活の過程であると信じているわけでもない。 

15 魂は自らを浄化し、完成させる。直感と私の啓示は、魂が神から生まれ、神のもとに帰らなければならないことを
教えてくれるからだ。 

16 それゆえ、私は、魂が必要なだけ多くの機会を与え、その解脱を達成し、私の中で永遠の幸福を得るようにする。 

17 スピリチュアリズムは、あなたが所有し、あなたの中に抱えているすべてのものを明らかにし、教えてくれる啓示
です。自分が神の作品であること、自分が単なる物質ではないこと、自分を取り巻く自然のレベルや情念の汚れの上に自分
を引き上げる「肉」の上の何かがあることを認識させるのです。 

18 人間が霊性を獲得したとき、あらゆる戒律や教えは、その魂の光の一部となる。たとえ、私の教えの一文や一語を
記憶していなくても、それを理解し、感じ、従うからこそ、そのエッセンスを自分の中に持ち続けることができるのです。 

19 霊能者は、神の師であるキリストの教えを知り、それに従う純粋なキリスト教徒でなければなりません。キリスト
は、ご自身の愛の王国を人々 に遺し、人々 を一つの大きな家族にしようとたゆまぬ努力を続けて、人々 を救済された方です
。 

20 今、第三の時代、聖霊の光に照らされたあなた方は、私が三つの時代に与えた教えは同じ原理であり、時代によっ
て変わったのは外見上の形だけであることに気づいています。 

21 このように、「初」において、あなたの人生と心にはとてもシンプルさがあり、あなたは自然にとても近かったの
で、私はそれらすべてと調和するように自らを現したのです。自然の輝きの中で、あなたは私の存在を見、感じ、あなたの
魂はその不思議にうっとりし、それを通してあなたの主の意志を理解した。 

22 第二の時代、すでに人の心に利己主義が芽生え、人の心が悪に目覚めていた頃、私はあなた方の間に生まれ、あな
た方が神への崇拝として行っていること、そしてその業を理解させるために生まれたのです。あなた方が互いにしているこ
とは、わたしが命じたことではなく、したがって、あなた方に救いをもたらさないということです──あなた方がしている
ことは、人の目の前で律法を見かけ上満たしているだけで、心の中には偽善と利己主義が隠れているということです。 

23 イエスがあなたがたを導くべき原則と、あなたがたの逸脱した原則を示すことが必要だったのです。 
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24 私のやさしさ、愛、知恵、あわれみをすべて証しし、苦しみの杯を共に飲み、あなたがたの心が動き、心が目覚め
るようにした。心は善のために生まれなければならず、彼らの愛のために私が十字架につけられるのを見る痛みは、あなた
方が父に到達するためには愛のために苦しまなければならないことを思い出させる刺のようなものでした。自分の十字架を
背負って私に従おうとするすべての人に対する私の約束は、永遠の平和、霊において終わりのない最高の至福の時であった
。 

25 この時代の私の約束は、同じ、それは同じですが、あなたが浄化されるまで、本当に使用する必要があります。 

26 私が血をもってあなた方の霊魂に愛と正義のわが律法を書き記した時から、あなた方が生きている現在に至るまで
、あなた方の魂はより発達していると私は思うのです。彼らの理解力はより大きくなり、彼らの能力とパワーは私の新しい
啓示を受け取る準備ができています。 

27 今日、あなた方は信仰の偽りの教義と真の教義とを自分自身で区別する方法を知っています。というのも、世界観
、理論、教義、宗教、「科学」が四方から現れ、その力は時に弱者の心を迷わせ、どの道を進めばいいのかわからなくなる
からです。 

28 この時期は、人々 がスピリチュアルな道を歩むための決定的なステップとなるため、非常に重要な時期です。 

29 多くの暗い目隠しが落ち、狂信と偶像崇拝が消え、多くの出来事の経過のビジョンが消え、伝統が根こそぎなくな
るだろう。そうすれば、刹那的なものはすべて捨て去られるでしょう。 

30 私の子供たちよ、自分の生活に満足し、自分より良い暮らしをしている人を羨ましく思ってはならない。卑しさの
中で、あなたは私に近づき、よりよく私に仕えることを忘れないでください。 

31 あなたの行くところ、あなたの人生の取り方、そして私があなたに与えた品々 をどうするかということに心を配り
なさい。 

32 私の愛を捧げます。私の愛は、あなたとともにあります。 

33 この第三の時代に姿を現したキリストを疑う者は、第二の時代の人間としてのイエスも疑うのだ。私の愛と私の本
質は同じだからだ。もしあなたが、あの時、ディバイン・マスターがあなたに残した遺産をもっとよく理解したいのなら、
あなたの魂の進化が徐々 に許す範囲で、私の知恵と私の啓示が、あなたの人生において、これまで以上に明瞭に姿を現した
ことに注意を払わなければならないでしょう。 

34 もし、あなた方が、私が知りたいと思っている教えの謎を突き止め、あなた方自身の中で未知のものに対する恐れ
をなくし、敬意と謙遜という霊化によって自分自身を準備するならば、私はあなた方に多くのことを明らかにすることがで
きるでしょう。あなたの霊の目が開くとき、そこにキリストがおられ、困窮者の痛みの街を歩き、今も愛の十字架を背負い
、この人類の多くの必要に血を注いでおられるのを見ることでしょう。あなたは、師がすべての人に慈悲を注ぐのを見るで
しょう。あなたは、師が霊的な場所でも、熱心に師の言葉や説教を聞く弟子たちに囲まれており、その霊感によって、彼ら
は暗闇に生きる人々 に光を送るために啓発されていることを発見するでしょう。 

35 このように、霊的なものを突き抜けることができれば、彼を見ることができるのです。そうすることで、少しは主
を知ることができるようになるのです。聖霊が何であるかを知ろうとすれば、神聖な言葉から発せられる知恵の光の中で聖
霊を発見することができる。そこであなたは、無限の知性として、あなたを啓発し、同時にあなたを慰め、癒す霊的な恵み
として、主を知るようになるのです。 

36 だから、この言葉を声帯で聞くときは、その意味を探らなければならない。この言葉の中に、私の教えの本質があ
る。 

37 キリストが人間として、また霊としてあなたに与えた御言葉を理解したとき、あなたはあなたの神が何であるか、
その啓示の三位一体を知ることになり、そして、真実に神を愛し、神があなたのところに来たすべての形態において神を信
じることになるのである。 

38 この高みに到達すれば、目に見えないところで人の心を啓発し、善の道へと導く教師としてやってくる高位の霊の
ようになるのです。人間の頭脳を使っても、自分たちの存在を知らしめることはできない。しかし、あなたは、この世界で
自分を準備するすべての人に良い影響を及ぼすでしょう。あなたは彼らを啓発し、鼓舞することでしょう。あなたのコミュ
ニケーションは、スピリットからスピリットへのものであり、このタスクを達成したとき、あなたの前にアセンションへの
新たなステップが現れます。こうして魂は御父の懐に入り、自らを清め、自らを完成させ、神の霊の最も純粋な光と融合す
ることができるようになる。 

39 私はすでに、あなたが昇る次の段階への準備を進めています。あなたには理解できないだろうから、他の人のこと
は話さない。7つの段階があることを知っていただければ十分です。そのひとつひとつに、あなたの魂のための恵みがあり
、あなたが神の臨在と、私に従うすべての人のためのわが約束の実現に最終的に到達するまで、次のステップを踏むための
助けとなるでしょう。 

40 あなたの心は、このレッスンのすべてを把握することはできません。それでも、あなたが私に会うと考えるとき、
あなたは私を肉体の形をしたあなたと同じ存在として想像しているのです。しかし、わが懐で永遠に生きるために、自分の
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肉体と一体化することを期待する者はいない。これは、使徒たちがあなた方に語った「肉の復活」ではない。魂だけが、さ
まざまな肉体を次々 と身につけて地上に現れ、霊的存在として終末への道を歩んだ後に、永遠を知るようになるのです。 

41 人類が解釈してきた「最後の審判」は誤りである。私の判断は、1時間や1日のものではありません。それは、以
前からあなたに迫っていた。しかし、まことにあなたがたに告げますが、死体は、彼らに対応する自然の王国と融合するよ
うに運命づけられ、その運命に従いました。地のものは地に帰り、ちょうど霊的なものがその家、すなわち私の胎内を目指
すように。しかし、私はこうも言っています、あなた方は自分自身で判断するのです。私の神性の光を受ければ、自分の行
いを認識し、自分の功績を判断することができるからです。 

42 霊の谷 

"には、混乱し、心を病んだ多くの存在がいる。あなたがそこに入ったら、私のメッセージと私の光を彼らに届けてくださ
い。 

43 今でも、彼らとつながることができる祈りによって、この慈悲の形を行使することができるのです。あなたの声は
、彼らの住む場所に響き渡り、深い眠りから彼らを目覚めさせるでしょう。彼らは悔恨の涙を流し、身を清めるだろう。そ
の時、彼らは一筋の光を受け、過去の虚栄心、誤り、罪を理解するのです。 

44 良心が目覚めたときの魂の痛みは、なんと大きいことでしょう。そして、最高裁判官の眼差しの前で、なんと謙虚
になることか。赦しを求める願い、誓い、私の名の祝福が、その存在の最も奥深い部分から、いかに謙虚に湧き出ることで
しょう。今、魂は御父の完全さに近づけないことを悟り、その視線を、目標に近づく機会を与えてくれた時間と試練の活か
し方を知らなかった地上に向け、罪を償い、果たせなかった任務を果たすために別の体を求めるのです。 

45 では、誰が正義を貫いたのか？精神そのものが、自分自身を裁いていたのではないのか。 

46 私の霊は、あなた方が自分自身を見るべき鏡であり、あなた方の純粋さの度合いを教えてくれる。 

47 霊的なものになれば、霊が自分についての悟りを開いてくれるでしょう。記憶が鮮明になり、忘れていたことを思
い出せるようになる。なぜ、私の正義を恐れるのか、それは、あなたが受けるべきもの以上のものを受けていないからです
。代わりに今、自分の行いを恐れてみてはいかがでしょうか。あなたの判断の神秘を理解するために、私がどれだけ親切に
あなたの理解を許すか見てください。 

48 真実からかけ離れた狂信はあきらめろ。 

平和と光と祝福の教えを含む私の教えを振り返ってみてください。 

49 たとえ、あなたが "霊的な谷 "を越えた人たちを忘れても、主人は誰も忘れないのです。 

50 霊的な世界にも、真理の光に目を閉ざし、自責の念と混乱と苦痛の鎖を引きずって彷徨う人々 が眠っている。 

51 私は、あなた方が病気を癒し、地上に共に住む仲間だけでなく、あの世に住む存在にも道を示すことで良いことが
できると伝えるために呼び寄せたのです。その中には、病人や迷子、愛と慰めを必要としている人たちもいます。彼らは、
私の前に純粋に立ち入るために、苦痛の中で自らを清める者たちである。しかし、あなたの祈りと慈悲と寛大な思いで彼ら
の贖罪を助け、彼らの苦しみの時間を短くすることができます。 

52 私の普遍的な愛の教えは、生命の世界を分ける境界線を引くことなく、すべての魂を統合し、互いに近づけるもの
であり、ビーイングが霊的な愛で互いに愛し合うようにするものです。 

53 闇の軍団が嵐を呼ぶように人類に襲いかかり、混乱を招き、心を暗くする。そして、この人類は、こうした裏切り
者の攻撃から身を守るための武器を持っているが、ある者はその使い方を知らず、またある者は自分がその武器を持ってい
るとさえ思っていない。 

54 戦争にも、殺人にも、卑しい情念にも、それらの力の影響は存在する。光に目を開き、私が託した愛と正義の霊的
武器を知っているあなたたちは、世界と霊的世界のために祈り、互いに憎み合う者たちを和解させ、愛すること、許すこと
、祈ることを教えてください」。 

55 しかし、あなたが地上で行う善行は、混乱した魂を照らす光となり、あなたの祈りは、混乱から解放するバームと
なることも忘れないでください。誘惑や悪い霊感と戦い、光の勝利を経験することができるように。 

56 あなた方が人々 に伝えなければならないメッセージは、人々 に自分たちの資質や能力、中には未知のものや未開発
のものを認識させるものだからです。 

57 あなた方は善行によって教え、科学によって見捨てられた者に健康を回復させ、人が永遠の刑罰を受けると言った
魂を救うのだ。ある者も他の者も、私の作品の栄光を認め、その目から暗い包帯が落ちるだろう。 

58 それは、私が自分を見せる時であり、すべての人に自分を感じさせる時であり、世界に語りかける時なのだ。 

59 今日、私はあなたがたに言います：マリアの模範に倣って、魂の清らかさを保ちながら旅をする人は幸いです。マ
リアは純潔と柔和です。彼女を愛する者は、彼女を手本にするべきだ。彼女の名前を繰り返しても、愛していると言っても
、あなたの行動がその言葉と一致していなければ意味がありません。 
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60 真の人間的、精神的価値を認識し、地上の栄光という偽りの魅力に惑わされないことです。あなたの光は、すでに
すべての偽りを明らかにすることができます。純粋さをアピールしながらも、中身は闇しかなく、見た目は華やかでも暗い
道へ誘う作品が多いことに気づくこと。 

61 だから、あなた方は、私が自分自身を知らしめるために、あなた方の生活、行動、試練の中で、私の宣言の瞬間に
あなた方の唇から出る言葉にふさわしい履行を示す責任を負っていることを理解しなさい。人々 は、あなたが魂の高ぶりを
行動に示すことを期待して、あなたを見つめているのです。透明な鏡のような存在でなければならない。この時代にわたし
を聞かず、神のしもべと自称する者の行いが必ずしも許されるものでないとすれば、世間はそれを驚きもせずに見ているの
である。しかし、あなた方の中に同じ不正な行為を見たとき、あなた方を観察する者は必ず憤慨するだろう。なぜなら、あ
なた方の中にこの恵みがあるにもかかわらず、あなた方が受けた教えに反する行為を行うことができることを理解できない
からだ。 

マスターが教えてくれる。私に従おうと決意したときから、スキャンダルに気をつけなさい。その日から、あなたの魂
は、それを傷つけるものをすべて拒絶するようになったことを忘れないでください。そして、善の道を維持し、すべての責
任を感じなければならないのです。 

もしあなたがたが私に仕えるなら、もしあなたがたが私の意志に自らをゆだねるなら、それはあなたがたが私を認めた
からであり、私の宣言の真実に完全に確信を持ち、あなたがたの中に何の疑いも存在しないからである。 

62 このように私の奉仕に献身するあなたを見たとき、私は、あなたが同胞のために偉大な慈悲の業をなしていること
を告げました。私はすでに、使命を精神的に果たすことが、人間的な義務を果たすことを妨げるものではないことをお伝え
しました。 

誰も私の教えの単純さを複雑にしようとしないでください。私の教えのエッセンスを伝え、人々 に感動を与えてくださ
い。 

63 わが神意があなたの知性と一体化したことが、あなたにとってどれほど驚異的に見えることだろう。これに対して
私は、霊である神と、その霊のおかげで創造主と似ている人間に関することなので、最も自然なことであると言います。あ
なた方は、まだ知ることを許されていない多くの謎を突き止めたいと思っているようですが、それを明らかにするのは科学
ではなく、創造主への愛に基づく精神であるとしか言いようがありません。 

64 私の仕事を、私があなたに与えたのと同じように単純化して明らかにしなさい。そうすれば、あなたの仲間は、彼
らが達成した発展によって、それを理解するようになるでしょう。もし、あなたの行動が、あなたが受ける栄光に値するこ
とを明らかにすることができれば、あなたの仕事は賞賛に値するものとなり、人はあなたを通して私を信じるようになるで
しょう。 

65 あなたの魂が、この世の疲れと労苦から離れられるように、わたしはあなたの魂をわたしとともに受け入れる。 

66 地上のさまざまな場所から、私の指示と私の平和を望んでやってくるのです。私の言葉を聞くと、父親のような温
かさを感じ、心が落ち着く。 

67 私の言葉を伝える集いの場に喜んでついてくる者がいるが、世を恐れてそうしないのだ。しかし、他の人々 は、内
なる声があなたの歩む道が正しく、真理に至る道であると告げても、あなたを軽蔑の目で見るのです」。 

私は地上のあらゆる場所、あらゆる心の中に自らを顕現させた。私はインスピレーションや直感、夢や啓示を通して彼
らに語りかけます。 

68 私は今、疑いと信仰の間で迷うことのない、私が残す書物の真価と正しい解釈を与えてくれる未来の世代を準備し
ているところです。 

69 彼らは、以前の時代の予言の成就を告げるものである。 

70 この時の記録は、私の言葉を聞いていないすべての人に知らせることができるように、あなたに託します。あなた
の本当の闘いは、私が去った後にやってくるのです。 

71 私の教え、あなたの礼拝の仕方、あなたの行動は、宗派や教会から来るかもしれないすべての人が調査するための
判断材料となるでしょう。その際、間違いを指摘する必要はないでしょう。それどころか、誠意と愛情をもって彼らを迎え
入れ、私の作品をすべて見せなければならない。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 241 
1 私は、魂のパンである神聖な言葉を養うために来た人々 、あなたを受け入れます。私は、あなたへの愛から、あな

たのもとにやってきました。ああ、苦痛と血と恐怖にのみ向かう者たちよ。物質主義の影が人の視界を暗くしたため、その
償いへの道が見えなくなってしまったのです。 

2 少なくとも、わたしを聞くあなたがたは、わたしのことばを喜び、わたしのうちに慰めを見いだす。このため、人
類はその知性と感情を誤り、真理を求める代わりに、混乱に向かって努力しているのです。今日の偉大な人間の知性は、犯
罪の中で栄え、これを彼らの理想とする。 

だからこそ、私は以前から、私の弟子と呼ぶ者たちに、「もし彼らが私から託された使命を果たすならば、彼らの模範
は、他の人々 の生活、思考、発言に、これほどの影響を与えるだろう」と語ってきたのです。今日、私は以前は無駄だと思
っていた自分の精神を使うようになりました。 

3 弟子たち：人間の精神が立ち上がり、自らを解放し、本来の畑で働くとき、この世界が飲む苦しみの杯は終わりま
す。人間の心と体に霊性が開花すれば、あなたの人生のすべての道にも花が咲くでしょう。「私は、私の弟子となることを
望み、私の話を聞いて感性を見いだす人たちにこそ話すの です。 

4 我が民よ、人生の一瞬たりとも無駄にすることのないよう、気をつけよ。互いに愛し合い、今までそうしてこなか
ったことの痛みを感じなさい。自分の過去の本質的な善行と悪行を深く反省する。この反省から良い実りが生まれるからで
す。そして、将来のことを考えましょう。"これからの時代のために何を準備してきたか "と自問自答してください。 

人類が死によって覆われ、常に脅かされているのを見せないようにしている眠り 

から目覚めさせるために、何かしなければならないことを理解するだろう。 

5 ああ、人間の虚栄心よ！ああ、この地上であなたの栄華と栄光を求める人間たちよ。 

6 殺す言葉を話すために、あなた方は自分のために玉座を築き、そこから戦争への命令を聞き、破壊と死を呼び起こ
すのだ。 

7 人間の知性は、良心、正義、慈悲である霊性と一体でなくて何でしょう。その人たちは、どんな言葉で、破壊の大
兵器を発明した神に、その光で応えようとしているのだろう。今、抱えている借金を何で返すつもりなのか。彼らは、自分
たちが蒔いた大きな種を収穫して、どう対処したいのだろうか。 

8 そして、私について語り、私の弟子や召使いと名乗るすべての人に、私は問う。この瞬間に、あなたは何をしてい
るのか、世界を守るために何をしてきたのか。 

9 この時代に我を聞く子らよ。私の愛の仕事をしなさい、私があなたに求めるあなたの人生の一部を、あなたの隣人
のために捧げることを急ぎなさい、それは同時にあなたのためにもなるのです。 

10 私の作品には兵士が必要です。戦場では何の役にも立たない命を、なぜこの精神的な戦場で失わないのか？ 

11 その分、愛と知識に満ちた講義を行い、心を和らげ、目覚めさせるよう指導してください。あなたを愛し、あなた
を守り、あなたを救うという仕事に専念している私の神聖な存在を見てください。人間である私でさえ、あなたのために全
生涯を捧げたことを忘れないでください。わずかな種を刈り取ることに満足してはならない。あなたが「来世」と呼ぶもの
に入るとき、私に託す贈り物は何でしょう？わたしは、わたしの泉の水を豊かにあなたに与えた。ほんの数滴でも私に返し
たいのですか？良い行いで証人になりましょう。 

12 この時代、あなた方に啓示された霊的才能は、その澄んだ水を同胞の魂に注ぐために光り輝くようになったのです
。愛の源として、絶え間ない贈り物として、苦しむ者の心を照らす燃える灯火として、常にあなたがたに姿を示してきたあ
なたの師から学びなさい。私の言葉のひとつひとつは、運命のゴールに向かう旅人の道を照らすたいまつのようなものでは
ありませんか。このメッセージは、あなたを神に近づける新しい啓示ではないでしょうか？ 

13 私の教えと私の法則を感じ、生きた者だけが、私の作品において「先生」と名乗ることができるのです。この言葉
が導いてくれるのは、その中にある高さと低さを認識できるようになるためです。偉大になろうとする精神は、偉大な作品
にしか興味を示さないからだ。小さき精神はただ小さきものを求め、信じるためには、痛切に余分なものを切り離し、父な
る神の愛のうちに自らを強化しなければならないのである。 

14 一方、偉大な精神は、その高い理想や愛の使命のために、あなたが彼の最も大切だと考えるものでさえ犠牲にする
のです。 

15 第二時代の私の弟子たちが、私に従うためにすべてを捨て、あなたへの愛のためにすべてを捧げたことに驚いてい
るのですか？ 

16 私の言葉は、すべての人が愛の道へ戻るよう招いています。そこで多くの人は、同胞に対して憎しみや恨みを抱い
ていたこと、彼らを愛し続けなかったことを恥じることでしょう。そして、痛みと同時に悔い改めの喜びを感じながら、再
び心から彼らを抱きしめるのです。そうすれば、霊性が発揮され、地上の人間は消えていくでしょう。 
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17 偉大な魂についてもっと教えてあげよう。彼らは侮辱に弱く、打撃に弱い。彼らは、そのようなつまらないものを
平然と見て、それを実行する者を哀れんでいるのです。彼らはこのような些細なことを超越して、偉大なものだけに目を向
けているのです。 

18 皆さんは大きな試練を乗り越えなければなりません。絶望しないように、そしてそれによって自分の弱さを恥じな
いように、とても強くならなければなりません。 

この言葉を聞いて、このおいしい食べ物の詰まった食卓にやってきて、私の知恵で栄養をつけたあなたたちは、強くな
り、あなたの愛で仲間を励ましてください──。 

19 善を行う者は、キリストの使徒である。しかし、そのようなことを証明する肩書きは必要なく、また、自慢する必
要もないだろう。 

20 私が未来の悲しい出来事を明らかにするとき、あなたは私に何と言いますか？あなたのところに慰問に来るような
不届き者に、あなたは何を提供できるだろうか？ 

21 私はただ、「私の種を蒔きなさい」と言うだけです。この教えは、あなたの遺産です。もし、あなたが自分の魂の
奥底に入り込む方法を知っているならば、あなたの心に絶え間なく戻って来て、その光であなたの心を照らしてくれるメシ
アをそこに見出すことができるだろう。 

22 明日、私の来訪を知るために来る人たちは、2つのグループに分けられる。疑って来た人が、私の言葉の愛に触れ
たので、信じて悔い改めながら去っていく人もいます。そして、不信心で来て、同じように不満を持ち続ける他の人たちは
、魂よりも肉体、思慮深さよりも制限に満ちているからです。しかし、私の新しい弟子と呼ばれ、聖霊によってしるし付け
られたあなた方に、私は言います。あなた方はいつ、愛のわざの模範によって世を啓発し始めるのですか？ 

23 聞いてください。私が地上であなた方と一緒にいたとき、人々 は大勢で私のところに来た。--

高位の者、虚栄心に満ちた者、私の話を聞こうとひそかに私を探し求める支配者たち。ある者は私を賞賛したが、恐れて公
然と告白せず、ある者は私を拒絶した。男、女、子供からなる大勢の人々 が私のもとにやってきて、朝も昼も夜も私の話に
耳を傾け、いつも主人が神の言葉を与える用意ができているのを発見したのだ。彼らは、主人が我を忘れているのを見て、
主人の体が弱り、声が鈍くならないように、何時に食事を取ったか説明することができなかった。それは、イエスがご自分
の霊から力を得て、ご自分の中に滋養を見出されたことを知らなかったからである。 

24 同じように、神の愛に感化され、同胞を慰め、支え、愛するという仕事に自分の存在を捧げる人は、自分の魂の中
に未知の強さと栄養を見出し、その闘いに一瞬たりとも疲れることなく自分を支えてくれることを、あなたもいつの日か学
ぶことでしょう。 

25 このようにして、今日と同じ民、そして明日には世界中で一つの共同体を形成する民、すなわち神の民の中に、私
は自分自身を現すのである。 

26 私に学び、自分の才能を発揮して、自分自身と人類への大きな借りを返すのだ。自分の償いを快く受け入れ、この
負債を自分の気に入るもの、難しくないもので支払おうと欲してはならない。しばしば、あなたは犠牲や放棄をしなければ
なりません。 

27 私はあなたの命を求めているのではなく、ほんの数時間、ほんの一部の時間を求めているのです。 

28 イエスがあなたと一緒にいるために、彼の母を残して行ったことを思い出してください ── 

彼の地上での唯一の存在であった、最も愛に満ちた母を。生前は彼女のもとを去り、十字架から命からがら連れ出されたと
きだけ、彼女の腕の中にいたのです。私はあなた方に多くを求めず、私があなた方に与え、教えたことのほんの一部だけを
求めます。 

29 苦しんでいる人を慰め、病人を癒し、失われた人を救って命を捧げよ。しかし、私のために死ぬ覚悟があることを
示すために、自分を殺させるな。 

30 私の教えには、非難する者も非難される者もなく、怒らせる者も怒らせる者もないものとする。そこには、私の教
えを実践して上へ上へと進化しようと努力する者だけがいるのだ。 

31 あなたは私に到達するためのすべてを所有している。世界は学校、人生は教科書、私のインスピレーションは光で
す。主人は私、民衆は私の弟子。だから、私は絶え間なくあなたがたを呼び、あなたがたに告げるのだ。あなたたちは、私
の愛の中に居場所を見つけるのです。 

32 私の教えを一人にしないでください。私が示すこの愛を前にして、冷たくしないでください。ある人間の唇が、わ
が霊の言葉をもってあなたがたを啓発していることを忘れないでください。 

33 私の教え、私の律法をもってあなたがたに宗教をもたらしたと地上で言うとき、私の目には、ただ一つの礼拝があ
る、と言う。 

34 互いに愛し合うという神の至高の戒めは、すべての人間を結びつける法となり、彼らが兄弟姉妹であると感じ、互
いに守り、互いに寄り添い、誘惑から守り、人種や信条の違いに腹を立てずに互いを認めるように啓発するのです。 
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35 そのような世界を想像すれば、愛と尊敬と正義の法則に支配された一つの家族として、平和な世界を想像すること
ができるでしょう。 

36 これらの予言は実現するでしょう。あなたの世界は永遠に暗闇と罪の谷となる運命にはないのですから。 

37 美徳は庭の花のように人の心の中で輝くでしょう。あなたがたに言っておく。その美しさを持つ花は、罪人を救う
ために神から出るアイデアやひらめきのようなものです。 

38 近くに来なさい、これがあなたの道です。ここには貧しい人のためのパンがあり、苦しんでいる人のための慰めが
あるのです。来て、何も恐れない。 

39 イスラエルの幸いな民よ、父はあなたがたに言われる、「良心の声を聞き、知性を鍛えよ、わたしはあなたがたひ
とりひとりに、わがことばを消えないように書き残す。私の霊である知恵の源から流れ出る、今私が溢れ出している生きた
御言葉を聞いてください。 

40 私はすべての道を開き、すべてのわが子が私のもとに来ることができるようにした。今こそ目覚めの時であり、過
去の時代のわが言葉と、私があなた方に与える新しい啓示を明確に示す時であり、それはあなた方が所有者となる本の完成
、第三部である。 

41 私の教えの偉大さを隠していたベールを、あなた方から取り去ったのだ。第二時代に種を与えたのは、あなたが種
をまき、育て、適切な時期に発表するためです。 

42 しかし、私は委託された種蒔きから実を要求し、長い期間を経て、わずかな粒を収穫したに過ぎない。新しい世代
が地球にやってきて、私の最後のメッセージを受け取ることになるのです。今、このタイミングで準備しているので、お伝
えします。新しい時代を切り開くときが来たのです。 

43 先達は私の仕事の最初の労働者を発足させ、次にマスターは本を開いて、人類のための光、知恵、救いであるその
すべての内容を示しました。こうして、あなたには恵みの瞬間が訪れたのです。信条も世界観も異なる男女を束ねました。
私は彼らの心の中に入り込み、苦渋と失望だけを見た。そして、私の言葉を聞いても、拒否せず、心を閉ざさず、疑わず、
愛と尊敬の念をもって受け止めました。 

44 私は、彼らが私の神性のすべての顕現を研究することに専念するのを見た。彼らは、それらが信頼でき、大きな意
味に満ちていることを知り、彼らの心は励まされたのである。しかし、私は彼らにこう言ったのです。「私はあなたを愛撫
し、あなたは私の愛撫を楽しんできた。そして、以前はぎこちなく、沈黙していた唇が、神の言葉とともに語られるように
なった。私は彼らを通して自ら言葉を注ぎ、彼らは私の声の担い手となったのです。 

また、信仰心にあふれた人に出会ったときは、教会の指導者にして伝えました。ハートを描き、そこから教会を形成す
る。心の強さで武装せよ、人の心の荒みとぶつかるからだ。トーマスの種に水を与え、心に芽生えさせるために、未信者と
格闘するのです。しかし、私はこの種を根こそぎ取り除き、あなたの仕事を手伝います。あなた方ひとりひとりが、仲間の
道を照らすたいまつのようになるのです。 

わが顕現の時が終わり、霊から霊への通信だけになったとき、あなたは指導を続けるでしょう。そして、人々 は不思議
に思い、どこで学んできたのかと尋ねるでしょう。そして、私の教えが刻まれた心の書を見せれば、そこから新たなインス
ピレーションが湧いてくるはずです。 

45 私が旅立った後に備えて、苦労して残しておこうと思います。そのために長い期間を設け、その間に私の仕事を理
解してもらう機会を多く設けました。 

しかし、私は物質的な目には見えていない。しかし、それは肉体の目である必要はなく、霊に照らされ、魂が私を感じ
る聖域として、私を見る霊的なまなざしなのです」。 

46 私は、私の仕事を明らかにするために、さまざまな分野で「働き手」を用意しています。私の教えを聞いている間
、あなたの魂はどれほど多くの幸福な時を過ごしたことだろう。私が与えた奇跡に、あなたはどれほど心を奪われたことだ
ろう。あなた方が私を認めるように、私はあなた方に無数の証拠を与えた。あなた方が準備でき次第、私によってこの教え
を知るよう運命づけられた人々 を受け入れることを望むからだ。あなた方は、苦しむ心のために、兄や姉のように努力し、
彼らを助け、彼らの支えとなるのです。迷える羊をハードルに戻し、苦しみを和らげ、仲間を救え。 

47 疲れたら十字架を助けてあげるし、ミッション達成の山登りも教えてあげる。果たさなければ、何を期待できるの
か。私の話を聞いた後、これらの教えの証人にならなければ、どうして力を感じることができようか、どうして生きること
ができようか。 

48 強く、互いに愛し合い、私の祝福が露のように降り注ぎ、いつもあなた方を励ましてくれることでしょう。 

49 人生の喜びを感じるとき、その喜びを世界に帰結させるのです。しかし、私はあなたがたに言う。あなたの喜ぶ顔
が見たい。だからこそ、その幸せな瞬間を送ることができるのです。子供が微笑むと、父も微笑むからです。魂を乱さない
健全な喜びを求めれば、その中に私を見出すことができる。でも、苦しみの中でも笑顔でいられるなら、幸せなことです 

50 愛する子供たちよ、私の父としてのまなざしは、あなたがたの心を見守り、あなたがたの献身を見ます。あなた方
は物質的な生活に属するものを忘れ、あなた方自身をその本質で満たし、あなた方自身の奥深くにある私のプレゼンスを感
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じるために、私の言葉であなた方自身を養う。私はあなたを愛し、あなたに私の切なる願いを理解してもらいたいので、あ
なたに自己を明らかにするのです。 

あなたは感謝に満たされ、謙虚に自分の心を私に示し、こう言います。「主よ、開いた本のようにその心を読み、あな
たの御心を私たちのうちに働かせてください。私たちの上にあなたがお決めになるべきことに同意します。" 

51 私の神性に対するあなたの信仰と信頼が見えます。私があなたを愛し、あなたのために正しいことをすべて認めて
いることを、あなたは知っている。それゆえ、信仰を持ち、私に助けを求めなさい。 

それは、あなた方が生きる、完全な喜びも永続的な平和もない、償いの時なのです。この地球はあなたの祖国ではあり
ません。あなた方はその仮の住人であり、あなた方の功績によって、これよりもっと良い、もっと高い人生を歩んでいるの
です。 

52 地上では、あなた方が準備されたとき、わが霊の平和を感じるだろう。あなた方が享受し、世 

間の他の人々 が知らない、あの平和を。 

世はこの誘因を持たないが、それを必要とし、必ず来ることを知っているのでそれを待ち望み、ある者は、私が自分た
ちのところに来る時が近づいているのではないかと疑って、準備をする。 

しかし、私はあなたがたに言う。あなた方は皆、この平和を持ち、あなた方は皆、真実の光を知るようになるのです。
私の言葉は、私の「働き手」によって、口から口へ、家庭から家庭へ、そして一つの国から別の国へと広がり、行くのであ
る。しかし、私は彼らや人々 の中に、その進歩の遅さ、臆病さを見た。それゆえ、私の仕事は彼らが閉じ込めた狭い限界を
超えていない。 

53 「労働者たちよ、わたしはあなたがたに結合を要求する。そうすれば、あなたがたの同胞がどこにいても、あなた
がたから同じ言葉、すべてにおいて同じ証を聞き、あなたがたのうちに反映されたわが神聖な愛を見ることができるであろ
う」（同上）。 

54 愛と忍耐と謙遜を教えたのは、あなたが自分の使命を優しい十字架として背負えるようにするためです。人類の再
生、浄化、精神化という仕事は、時間がかかる仕事です。一世代が次の世代に同じ闘志と同じ精神的高揚を伝え、やがて世
界が完成し、その使命を全うするまで。 

55 明日を恐れてはいけない。また、行き過ぎて道を見失うことを恐れてもいけません。道は広く、すぐに終点に到達
することはないでしょう。私は、あなたの前にも後ろにも、あなたの右にも左にも、一歩一歩、あなたとともにいるのです
。私の霊の力があなたを包み、たゆまぬ闘いを促すその内なる力は、あなたから離れることはないでしょう。あなた方の中
には、毎年毎年、私の仕事のために働き、最初の日のような夜明けを迎えてきた人たちがいます。 

56 すべての完全性を私に求めよ。しかし、『働き手』に絶対的な正義と完全性を求めてはならない。彼らは人間であ
り、弱体化する危険性がある。彼らもまた、救いを求めて奮闘しているのです。 

あなたの魂が見たいと願うその完璧さを、愛と美と光に満ちた高い精神面に住む魂に求めてください」 

「あなたの魂が見たいと願うその完璧さを、愛と美と光に満ちた高い精神面に住む魂に求めてくださ い。 

57 使命を果たすことで、あなたの心は浄化されるのです。各自が自分の愛と献身と私に仕えたいという願望に従って
前進するのです。私の言葉はすべての人に同じである。しかし、私は、霊性化に向けて大きく前進している「働き手」と、
その発展が遅れている「働き手」とを発見した。 

58 私の教えの真髄を知るには、それに従わなければなりません。私の教えを聞いただけで忘れてしまっては、その教
えを守ることもできないし、私の教えの持つおいしいエッセンスを伝えることもできません。とてもシンプルなので、最初
に聴いた瞬間から実践できます。愛は、私があなたがたに知らせた最初の掟であり、他のすべての掟や戒めは、この掟から
生まれる。 

59 私は、すべての人を平等に創り、すべての人を愛していることをお伝えしました。なぜ、人種、階級、信条の区別
なく、互いに愛し合わないのですか？なぜ、ある人を愛し、ある人を無視するのか？自分に都合のよい人だけを愛するので
はなく、すべての人を探し出し、愛の絆を結んでください。すべてを包み込む普遍的な愛を発揮し、地上の兄弟姉妹、霊的
な兄弟姉妹を愛してください。私の仕事は、すべての魂を同じレベルに置くことです。私は、あなた方全員が、互いに愛し
合い、普遍的な平和を創造する私の家族を形成し、私の神性と同盟し、あなた方一人ひとりがどこにいても私の代理人とな
ることを望んでいます。 

60 一人一人が大樹の実となり、その実が無限に増えていくように、覚悟を決めてください。 

61 世界のために祈りなさい。この祈りが人類を守るマントのように、絶えず近づいてきて人間を貶める戦争に対する
解毒剤のようになるように。 

62 私はすべての被造物を祝福し、私の伸ばした腕の中で彼らを一つにする。 

63 涙を流している者よ、私のもとに来なさい、私は慰めである。愛があなたがたに近づくのです。あなたがたは、荒
廃の中で、再び立ち上がるために御父の愛撫を必要とする被造物なのですから。 
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64 皆さんは、十字架を背負うことで、師匠のようになることができるのです。しかし、この十字架が、あなた方の無
理解と高慢のために、耐え難い重荷になるようなことは、私は望まない。 

65 人生の激動は、旋風のようにあなたの人生を鞭打つ。しかし、父なる神への愛と信頼が、試練の中で心の平安を与
え、勝利に導いてくれるのです。 

66 真に私を信頼する者は、決して欺かれることはない。 

67 痛みは硬くなった心を敏感にし、岩から清らかな水を湧き出させるだろう。試練は魂を目覚めさせる。 

68 あなたが私の言葉を求めて旅立ったのは、あなたが長い間、その足跡をたどってきた神聖な羊飼いの声を知ってい
るからです。 

69 あなた方がこの道を私に従って歩むようになったのは、強制でもなく、恐れでもなく、主に喜ばれるために隣人の
役に立つことを望んだからである。 

70 こうして新しい弟子たちは、世界を照らす松明となる準備をするのです。わたしを理解し、わたしの言葉を信じる
者は幸いである。彼らは魂に飢えも渇きも感じないからである。 

71 明日、あなたの心が、あなたの贈り物によって実現した奇跡を目の当たりにしたとき、虚栄心や自己中心的な考え
で満たされないようにしたいのです。しかし、私はあなたが臆病になるのを見たくない。そうすれば、あなたは仲間に自信
を持たせることができないからだ。自分の話すこと、やることに確信を持て。 

72 私の出発後も認められるように、準備を強化し、アプローチを完璧にしなければならない。 

73 あなた方には、心身を病む人々 に奇跡を起こす「癒し」の才能を託しています。 

74 あなたは泥沼の中にいる不届き者を自ら探し出し、救いの手を差し伸べるのです。そこで私の種が芽を出さないと
思ったら大間違いだ。泥の中から雪のような白い花が咲くことを証明できるのです。魂が堕落していればいるほど、それを
求めるには愛が必要であり、愛撫や癒しのバームを感じるとき、一筋の光がそれを貫くのを感じ、最も熱烈になるのである
。彼女の感謝は非常に大きく、また、非常に大きかった罪が許されるからです。 

75 私がいつもあなたを捜していたように、あなたも捜してください。正しい人はすでに私と共にいることを忘れては
ならない。 

私の平和があなたとともにありますように 
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 学びと償いのための輪廻転生24 

 スピリチュアルカルト32 

 霊的イスラエルとユダヤ人の超物質化人種37 

 スピリチュアリティと精神的進歩42 

 実体化した存在への恐怖52 

 スピリチュアリティのおかげで、境界線が解かれる61 

この時代の神の到来は、1866年から195069年までの命令214に始まりました。 

 第三の時間の発現の原因と結果1 

 許し、祝福する15 

人間は自分の過ちの結果を受け入れなければならない 

 しぜんにふれる20 

私たちを取り囲む霊的な存在の軍団が、私たちを探しているのです。 

 オリエンテーション後（U 219, 55参照） 25 

 霊的イスラエルの任務の準備38 

 人は失ったものを取り戻すことができる45 

 スピリチュアリズムとは57 

 平和の王国の到来69 

インストラクション 215 

 神の約束と人間の反応1 

 1866年、195030年 

 霊的なイスラエルは世界中に散らばっている21 

 一見、物質的な原因を持つスピリチュアルな仕事32 

 弟子たちの中にある賜物は、まだ開発されていない36 
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 1950年以降、霊的な賜物が顕現する39 

 真実への道44 

 すべての人は、私たちの神の起源に団結する62 

 七つの徳目69 

インストラクション 216 

 弟子の使命のための準備1 

 神の言葉を書き記す命令14 

 予言は周知されなければならない16 

 世界に変容と変革が起こる27 

 主が御霊で再臨されることを期待する者はほとんどいなかった30 

 神格化に関する議論への対応41 

 痛みは浄化する55 

インストラクション 217 

 時代を超えた神の教え1 

 第3の時代の使者、ロケ・ロハス13 

 人の精神は神の像17 

 

 高慢な人、外見に生きる人19 

 宇宙は完璧な住処である65 

インストラクション 218 

 虚栄心より愛3 

 三大約聖書6 

 人類は放蕩息子を模倣する15 

 エグザム21の理由 

 195022年までの通信 

 ギフトに関する何か29 

 すべての霊魂は完全な状態に戻らなければならない39 

 私たちの守護霊は私たちに同行している40 

 善に奉仕する科学47 

インストラクション 219 

 キュレネのシモンの例（マルコ15:21参照） 2 

 天の歌」の比喩的な意味 13 

 スピリチュアリティによるハーモニー16 
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予測されるカオスは結果である 

 自作品24の 

 師は、用意された弟子たちを通して話す29。 

 初回31 

 2回目32 

 3回目34 

 生まれ変わるための条件39 

 弟子たちの使命と賜物41 

 私たちは第六の封印の中に生きている52 

 万物の霊の同盟（U214, 25参照） 55 

 精神生活61 

インストラクション 220 

 第二紀の約束が果たされる2 

 人間における神の三位一体11 

 心の進化の段階16 

スピリチュアリティとは何を意味するのか  29 

 誤った解釈は廃止される32 

 

 フルフィルメント42のための準備 

 スピリットとは何か？ 59 

召される者は多いが、召される者は少ない」の意味 

 は「 63」を選択 

スピリチュアル・エボリューション70 

インストラクション 221 

マリアの精神は、その化身です。 

 ディバイン・テンダネス2 

 霊的イスラエルの一部がメキシコで受肉している11。 

 聖典が改竄された14 

 三度目の正直で、唯一の光の道16を思い知らされる 

 聖霊によるイスラエルの運命28 

 輪廻転生という精神的特権54 

 真理の精神は最後に勝利する59 

インストラクション 222 
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 大きなテストが近づいている2 

 混沌の中、精神主義が勝つ10 

 愛は創造の原理22 

の疑問と模索が始まった。 

 宗教団体・宗派29 

 この涙の谷が平和の谷になる39 

 自らをクリスチャンと呼ぶ人が多い44 

 人は常に偶像崇拝に理由を見出す47 

インストラクション 223 

 人類は救われるために戦わなければならない1 

 ギフトは、私たちの成長に応じて現れます7。 

 新たな生まれ変わりの中で、私たちは自分の才能を完成させます10。 

霊的な賜物の発展は、私たち次第です。  

 14からの準備 

 すべての人は永遠の命を持つ運命にある18 

神の掟は身体だけのものではありません。 

 しかし、精神22のために 

 物質的な生命もまた、永遠の生命の一部である26。 

 

 スピリチュアルカルト35 

 第3の時代の仕事の将来についての予言51 

 メキシコの大いなる使命56 

 精神の梯子72 

インストラクション 224 

 弟子の精神的な達成は、世界を変革する3 

 生命の書12 

 信仰と愛の防波堤25 

 霊界のメッセージ31 

 愛の偉大さ34 

 神の顕現の時期が限定されている理由64 

 複雑な宗教より安心感74 

インストラクション 225 

 第三の神の顕現への道3 
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痛みを乗り越えて、道に辿り着く 

 完全無欠の8 

 愛という「普遍の教え」は、すべてを包み込む21 

 チャンスを無駄にすると、心が痛む35 

 この3つの時代は、マーク44 

 女性に向けた言葉46 

 神の優しさであるマリアは、2回目に受肉した48 

インストラクション 226 

 3つの精神的時代とその教訓3 

 見る弟子ヨハネの幻影7 

 輪廻転生による精神的な成長11 

 精神的な準備による解放12 

 1866年、第3の時代の幕開け26 

 第3の時代のメッセージ27 

 神のうちには怒りがない33 

 時代を超えて進化するカルトの形60 

インストラクション227（1949年） 

 オルタナティヴの前の人々 1 

 

 彼女の身体を支配する精神の力28 

 神の偉大さは謙遜の中に示される38 

 神はいかなる点においても制限されない40 

神の叡智は良心に現れる。 

 知能だけでなく58 

 意思の自由があるからこそ、功罪が合法的になる61。 

創造の完成形は、ただただ明らかにされるだけです。  

 スピリチュアライズド67を公開 

 戦争は必要ない70 

心の混迷と混乱 

 ひとごころ71 

 神の言葉が印刷される77 

インストラクション 228 

 メアリーとは何かについて説明する1 
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 神の誘惑は光を含む6 

 唯物論から霊魂論へ15 

 精神の生命は物質より優先される21 

未来の世代にその重要性を理解してもらう 

 キリストを理解するために28 

 世界の富裕層に向けて一言47 

 この地球で生まれ変わるいくつかの原因54 

 いわゆるキリスト教圏への言葉55 

 迷走した仲間に対する義務を果たしていない58 

 霊的な実現への呼びかけ、時間は差し迫っている60 

 来世でも私たちは霊的進化を続ける69 

インストラクション 229 

 聖霊の弟子たち1 

 覚醒した精神と手に負えない物質25 

 諦めるのではなく、知る34 

 195040年以降の備忘録 

 真のカルトは万物との調和を尊ぶ53 

 この地球上の人間の傲慢さ55 

 精神的・物質的なカルトの形態58 

 愛は制限のない普遍的なものでなければならない62 

 

 人間存在の数々 の可能性66 

 約束された平和の王国の準備71 

インストラクション 230 

平和の国に到達するためには、次のことをしてはならない。 

 一方の没落と他方の勝利を望む6 

 第六の封印は、すべての人を等しく啓発する8 

 夢を通じた神聖なメッセージ15 

 宗教は神の模範に従わなかった23 

 各国の平和と統一の原則32 

 すべては完璧に向かって進行する43 

 この世界は永遠である必要はない47 

 スピリットの宿命50 
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 スピリットの危険性64 

スピリチュアリティはスピリチュアリズムではない67 

インストラクション 231 

 この「第三の時」に神が戻ってくる理由2 

 実力と受験の必要性12 

という不信心者の精神ではありません。  

 ディバインネゲート15 

 スピリットとエンベロープの正しい関係18 

 神は最後の言葉を持つ20 

 知識の贈り物とその責任21 

 道を踏み外した科学者への呼びかけ25 

 平和の王国への道とその人間的障害28 

 この星の覚醒した未来についての予言30 

神業の集大成が行われるわけではありません。 

 人効果35 

インストラクション 232 

 第三世代の弟子の使命1 

 賠償金の準備と試験13 

 神の光は、私たちに人生の見方を変えてくれます26。 

 今日疑う人類は明日も信じる31 

 精神的な結合への呼びかけ33 

 

 人の命はチャンスである37 

 良心はすべての人間の中にある神の一部である41 

 その苦しみは、邪悪なものから見れば「ここまでのもの」であろう44 

 平和な時代の始まりの予言49 

 トリニティ」 52 

インストラクション 233 

 精神の光り輝く宿命2 

 良心はガイドである8 

 メリットも必要12 

 サイエンス＆スピリチュアリティ25 

 霊との祈り44 
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インストラクション 234 

スピリチュアリズムの時代は、解放の時代である 

 とアクション7 

 儀式の厳粛さは精神性ではない30 

 平和に生きる道43 

 マインドからマインドへのコミュニケーション45 

隣人に仕えることは、自分を価値あるものにする59 

インストラクション 235 

 混乱と誘惑への警戒4 

 1950年、このような通信形態7 

 この時代における神のメッセージの目的15 

 男女の関係17 

 身体と心の殺人者37 

 人類には偽善者や反逆者が多い39 

 戻るという約束が果たされる54 

 私たちは過去の時代と同じ精神である63 

約2000年の時を経て、今ここに存在する。 

 同現象65 

 マスターは儀式を祝わない75 

苦汁の杯はしばらく飲まれることになる 76 

 

黙示録20章の意味：霊的に死んだ者は、次のようになる。  

 生き返らせる79 

 神霊の時代81 

インストラクション 236 

 神は試練の中ではっきりとご自身を現される5 

 現世での輪廻転生の終わり10 

 スピリチュアリズムの意味20 

 精神的なものが勝者となる32 

 1866年9月1日、第3期開始48 

 モーセ、最初の時代のメッセンジャー60 

 第二の時代のメッセンジャー、イエス62 

 第三の時代のメッセンジャー、エリヤ65 
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 真の平和の王国に関する予言72 

インストラクション 237 

 聖霊によるイスラエルの道と使命1 

 人類を待ち受けるもの11 

死後の世界とはどのようなものなのでしょうか？ 24 

この「第三の時代」のメッセージは、人類に 

 もシェイク28 

 三度目の弟子の責任30 

 痛みは感応する50 

 真の信仰68 

インストラクション 238 

 物質的な寺院と精神的な寺院1 

実力によって、約束されたことを実現する 

 リーチ11 

 自然の冒涜とその不可避な裁き16 

 地球の4分の3が消滅する24 

 世界共通語はスピリチュアルな愛28 

 偉大な光の精霊が私たちの間で受肉する30 

との思考と祈りのコミュニケーション 

 神霊51 

 ザ・ディバイン・ピース62 

 

 人生の真の価値は増加である67 

 イスラエルの大胆な歴史70 

 聖霊の中のイスラエル84 

インストラクション 239 

スピリチュアライゼーションは自由である4 

 神とのコミュニケーションの実態9 

 真のジャスティス22 

 第三の試練は私たちの中にある34 

 フルフィルメント46のための準備 

 私たちは第六の封印の中に生きている52 

 約束の地」は永遠の象徴57 
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 新しい霊的な民であるイスラエルはマークされた61 

 神の正義と人間の残酷さ87 

 精神から精神へのコミュニケーションの恵み89 

 霊的存在も直接コミュニケーション97 

偽りのディスクリップ106 

 若者にとっての良い例108 

インストラクション 240 

 女の道と男の道1 

 あらゆる瞬間の準備12 

 スピリチュアリズムの重要性17 

 魂の道38 

 復活と最後の審判に関する宣言40 

あの世の混乱した存在たちは、私たちに希望を託しているのです。 

 霊的祈祷43 

 光と闇の戦い54 

 永遠の罰は存在しない57 

 声を出す人への言葉61 

 第三の試練68 

インストラクション 241 

 スピリチュアライゼーションが人類を救う3 

 大霊の存在17の特徴 

 スピリチュアルフード23 

 

 宗教ではなく、愛33 

 予言された平和な世界35 

 186643年、第三の時代の幕開け 

 健全な快楽は、心を混乱させない49 

 この世界は私たちの家ではない51 

 奉仕の志による精神の向上57 

 普遍的な愛が包むもの59 



 

 

メキシコにおける神の教え 1866-1950 
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