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

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

実生活の本 

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

他の5巻はすでに英語版が出版されていました。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  

 

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

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

巻は、私のホームページで無料でPDFダウンロードが可能になっています。  

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

 

私の名前、アンナ・マリア・ホスタは、2017年に主が私に啓示された霊名です。  
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なぜなら、御言葉が人々 の心を動かし、人々 がメッセンジャーにではなく、御言葉に心を向けることが主の御心だか
らです。メッセンジャーはあくまでもWORDの担い手であり、これは神そのものである。それは、神が創造した存在と
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。  
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序文 
過去も今日も、神はいつでも人類に御自身を現しておられるのです。 

神と人との間の最も純粋で最高のコミュニケーションは、霊から霊へのコミュニケーションです。しかし、大多数の人
は々内心ではその準備ができていなかったので、神は仲介者を使い、法律や布告、指示という形で聖なる言葉を人々 に
明らかにした。 

モーセ、祖先、預言者を通して最初の時代に。 

イエスとその弟子、使徒たちを通して第二の時代に。 

1884年から1950年にかけて、メキシコで多くの声の担い手たちによって、「第三の時」（現在の時代）には、日曜日
に簡単な集会所に集まって神の言葉に耳を傾ける庶民の人々 がいました。 

1950年以前の10年から20年の間に、これらの神の教えは、1950年代に様々 な集会所からステンレスにされ、収集さ
れました。その中から366の教えを選び、1962年に『Libro de la Vida Verdadera』（ドイツ語ではBuch des 

Wahren Lebens）というタイトルで12巻の著作として出版された。 

これらの教えはそれぞれ、メキシコの聴衆に向けられた神の教えの調和のとれた統一を表しているが、その中で何度も
強調されているように、今日、そして未来の世代のために全人類が受け継ぐべきものである。 

神の言葉の文字ではなく、その深い内なる意味こそが人間を高揚させ、飢えた魂の糧となり、癒しとなるのである。同
時に、日常生活での行動の指針にもなっている。 

神の言葉に耳を傾けることは、完成への道のりの第一歩です。それは、私たちの中に、聞いたことを内面化し、日常生
活の中で実践しようとする心を呼び覚まし、2000年前にイエスによってすでに与えられていた神の戒め、「何よりも
神を愛し、自分のように隣人を愛せよ」を実現させるためです。これこそ真の神への奉仕であり、内なる平和、ひいて
は世界の平和につながるのです。 

天の父のように完全になる」ためには、一般的に一度の地上生活では不十分なので、輪廻転生の法則--

神の愛と慈悲と正義の法則--によって、私たちは魂を徐々 に開花させ、償う可能性を与えられているのです。 

神霊は多くの教えの中で、私たちがますます神に近づき、やがて霊から霊へと神と交わり、また日常生活のすべてを神
の手に委ねるために、真の霊的祈りがいかに大切かを諭しています。 

第二の時代、神の霊はイエスの口を通して主の祈りを私たちに教えた。今日の第三の時代において、神は、私たちが声
に出して言う必要もなく、内なる願いとして天の父に心の中で深く訴えることのできる、すべてを含んださらに短い祈り、
"主よ、御心のままに "を勧めておられるのである。 

第九巻を読み、学ぶことによって、神の愛と知恵と全能への信頼が強まり、嵐の時代の仲間の道標になる力と感動を与
えてくれますように。 
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はじめに 
彼の内面と外面の変容の深い感覚と経験を、メキシコでの神聖な顕現に声の担い手として長年参加した現代の直接の目

撃者ほど、説得力を持って表現できる人は他にいないでしょう。 

"21歳 

"になったばかりだった。私は長年、厄介な皮膚病の犠牲者として家に閉じこもっており、太陽や新鮮な空気の恩恵をほん
の少しも受けることができませんでした。 

その孤独な年月は、私にとって永遠のように思えたし、むなしい夢を追い求める青春の黎明期であったからなおさら、
焦りと絶望の危機に少なからず見舞われたのである。正直なところ、この試練を精神的に支えてくれたのは、両親や兄弟の
篤いサポートと、もちろんいつか健康を取り戻すというかすかな希望だけだったのです。 

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

孤立と沈黙と孤独に日々 耐えられなくなった私は、祈りの中に私の精神が言いようのない平安を見いだし、心の中に「
まもなくこの囚われから解放される」という予感が生じることに気づきました。 

祈りはますます長くなり、精神的な集中力も深まりました。祈りが続く限り、私はすべての苦しみから解放されたまま
なので、できるだけ頻繁に瞑想するようにしました。そして、その至福の時間が終わり、孤独で静かで画一的な生活の現実
に戻ったとき、私はいつも、自分の精神が強化され、鼓舞された別世界から来たような感覚を覚えたのである。ここで断っ
ておくが、私の祈りは、思いもよらない瞬間のアイデアから生まれたものである。そのとき、時間の概念がなくなり、自分
を取り囲むものがすべて消えてしまう瞬間があったことを、私は決して忘れることができません。しかし、私は子供の頃、
つまり12歳頃から、説明できないが、ほとんど毎日、数分間続く魂の離脱のような状態に陥り、その間、おそらく潜在意
識に導かれて、自動人形のように行動しなければならなかったことを思い出す。この不思議な状態が続く限り、少しの困難
もなかった。不思議なことに、最初は恐怖を感じたが、次第に慣れてくるとともに、時間の経過とともに現象が強まった。 

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

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

光を求め、正義を渇望する人々 を求めて、人間の知覚の助けを借りて人々 に近づこうと語りかけているのは、師である
彼であると、一瞬にして確信したのです。 

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

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

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

この後、檄を飛ばすうちに、出席者は御言葉を伝える者の存在を完全に忘れ、霊の領域に上り、神の教えを十分に堪能
することができた。しかし、そのとき、たまたま目を開けて、その話し手を観察してみると、その貧しく平凡な存在が、い
かに心を高揚させて姿を変えたか、まさに、その瞬間、大きな美と畏敬の念を放つ威厳に気づくことができるのである。 

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

そのようなコミュニケーションの中で、マスターの存在を強く感じ、その親密さと友情をはっきりと感じることができ
た。すべての人の心に語りかけたのです彼は、その場にいる人々 の最も隠れた考えを読み取り、聞き手の最も秘密の繊維に
触れ、しかも誰も傷つけず、非難することなく、それを実現した。愛と知恵に満ちたまなざしで、師がどのような言葉をか
けているのか、一人ひとりが心で感じていたのだ。 

神様の言葉は、言葉を持つ人の唇で、さまざまな音色や色に変化します。主が父として語るとき、その声は優しさ、許
し、愛撫を伝えるものでした。主が師として語られるとき、その声は深遠で賢明になり、主が審判者として語られるとき、
言葉を伝える者の声は無限の権威と力を持ち、正義と神の熱心さが際立って、聞く者を本当に打ちのめし、悔い改めの涙と
償いを決意させるのであった。 
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このような偉大な人たちの前では、私はとても小さく、集まった人たちの中で一番最後だと思いました。無知な私は、
主は私の些細な存在に気づいていないに違いないと思ったのです。しかし、私はすぐに自分の間違いを納得し、マスターの
視線がすべての人を発見していることを知ることになった。その霊的な饗宴を楽しむことだけが目的で、数ヶ月間、頻繁に
訪問していたのですが、忘れられない午後に主から呼び出されました。1934年8月9日、驚きの中から抜け出すことなく、
私は「ことばの担い手」として神のことばに仕えるために印をつけられ、油注がれたのです。 

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

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

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

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

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

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

その日以来、大勢の兄弟たちが、主が私たちに与えてくださった顕現や啓示のうち、幸いにも書き留められたものをで
きるだけ多く集める仕事に専念することになった。その中から、一般大衆が入手できるような本が編纂され、現在に至るま
で、人類が真理の水を飲むことができる源となっている。マスターは、愛と光と正義と平和の贈り物として、この時代と未
来の時代の人々 に残したのである。 

マスターがこのような形で顕現している間、不相応にもその代弁者であった私に証言が求められ、私はこのセリフでそ
れを行おうとしました。私は、この証言が、神聖なるマスターが、その善意により、価値のないものと同じくらい単純な仲
介者を通して、この時代の人類に明らかにしたメッセージを含むこの本を手にする人々 に、自信と信仰を与えるきっかけと
なることを切に願い、私に可能な限りの誠意を持って、この証言を行ってきました。 

同時に、私の魂の奥底から、ドイツにいる兄弟姉妹に主の名において友愛の挨拶を送ります。"彼らの素晴らしい霊的
覚醒は、主が人間の仲介者を通して私たちに示されたものです。 
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インストラクション 242 
1 人類の苦しみが辛く、その道が哀しいこの時、わが意志はあなた方に近づき、あなた方の遺産を発見する手助けを
することであった。 

2 あなたの顔を後ろに向け、あなたが残した道を熟考し、その前で怯えている人がいます。これこそ、私があなたに
戻らせる道です。しかし、あなた方がそこで自分を汚すためではなく、道を踏み外した者を救うためである。 

3 弟子たちよ、あなたがたの中に私がいることを利用しなさい。そうすれば、あなたがたは私の平和を魂の中に持ち
、それを仲間に伝えることができるようになるでしょう。 

4 この「第三の時」での私の教えは、あなたを精神的な停滞から引き離し、精神的な道を大きくしっかりと歩ませる
ものです。 

5 そうすれば、あなたが私の言葉を伝えることができ、大勢の人々 がその周りに集まったという知識の中で、明日、
その声がもはや聞こえないとき、あなたの心は闘いに直面して絶望することはないだろう。 

6 今、私があなたに託している種を守りなさい。私は決して子供を勘当するのではなく、子供は自分の悪い行いで徐
に々勘当していくのだと悟ること。 

7 説明や証しを求めてドアを叩く人がいても、身を隠したり、「どうしたらいいんですか？何と答えればいいのでし
ょう？ 

8 あなたがたは、落ち着いた心で、しっかりとした声で、わたしのことを語り、わたしがあなたがたに与えた武器、
すなわち慈しみ、愛、真実さをもって、わたしの名を守りなさい。 

9 それゆえ、わたしはあなたがたのもとにとどまり、長い間、自分自身を知らせてきた。わたしのさまざまな教えが
あなたがたを啓発し、わたしの奇跡があなたがたの信仰を燃え立たせるようにと。私の言葉の意味は、あなたに以前の宗教
的狂信を忘れさせ、あなたが人間によって探し出されたとき、彼らはあなたの中に真の霊的崇拝の単純さを見つけるだけで
す。 

10 私の言葉は、最も困難で厳しい試練のときにも、あなたがたに教えがないとは感じさせないように、それが聞こえ
る集会のさまざまな場所で、流れのように注がれる。しかし、私の言葉があなた方の間で聞かれなくなる時が近づいている
。 

11 この恵みがないことを恐れてはならない。私は、第一時代から、霊と霊との対話のために、あなた方を準備してき
たことを忘れないでください。 

12 どの時代も、あなたの精神に新たな教訓を与え、発展の道を歩んできたのです。 

13 私は、私の声を多くのボイスベアラーに届けることで、世界に平和のメッセージを伝えています。そして、いつで
もそうであるように、私の教えはあなた方の魂を完成させなければならない。 

14 もし人間に魂がなく、完全に物質的な存在であったなら、その任務と運命は生命の最後の息で終わるだろう。しか
し、彼の中には不滅のものがある。だからこそ、彼は戦い、「目覚め」、永遠なるものに視線を向けるのであろう。 

15 私の言葉は、明日の世界、つまり私のメッセージが徐々 に理解されるその時代に、あなた方が生きるための準備な
のだ。そうすれば、私がずっと前に発表した出来事を予期していたことに気がつくでしょう。 

16 私の教えは、人の心の中で戦い、実戦を起こさせる。彼らが利己的な生き方を主張する一方で、慈悲と愛のないと
ころに平和はありえないことを理解させるのです。 

17 私のスピリチュアルな教えは、貧困や劣化の中で抑圧されて生きている人たちだけのためのものではありません。
また、さまざまな分野で人類をリードし、統治する人々 の魂と心を正しい軌道に乗せるという役目も担っています。私の言
葉は、すべての人を包む高貴な感情への呼びかけを送る。そうすることで、あなた方ひとりひとりに存在する、より高い運
命を理解することができるからだ。 

18 憎しみ、利己主義、悲観主義を心に抱くことなく、人々 は善を行うことを望み、正義の勝利への希望を育むように
なる。スピリチュアライゼーションはますます広がり、あなた方は兄弟姉妹のように互いに愛し合い、その結果、戦争につ
ながるすべての状況が無に帰すような強力な力を形成することになるでしょう。 

19 私はあなたを罰するのではなく、私は正義であり、そのように私は私の戒めに反するすべての人にそれを触発させ
るのである。それは、永遠の者が、誰にも変えることのできないその掟を、あなたがたに知らせたからである。 

20 人が厳しい試練にあったとき、すなわち計り知れないほど深い淵に落ちたとき、愛する者を失って泣く妻、食べ物
のない子供たち、悲惨と悲しみに浸る家庭を見たとき、いかに嘆き、自分の不幸に狼狽し、絶望し、祈り、自分の罪を悔い
るどころか、「神がどうしてこのような仕方で私を罰せられるだろうか」と言って私に反抗するか、ご覧なさい。"神の御
霊は、ご自分の子供たちの痛みのために同じように泣かれ、その涙は愛と許しと命の血となるのです。 

21 あなたがたに言うが、人類は進化を遂げたので、その状況の改善は私の慈悲にのみ依存するものではない。彼女は
自分自身の犠牲者であり、私の罰のせいではありません。私の律法と私の光は、すべての霊を照らすからです。 
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私の正義は、あらゆる雑草を根こそぎ引き抜くために下され、自然の力さえもこの正義の執行者として姿を現すのです。そ
うすると、人間が浄化されるためとはいえ、すべてが人間を抹殺するために共謀しているように思えてくる。 

しかし、ある人は混乱し、「こんなに苦しい思いをしなければならないのなら、なぜこの世に来たのだろう」と、痛み
や罪が私から来るのではないことを考えずに言います。 

正義とは何か、贖罪とは何かを知らないままにしているのは人間の責任です。そのため、まず反抗し、次に冒涜するよ
うになった。私の教えを学び、私の律法に従った者だけが、もはや父に罪の告発を浴びせることはできない。 

22 霊魂は神霊から湧き出た閃光であり、様々 な地上の肉体によって試されているのです。あなた方がすでに達成した
発展のおかげで、私の霊的メッセージがこの時直接届き、理解される可能性があるのです。 

すべてのものが進化しているのだから、自分も進化するのは当然です。どうして、先祖が考えたような限定的な方法で
、あなたの神を考え続けることができるのでしょうか？もはや、儀式や戒律に従って働いていた人たちのように、生きたり
考えたりすることはできないでしょう。あなた方はもう、彼らのように、霊的なものを扱うには未熟であると考えることは
できないでしょう。 

23 かつては物質的な教会を建てることで救いを求め、外的な礼拝の実践で魂を清めようとしたが、もはや狂信と無知
の停滞にとどまってはならないのである。そうすれば、あなたがたの神の偉大さを理解し、見るために持っている能力が、
あなたがたの存在の中で緩んでしまうからである。 

24 肉体の目ではなく、霊の目で、無限で計り知れないものを見るために、心の奥底に意識を集中しなさいということ
です。そうすれば、私の慈悲から受けた大きな恵みに感謝し、物質的な供え物で感謝を示す必要はなくなるのです。 

25 あなたの気持ちや愛の業が、あなたの最高の尊い供物となるのです。 

26 もし、あなたが天の御国を得たいのなら、あなたの善行で書かれた本を作りなさい。そうすれば、自分の責任は自
分だけにあり、他人に責任を転嫁することはなくなるでしょう。 

27 過去の時代に私があなた方に示した道と同じであり、あなた方の未来への確固たる土台となる道を示した後、新し
い教えのように見える新しい法律や戒めを制定することは、私の言葉の意味から人々 を遠ざけることになるので、気をつけ
なければなりません。 

28 私はどの宗教団体とも戦っているわけではなく、それぞれが自己責任を負っている。私は完璧なものしか指摘しま
せん。自分を完成させたい者は、私に従いなさい。 

29 私が血を流したのは、救いを勝ち取ることを教えるためです。あなたも試練の時に、イエスの言葉がいかに正しい
かを悟る時が近づいているのです。 

30 私の光は、これらの簡素で取るに足らない集会所の影に集う大勢の人々 の精神の中に姿を現す。これらの集会所は
、疲れた放浪者のための木、砂漠を横断する者のためのオアシスのようなものである。それは、彼らを啓蒙し、慰めるもの
です。 

31 あなたを許し、あなたを正す愛のうちに、私は自分自身を明らかにする。あなたが自分の意志に従って生き、絶え
ず父を犯していたとき、私はその罪深い存在の糸を切らず、あなたの空気やパンを否定せず、あなたを苦しめるのを放置せ
ず、あなたの訴えを無視しなかった。そして、自然はその豊穣と光と恵みであなたを包み込み続けました。こうして、私は
自分を人に知らしめ、自分を明らかにする。この愛であなたを愛せる人はこの世にいませんし、私のようにあなたを許せる
人もいません。 

32 あなたの魂は、私が最も美しい花を咲かせ、最も完璧な果実を実らせるまで、永遠に育て、完成させる種である。
どうしてあなたを死なせてしまったり、嵐の暴力の中に見捨ててしまったりしたのでしょう。  

33 私はすべての生き物の運命を知っている唯一の人間なのに、どうしてあなたを途中で見捨てることができようか。 

34 私はあなたに多くのことを明らかにする。あなたの唇を通らない嘆きを聞き、微笑みの裏に隠された悲しみを発見
し、科学で救われない病気を治すために、あなたの道中で学ぶことができるように。 

35 今日、困っている人があなたの前を横切ったら、あなたが受け取ったものを彼らの中に入れてあげてください。し
かし、時間を無駄にしないように、永遠のチャイムがあなたを驚かせ、「精神の谷」に呼び込まれないようにしましょう。
機会を逸したことを悔やむことになるからだ。 

36 今すでに、あなたの魂のために平和を働かせてください。 

37 弟子たちよ、あなたがたの間で私の言葉が裁かれたことが何度もある。しかし、その核心にあるのは、この時代に
あなたを新しく育ててくれた果実の甘美な味を発見したことです。 

38 私は、あなたがたが頑なに罪を犯し続けるとき、あなたがたに厳しく責任を問いました。しかし、やがてあなたは
、あなたを救おうというお父さんの意思を知りました。そうして、「肉」の不逞の輩は、次第に精神主義へと移行していっ
た。 
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39 私があなたがたに命を与えた愛について、人はほとんど証拠やしるしを与えません。人間の感情の中で、最も神の
愛に似ているのは母性愛であり、そこには無私、自己否定があり、たとえ犠牲を払ってでも子供を幸せにしたいという気持
ちがあるからです。 

40 しかし、世界を変える愛は、再び心から流れ出るだろう。この愛は、私の聖霊を鼓舞し、人類を深い眠りから覚ま
すために、その光線を降り注がせ、目覚めた感覚でこの新しい日の目覚めを楽しむことができるようにするのです。 

41 この時代、私について行きたいと思う者は皆、私の跡を追うために何かを捨てなければならない。ある者は財産を
捨て、ある者は偽りの恋愛関係を忘れてしまう。ある者は高い場所や王座から下り、またある者は祭壇から離れるだろう。 

42 情熱、虚栄心、はかない、無意味な快楽は残るでしょう。 

43 私は、あなたの魂を救うために、私の愛で助けるあなたの魂を望んで来たのです。私は、あなたの体が入るための
約束の地の門を開けてはいないのです。その輝く白い街は、最も美しい祝祭の衣をまとった新しい衣のように、人生の大き
な戦いにおける功績と勝利によってそれを勝ち取った、任命された方の到着を待っている家であり、これがあなたの精神な
のです。 

44 永遠の故郷にたどり着くために必要な功徳を身につける方法を教えています。私は、花の香りのように私のもとに
昇ってくるその深くシンプルな祈りをもって、世界のために祈ることをあなたに教えたのです。私はあなた方に能力と霊的
な賜物を与え、さまざまな方法で慈悲を発揮できるようにした。私は、喜びの勇気を持って生き、試練に立ち向かうための
精神的、道徳的な強さをあなた方に授けました。私は、あなた方が私の弟子と呼ばれる幸福と、あなた方の模範によって私
の教えを広める満足を感じることができるよう、刷新と改善の決意においてあなた方を強化したのです。 

45 あなたの魂は、私のプレゼンス（存在）を受け取るための準備をしました。時間が経つにつれて、地上での生活で
頭がいっぱいになり、精神的な未来に興味を持ち始めるのですね。 

46 自分の進むべき道を阻む決定的な障害ではなく、足を少し痛める程度の小さなつまずきにしか見えないのです。今
日、あなたは嗚咽と涙を人生の大きな危機のために取っておく。 

47 私の慈悲があなたを導き、あなたはますます理解するようになる。あなた方はもう、私の言葉を聞いている間だけ
満足し、そこから何も得られず、主から物質的な財を請い願うときだけ注意深くなっていた人たちではありません。 

48 今、あなた方は真の弟子として、主人を求めてやってきて、そのように私を見つけるのです。過去に私があなた方
に「私は道だ」と言ったとしたら、今日、私はあなた方に「私は、あなたが私のもとに上る天の梯子だ」と言うことができ
るのです。今、私の光の中で、あなた方は昇る道を見つけ、私に近づき、祈りによって師と霊的に語り合うことができるよ
うになったのです。 

49 あなた方は今、自分自身の中に、あなた方が存在するときから私がいつも住んでいた場所に、私を見出すのです。
あなたは自分の内面を見つめ、愛の祭壇、謙遜の供物、そしてどんな激しい嵐にもその炎を消さない燭台を含む聖域を発見
したのです：信仰です。 

50 あなたの魂は、スピリチュアルな使命を担うメッセンジャーでありキャリアでありました。太古の昔から、隣国を
救い、祝福することが運命づけられていたのです。 

51 彼女にとって、神を身近に感じ、触れ、想いを馳せ、語りかけるために、神の姿を創造した時代は過ぎ去ったので
ある。 

52 なぜなら、あなた方は、生命、愛、精神、意志、理性、力、霊的な永遠性など、神性の各能力や特質を備えている
ため、創造主の真の姿を自分自身の中に持っていることを理解しているからです。 

53 この時、私はあなたの魂に理解され、愛され、また模範とされることでしょう。私の光は、人間には不明瞭で理解
不能だったものをすべて明らかにする。 

54 私はあなたがたの知性を通して語りかけ、私の神聖な輝きの光を人間の言葉に移したのだ。しかし、声の主や聴衆
が私を受け入れる準備をしたとき、私は神聖な本質で自分自身を明らかにしたことを知っています。しかし、わが子たちが
立ち上がる方法を知らず、私のために聖域を準備しなかったとき、神の光線は魂に完全に浸透することなく、魂の上に宙づ
りになったままでした。 

55 この最後の時期に、私はまだ多くのことを明らかにし、教えるだろう。私のレガシーは偉大なものになるだろう。
私の秘密の宝物庫には、みんなのためになるものがまだたくさんあります。マークされた人であっても、全員が同じように
理解できるわけではなく、ある人は他の人よりレベルが高いからです。このことを理解した上で、誰かに押し付けようとし
ないでください。親切で、親身になって、すべての人の使命を助けること。 

56 皆さんは今、予期せぬ形でやってくる試練に備えています。予知夢や霊的なヴィジョンを通じて、象徴的にそれら
がどうなるのか、ヒントを得たのでしょう。見て祈りなさい、私が予言するからです。 

57 あなたは、私の仕事と自分の運命を前にして、ふさわしくない、未熟であると感じているのです。しかし、本当に
言っておくが、私が告げた試練のノミによって、あなたの不完全な部分の粗さはすべて平らになる。 
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58 すべてが私を語り、私は自然のすべての顕現を通してあなたに語りかけるだろう。今まで聞こえなかった呼び声が
聞こえ、理解されるようになる。 

すべての被造物は動揺し、震え、神の正義が宇宙に存在することを証言することになるでしょう。しかし、裁かれた後
、人は元の道に戻るが、完全なものへの一歩を踏み出したことになる。それは、この人類の覚醒と再生となる。 

59 徳の光は、誰にも消されることなく、この世に輝き続けることができるのです。理性が勝り、愛はもはや言葉だけ
でなく、行動となる。主人と召使いは次第に消えていくでしょう。わたしは全地にわたしの弟子たちを連れて行き、彼らは
諸国民への光と平和と啓示となるであろう。 

60 人間の権力欲とエゴイズムによって不和の骨となったこの世界は、やがてその所有者となることなく、すべての人
が共有することになる。すべての創造物の所有者があなたを呼び出すとき、あなたは喜んであなたの財産のすべてを置き去
りにするでしょう。 

61 人類は今、このような光の時代が来るための準備をしているのです。もし、あなたがたが困難な試練にあったとし
ても、絶望してはならないし、神を冒涜してはならない。祈り、「見守り」、そして「忍耐」。あなたが許し、立ち上がる
ように指示すべき無知な者たちの口から、冒涜、罵り、呪いが出てくるでしょう。 

そして、人の絶望の中に沈黙が訪れるとき、あなたは語り、聞かれるでしょう。そうすれば、たとえ話の放蕩息子のよ
うに、私から遠く離れ、私を恨んだ者たちが、悔い改めた結果、どのように赦しを得るかがわかるでしょう。しかし、罰の
代わりに赦され、愛撫されたことを見ても、驚かないだろう。むしろ、世界に平和と愛の饗宴を見るとき、あなたは喜びの
ために涙することでしょう。 

62 人類の心から聖霊の神殿が無限に立ち上がるとき、その中に新しい啓示が現れ、それは魂が上方に進化すればする
ほど大きくなるのです。 

63 今、私は、さまざまな集会の場で私の声を聞く人たちをすべて束ねようとしている。あなた方が団結していないの
は、私を理解していないからだ。そうなれば、互いに愛し合うようになり、愛し合えば、一つの心臓として鼓動するように
なるのです。 

64 理解力の欠如は、あなた方の理解力が表面的で弱く、いつも地上の品物に気を取られていることからくるものです
。あなたは、最初に手に入れたもの、つまり、少しの心の安らぎ、しっかりした屋根、少しの身体の健康、親戚の温もり、
一握りのお金で満足しているのです。 

65 私は、地上の品物を捨てよとは言わないが、聖霊の賜物よりもそれを優先せよとも言わない。 

66 私の方法であなたの魂の上昇を求めなさい。しかし、地上のお世辞や名誉は避けなさい。あなた方の間では、名前
ではなく、人々 全体の働きが強調されるべきであると知っておきなさい。良い種を蒔いた人の記憶は、尊敬され、祝福され
、その模範となるであろう。これが彼の地上での唯一の記念となるだろう。 

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 243 
1 私の愛の炎は、あなたの心に暖かさを与え、あなたの魂に燃え盛る炎を燃やすために、あなたに降り注いでいるの

です。あなたがたの内面を照らす灯火が、ある者は消え、ある者はすでに消え、彼らはただ、わからない不安を抱えてわた
しを前にしているのだから。しかし、私の光は今この瞬間、皆さんの中で輝いているのです。 

2 なぜ、始めた道を後退させたり、遅らせたりするのか。前進せよ、弟子たちよ! 

3 人類はすでに私の使者、良い知らせをもたらす者を待っているのです。これらの使者とは、第三の時代におけるわ
が現存とわが言葉の証人であるあなた方のことである。人々 は、さまざまな宗教を通して私に到達することができるのでし
ょうか？私はただ、人類の上昇進化のための道はただ一つであり、それは私が第一時代に私の律法の中で示した道であり、
第二時代に私の血で封印され、私の聖霊によってこの時代に照らされている道であることを告げます。 

4 私の律法全体は、神への愛と隣人への愛という二つの戒めに集約されています。これが道だ。 

5 宗教は、魂を真の道へと導く小さな脇道であり、その道を一歩一歩登っていけば、私のもとに辿り着くことができ
るのです。地球上の人々 が異なる宗教を公言する限り、彼らは分裂しているのです。しかし、ひとたび愛と真実の道を歩め
ば、彼らは一つになり、その一つの光と一体となる。 

6 しかし、道行く人、地上の巡礼者は立ち止まり、眠っているのです。愛と真実は心から離れてしまった。それゆえ
、私はあなた方に語りかけ、自然の力が解き放たれる前に迷ったり疲れたりしている人々 を愛と慈悲で目覚めさせ、立ち上
がらせ、魂、感情、知性をかき立てる仕事にその命令口調で専念する使者を用意したのである。 

7 霊の教えに対して敵が立ち上がり、彼らは最高の武器を手に入れ、あらゆる力を駆使して、この啓示に反する証言
を求めてくるでしょう。しかし、本当にあなたがたに言いますが、この時代に立ち昇った光を消すことのできる人間の力は
ありません。ちょうど、当時の人間がゴルゴダでの処刑によってさえもキリストの声を消すことができなかったように、彼
らの流した血は永遠に語り続けたのですから。 

8 偽者や魔術師と呼ばれることを恐れてはならない。これらの罵倒はすべて、あなたがたの師にも浴びせられ、不信
心者、不道徳者が私の預言者、使徒に与えた名である。しかし、主と主の真理が勝つと、最も神を冒涜した者が、その後、
パウロのように最も悔い改め、熱烈になったのです。 

9 私の第三の時代の使徒職には、師の苦難の道を木の十字架の足元まで同行し、侮辱を耳にし、嘲笑に耐えたあの女
性もいます。第三の時代となった今、彼女は誠実な「働き者」であり、強い魂を持ち、戦場で活躍する兵士でもあるのです
。だから、今回、私の食卓に彼女の席を設けたのです。使徒の地位は、性別の区別なく、魂の中に築かれるからです。 

10 約束の地に着くまで、力を合わせて真理の道を歩んでください。 

11 今こそ、イスラエルは愛の業を知られることなく、謙虚にその業を行うべき時です。左手は右手のしていることを
知らないものとする。主の弟子であることを自慢してはならないし、お世辞も求めてはならない。もしこれが守られるなら
、霊的な軍団は本当の軍隊になり、一つの意志、一つの戦線を形成し、その闘いは無知、罪、宗教的狂信と戦うことを目的
としています。 

12 この人々 、この人間と霊的存在の軍隊は、これからの時代、この仕事の守護者となり、教えと法律が改ざんされな
いようにし、人間が真理と戦うのをやめるようにするのです。 

13 私の教えの陰で、栄光を受けた人間が仲間の魂を支配できるような王座は築かれないだろう。また、告白者が現れ
て、人の行いを裁き、許し、非難し、判決を下すこともないでしょう。私だけが、公正で完全な裁きの席から魂を裁くこと
ができるのだ。 

14 わたしは、矯正し、教え、導くために人を遣わすことはできるが、裁き、罰するために人を遣わすことはない。私
は人の羊飼いになる者を送ったが、領主や父親にはならない。私は霊による唯一の父である。  

15 スピリチュアライゼーションは、あなたの魂に浸透し、未来の世代に受け継がれるでしょう。彼らは、自分の身体
の中に、良心の命令に従う意思のある道具と、神聖なインスピレーションを受け取るための大きな透明性を見出すことがで
きます。 

その世代から、精神的な指導をする偉大な教師が生まれ、また、頭脳明晰で高い知性を持つ偉大な科学者が生まれるの
です。道徳や美徳の模範となる家長が現れ、預言者や真理の使徒が現れるだろう。 

16 私があなた方に心の準備をするように言うのは、あなた方の従順の模範、霊性、兄弟愛、同胞に対する愛のわざの
証人として、あなた方の子供たちに残すためでもあるのです。 

17 そうすれば、あなたの名前は祝福され、来るべき世代に記憶されるでしょう。彼らは、あなたの闘争の跡、あなた
の善行、模範となるに値する模範によって、あなたを愛するようになるでしょう。子供たちが怪我をしないように、アザミ
やイバラの道を切り開くのはあなたなのに、どうして子供たちに認めてもらえないのでしょう。だから、足場をはずすこと
なく、道の障害物の上を無関心に歩いてはいけない。あなたの後に来る者は、障害物や茨に出会うたびにあなたを非難し、
ある者はあなたを呪うでしょうから。 
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18 私の教えの中で、あなたの行動様式を完成させなければなりません。そうすれば、あなたの後に来る人たちは、あ
なたが多くの人にとって不可能と思われることを実現し、実行することができたと分かるでしょう。スピリチュアリズムは
空想でもなく、過度に進歩した教義でもなく、魂がその進化のおかげで理解し実践することができるようになった適切な時
期に、人類の間に現れたということを証明しなければならないでしょう。 

19 今こそ、エリヤの霊が宇宙全体に輝き、すべての世界、すべての道、すべての魂を照らし、眠っている者を目覚め
させ、死者を蘇らせ、大勢の群衆の中から、太古の昔から人類に主から使命を与えられてきた14万4千人の印された者、す
なわち「封印された者」に属する者を見出すときなのだ。 

20 そこで、かつてイスラエルの十二部族に属し、ルベン族に属する者が食卓を囲んでいる魂から、レビ族やゼブルン
族とともに、この民の新しい家族を作り、境界や分界、分割をなくした。そこには、神の正義がある。 

21 たとえ自分のところであっても、集会所の評判を上げるような努力はしないこと。私の名前と私の教えが、あなた
の仲間に認められ、名誉を受けるように働きなさい。 

1950年に私が最後に話すのは、グループや集会所に分けられた人々 を迎えるためではありません。どの集会所が私の教え
をよりよく実行し、どの集会所が私の意志に曲げることを知らないかには注意を払わず、私の「働き手」のすべてを受け取
ることになるのです。 

22 それぞれの集会所が構成する「働き手」の数の多寡を数えることはしない。私はそれぞれの心からその貢ぎ物を受
け取り、そのすべてから一つの心を作り、そこに私の聖域を建てるのだ。 

23 エリヤはあなたの道を歩み、その力は不信心者、狂信者、物質主義者との戦いであなたを勝利に導きました。 

24 不和で分裂していた民衆を「初めの時」にまとめあげた。そして今、彼はその愛の光であなたを再び霊的に結びつ
けたのです。 

25 当時、人々 は2つの王国に分かれており、10部族が一方に、2部族がもう一方に属していたことを思い出してくだ
さい。その多くは偶像崇拝に堕ち、バアルの崇拝者になっていた。それから，エリヤは，わたしの栄光，わたしの存在，わ
たしの力を異邦人の前に現わすために，彼らの間に現れ，次のように話した。「わたしエリヤは，あなたがたが拒絶して戦
い，その目の前に偽りの神と偶像とを立てたあなたの神エホバの名によって来たのである。あなたがたは彼らの力を試して
みるがよい，わたしは自分の側から，わたしの主エホバの臨在を呼び起こし，答えられた者が真の神を所有していることを
伝えるために来たのだ "と述べた。 

26 バアルの崇拝者たちはこれに同意し、燔祭の祭壇を築き、神を呼び、その存在と力を証明するために火を送ってく
れるよう依頼した。祭司と群衆は昼夜を問わず、踊りと祭りで偽りの神を呼び、燔祭の祭壇はそのままであった。 

そこでエリヤは，神の民の十二部族を表す十二の石で作った祭壇の上に薪を置き，エホバに呼びかけて言った。「主よ
，あなたの僕であるわたしは，あなたを拒絶した人々 に御自分を現わし，彼らが再びあなたを礼拝して栄光を得られるよう
お願いします」。 

すると、雷鳴の中に御父が現れ、そこから稲妻が一筋の光を放ち、預言者の燔祭の祭壇に降り注ぎ、火を放たれたので
ある。 

そして、偶像崇拝者、欺かれた者、信仰を持たない者たちは、エリヤが真の神の使者であり、すべての悪を滅ぼし、そ
の光で闇を照らす火の預言者であることを理解したのです。 

27 あなた方が再び分裂し、分割されてしまったので、新しい焼燔の時代にわが神性の普遍的な光線を降ろすために、
当時、今日玉石のようになった12の部族に属する魂を統合した者である。しかし、この光はあなた方を永遠に結びつける
ために戻ってきたのです。 

28 最初の者も最後の者も、弟子も子弟も、熱心な者も不信心な者も、みな歓迎する。 

29 世間は私の新しい啓示の証拠をあなた方に求めるだろうから、私はあなた方全員に準備をしている。 

30 この地球上にはたくさんの宗教団体がありますが、そのどれもが人々 を団結させたり、互いに愛し合ったりするこ
とはできません。この仕事を成し遂げるのは、私の精神的な教えである。この光の前進に、世界は無駄な抵抗をすることに
なる。 

わが弟子たちへの迫害が最も激しくなるとき、自然の力が解き放たれるであろう。しかし、これらのわが働き手の祈り
によって、それらは鎮まり、世界は私が彼らに与えた権威の証明を経験することになるであろう。 

31 眠らないでください。私があなたをこのすべての上に引き上げた後、あなたが世界の痛みと混乱の下で狼狽するこ
とのないように。 

32 この時間を無駄にしないように、別のもっと良いものが来ることを信じて。スピリチュアル・ベール」に戻ること
が確定する瞬間が来るからだ。そのとき、たとえ自分の使命を果たすために延命を求めても、父の正義に会い、この機会は
終わったと告げられるでしょう。 

33 あなたには、疲れ果てた放浪者や悪徳によって衰弱した罪人を自分の中に迎え入れる仕事があることを自覚し、あ
なたの模範、助言、指導を通して、彼らは再起を見出すでしょう。 
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34 私は裁きのために来たのではありません。あなた方が地上の苦しみを和らげるために、慰めを求めて私のところに
来るのを見たからです。しかし、私があなたにしたことを、あなたがたが同胞にするように、私はあなたがたに指示するの
です。覚えておいてください。この霊的な遺産をあなたがたに託したとき、私はあなたがたに、「隣人に、貧しい人々 に与
えなさい」と言った。もし、彼らのためにあなたが大切な人をないがしろにするならば、私は彼らの面倒を見るでしょう。 

35 この教えは、殺人的な武器で守るものではありません。そのために戦うために私が託した武器は、光に満ちた言葉
と愛の業だけだ。これを正しく使う者は、それまで耐えてきた悪意や攻撃が無効化されるのを見ることができる。 

36 もし、あなたが罪人に善良さを勧めようとするならば、私の裁きや自然の力、もし改心しないならば痛みで彼を脅
すようなことはしないでください。すべての愛と慈悲と赦しである真の神を示せ。 

37 しかし、この第三の時代に聖霊の光が降り注いでいるのは、あなた方だけではありません。この光は、すべての人
間という生き物の内と上、すべての魂の中にある。この時期があなた方にとって上へ向かう貴重な機会であることが証明さ
れたように、すべての宗教団体の聖職者、司祭、牧師にとっても、誤りを正し、御父の意志を実現する機会であることが証
明されたのです。 

38 私に喜ばれるように努力しなさい。そのためには、仲間に喜ばれる存在でなければなりません。あなたが真の愛の
業をもってわが真理をあかしするならば、彼らは熱心にこの福音を聞くであろう。 

39 1950年以降、あなたはもうこの形で私の言葉を聞くことはないでしょう。しかし、霊と霊との対話を実現する方
法は、すでに教えてあります。私の教えを高め、よく実践することによって、それにふさわしい存在になりなさい。あなた
は、私のインスピレーションと私の新しい啓示なしに残ることはありません。 

40 あなた方が集う場所を装飾品で飾ってはならない。それは、あなた方がその装飾品で私の神霊を喜ばせようとする
からだ。私の存在は、シンプルで平易な方がよりよく感じられるでしょう。 

41 私の教えを純粋に理解し、解釈する強い人々 を用意する。そうすれば、彼らは大勢の人々 にとって刺激となり、子
供たちは彼らの中に良い模範を見るだろう。この民族は、兄弟愛、結合、和合の種となるであろう。 

42 私が自分自身を知らせるこの時間の終わりに、あなた方が一人が他の人を愛する家族を形成すること、つまり、本
当の兄弟姉妹と同じように、一人の痛みを他の人が感じるようにすることが私の意志でした。あなた方は同じ父から来たの
だと理解しなさい。この理想に到達すれば、その強さは計り知れないものになる。 

43 自分の贈り物の価値を判断したり、兄弟姉妹の贈り物と比較したりしてはいけません。ある者は他の者より多く与
えられていると言ってはならない。なぜなら、一人ひとりが自分の才能と使命を与えられているので、被造物は自分の愛と
堅忍の実と、自分の失敗と異常の実を少しずつ刈り取っていくからです。私の仕事の中であなたが行うさまざまな仕事には
、正義があり、償いがあり、そして報酬があります。しかし、彼がそれをもたらしたのが功徳によるものなのか、主への恩
義によるものなのかは誰も知らない。 

44 私の指導は、地上でも「霊の谷」でも、あなたの魂にとって忘れられないものになることでしょう。これで二度と
反抗することなく発展の道を歩むことができ、父と接触しているため、常に父の声を聞くことができるようになりました。
わたしは世の光であり、わたしのもとに来る者はだれでも滅びないからである。 

45 私は人間の肉と魂の結合をもたらしたのです。こうして、わたしは最初の人間を創った。彼には、主と隣人に対し
て持つべき愛を認識させるために、様々 な啓示を通じて、初めからわが律法を示したのである。 

46 私の教えによって、人類は自らを父の娘であると認識するようになりました。だから、人の間の戦争は存在する意
味がないと言っているのです。創造主は、すべての人が考え、感じ、理解することを可能にしたからです。しかし、すべて
の人が精神で考えるわけではなく、さらに、地上の情熱に流されて自分の魂を大切にしていないのです。人間は、自分が私
自身の一部であること、自分が「私に似せて」創られたことを常に意識していなければならない。 

47 やがて彼は、自分がこの星に来たのは一度や二度ではなく、この星で道を踏み外したり滅んだりするためではない
ことを知ることになる。そうすれば、自分が所有し、愛してやまないその身体は、この世に生きている限り、魂と一体とな
った道具に過ぎないということが理解できるようになる。 

48 あなた方は私のこの来訪の証人であり、私の啓示と教えを受け、私の顕現を目撃したのです。 

49 今日、多くの人にとって、これらの教えは理解できないものですが、しかし、時が来れば、彼らはあなたの御言葉
とあなたの作品を通して理解することになるでしょう。わが言葉は人間の思考を照らし、その光はすべての魂に届き、彼ら
を真理の道へと導き、狂信から遠ざけ、彼らを目覚めさせ、彼らの精神の声を聴かせるだろう。 

50 私は、長い間、さまざまな形であなたのところに行きましたが、ついにイエスにおいて自分を人間にしたのです。
今日、私があなた方と一緒にいる方法は、最高であると同時に最も深いものです。なぜなら、あなた方は霊的な高揚とイン
スピレーションを通して私を感じ、触れ、聞くことができるからです。 

51 人間の知性を通して自己を知らしめるために、私は、私を語る者と私に耳を傾ける者の受容力に応じて、自己を限
定するのです。私の声を聞いても、私を理解できない人もいれば、私の声を聞かなくても私を理解する人もいます。今日、
私の話を聞いたあなた方は、この第三の時代において、霊化への一歩を踏み出すために召集された者たちなのです。 

その昔も、預言者の呼びかけで民衆が立ち上がり、偶像崇拝を捨てました。 
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あなた方は今日まで伝統を守ってきた人たちです。しかし、あなた方の存在の核心部分では、無駄な伝統や無意味な儀
式を捨てて、謙虚さと慈悲と愛の内なる崇拝である霊性のために、私の帰還を待っていたのだ。 

52 このメッセージは、海を越えて伝えるべきものです。私の言葉は旧大陸を横断し、魂の悲惨さに気づかずに土地の
一部のために恫喝的な闘争に身を投じているイスラエルの人々 にも届くだろう。 

世界が受ける試練は想像を絶する。すべての者が平和を待ち望んでいる。しかし、それは自然の力が私の証人となった
後にのみ実現するのだ。 

53 もはや、私の正義に恐怖を感じる人はいないでしょう。戦争は残酷だが、人類は更新しない。人間の罪を戦争で罰
するのではありません。私の正義がそれを許すなら、人間は浄化されなければならないからだ。 

54 自らを「神の子」と呼ぶ者は多いが、真に神を認める者はごくわずかである。なぜなら、あなた方は霊をもってわ
が神性を求めなければならないからである。しかし、すでにあなた方の間では、目覚めの時、復活の時、復活の時なのです
。 

種蒔きの後に収穫がありますが、これは人間の成長だけでなく、私の天の力の働きでもあるのです。新しい世代が良い
花を咲かせ、良い実を結ぶことができるように、あなた方は自らを準備し、貢献しなければなりません。1950年以降、あ
なた方は私の教えの真理を証言し、預言者として宣べ伝えなければならないのだから、信仰が薄れないように気をつけなさ
い。 

55 私の弟子であるヨハネは、これから起こる出来事を目の当たりにしました。神の命令で、これから起こることを見
抜き、人類の救済のためにそれを知らせた。マークされた者が救われるのを見たのだ。あなたは印のついた者に属し、滅び
ることはなく、また、最後の手段としてあなたに帰依する者たちも滅びません。 

56 あなた方の唇は、私の言葉を人類に知らせる伝令役となる。 

57 イスラエルの民：わたしはあなたがたに、病人を撫で、油を注ぎ、困っている人のパンを増やし、同胞に平和をも
たらす用意をしているのだ。 

58 私は今日、あなたの種と、あなたが刈り取ったものとを試し、あなたがどのように子供を育てたか、また、あなた
が来るべき世代のために道を備えているかどうかを尋ねるために来たのである。 

59 あなたは一瞬一瞬、私の痕跡を探し求め、私にこう言います。"この瞬間、この重要な瞬間に私はどう振る舞うべ
きか 

"と。あなたがたに言おう、わたしのことばはこれらすべてを教えているのだ。勉強すれば、あなたの求める答えがそこに
あるはずです。 

60 歩いている道は険しい。しかし、あなたの一歩一歩、私の法の中で行うすべての作業が、すべての霊能者が持つ目
標にあなたを近づけるのです。 

61 償うべき義務は大きく、その結果、あなたの痛みも大きくなります。しかし、借金を返し、救いを得れば、その苦
しみは無駄ではなかったこと、自分の運命は正しいことが理解できる。 

62 なぜ、しもべが主人にするように、互いに仕えなかったのですか。奉仕する者は、決して劣っているのではないこ
とを理解しなさい。その謙虚さは、彼を高揚させ、威厳を与えるのです。 

あなたは、私が与えた課題をすべてこなすことができます。あなたの能力と体力があれば十分です。 

私はあなた方に、互いに愛し合い、私利私欲を持たずに善を行いなさい、同胞からの支払いを期待しないように、コイ
ンがあなたの愛や他人のための犠牲の代価にならないように、と言ってきました。 

63 そうすることで、自分自身と、自分を傷つけた人のために安らぎを得ることができるのです。憎しみや恨みを心に
抱くことなく、純粋な心でいれば、平和の秘訣を知り、私の真理の使徒として生きることができるのです。 

64 この日は、両親や子供、兄弟姉妹など、この世で自分に属していた人たちを思い出します。しかし、ある者は、私
が彼らを「霊的な谷」に呼び戻したために、深い苦悩の中で私を非難するのです。しかし、私は彼らに言う。あなた方を結
ぶ愛の絆は、壊れることはありません。皆さんはこの宇宙の中で生きていて、ある段階から別の段階へと進み、最終的な目
的地にたどり着き、そこで皆さんは自分自身を発見することになるのです。あなたが私に尋ねる存在たちは死んでいない、
生きているのだ、そして彼らの魂には、あなたよりも大きな明晰さがある。彼らは悟りを開いており、それを失うどころか
、あなたのためのスタッフであり、苦しみの慰めであり、執り成しであり、保護者である。私と一緒に、愛と聖霊によって
結ばれているのだから、彼らと団結しなさい。彼らは苦しまず、満足している。なぜなら、彼らは私のもとに来るために自
らを進化させ、完成させているからだ。 

65 あなたの弁護者であるマリアは、母のような愛、魂の強さ、平和を世界に下しています。 

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 244 
1 イスラエルの愛する民よ、わたしの愛とわたしの慈しみはあなたがたの間にある。 

2 御父の御前で首をかしげる者たちよ、私はあなた方を祝福する。三つの時代に神に選ばれた人々 の魂よ、今日あな
た方の目をもう一度開き、私の存在と私の光を見よ。祝福されよ 

3 私の言葉の核心に入りなさい：キリストはあなたがたに指示を与えるために、人間の理解力を通して正確にご自身
を現されるのです。しかし、私はあなたがたに言う。主が御言葉を与えてくださるときはいつも、父なるエホバと聖霊が関
与しておられるのです。わが神聖なる霊に三者を求めてはならない。一つの創造主の霊、一つの父が、三つの異なる時代と
啓示の段階を経て、あなたがたのもとに来たのである。 

4 本当にあなたがたに言う。神学者たちは、どれほど人類を混乱させたことだろう。しかし、私はあなた方を救い、
救済し、高揚させるために私の光を与え、これらの知識を霊に明かすのはあなた方の心ではなく、霊が人間の心に霊的、神
的知識を明かすことを正直に告げます。それは神学者ではなく、霊能者、聖霊の真の弟子たち、つまり、わが声を聞き、主
の愛撫、励まし、手招きを感じるために、神聖な霊と接触することを学ぶ魂たちである、と主はあなたに告げておられます
。 

5 ですから、今この瞬間、私は自分を一筋の光に限定し、一人の理解力を通してあなた方に自分を知らせるようにし
ました。私は、第二の時代に人間となった私自身の「ことば」と、私のうちに常に存在する私の聖霊を通して、父としてあ
なた方に語りかけるのです。あなた方が出てきたのは、私自身なのだから。一つの霊、一つの本質、一つの父の愛を求める
ことで、真の神の三位一体を知ることができます。 

6 あなた方は聖霊の発展、顕現、啓示の時代に入り、私の啓示のひとつひとつが人々 を目覚めさせ、反省させること
になるのです。あなたがこう言うとき、混乱の瞬間があるでしょう。"父よ、理性はいつもあなたの中にあり、真理はあな
たであり、あなたの前では私はいつも幼い子供です。" 

7 私はこの記念すべき日にあなた方をお迎えします。しかし、あなた方とともにある伝統は、来るべき時代には消滅
し、神と霊界の到来は、もはや一日たりとも記念されることはないでしょう。いつも私や兄弟姉妹と触れ合っていてほしい
。 

8 第一の時代、あなた方は、私への愛ではなく、恐怖のカルトを私にもたらしました。というのも、あなたがたは、
父の被造物に対する無限の完全な愛を、父の心の中にまだ発見しておらず、私の中に、正義を求める冷酷で厳格な父を見る
だけだったからである。あなたたちはわが掟を持ち、わが正義を恐れてそれに従った。そして私は、あなたたちが私を恐れ
ずに愛する父として認めるときを待っていたのだ。 

しかし、私の愛、私の暖かさ、私の優しさの偉大な証拠を与えたにもかかわらず、あなたはエホバの正義を恐れ続けま
した。父なる神が絶え間なく語りかける良心の声を、あなたは恐れ続けていたのです。 

魂の準備と覚醒の時期、あなたが自分の魂を私のもとへ導く道を最初にしっかりと歩み始めたとき、私はあなたに、あ
なたが亡き人の魂と接触することは私の意志ではないことを理解させました、なぜなら、あなたはまだその準備ができてお
らず、その恵みをうまく利用できないからです。霊界もあなた方も、互いに接触する準備が十分でなかったのです。しかし
、その予感はすでにあったし、可能性も恵みもあったのです。そのため、それ以降、霊的な存在とのつながりを求める人た
ちが世の中に現れた。 

9 禁止事項がいつまでも有効であってはならない。これほどまでに子供たちを愛している父が、どうして自ら子供た
ちの間のコミュニケーションを禁じなければならないのでしょうか。私の神霊は、熱意と愛をもって求め合う兄弟姉妹の間
に、どのように障壁や埋めがたい距離を築くべきでしょうか。ただ、まだその時期ではなかったので、惜しんだのです。し
かし、人間に対する、あなた自身の受肉した魂に対する私の無限の愛のために、私は人間となり、このことをあらかじめ預
言的に告げ、あなたに知らせた。そうすれば、私の到来が驚きではなく、あなたが私の存在を予期して見守り、祈っている
のを見出すことができる。 

10 私は約束を果たし、魂を具現化した。私は人間として生まれ、あなた方の間に住んで生き、成長し、死んでいきま
した。あなた方の父である私が人間だったその間に、霊性に満ちた顕現、教訓、教えをあなた方に授けました。私はあなた
の霊に多くの啓示を与え、ある者は光で満たし、ある者はそれによって混乱させました。 

11 私は、第二の時代における私の到来によって、あなた方が視線を上げ、私の王国をもっとよく考えるように、つま
り、その時にあなた方の魂が、天の王国がますます近づいていることを感じるように準備したのだ。 

その時、私は人の間で、あなた方自身の魂にはまだ手の届かない謎である、目に見えない大きな魂の軍団に出会った。
私はそれをあなたに明かし、それらの発現の秘密を明らかにし、私の啓示が彼の発見や言葉よりも優れていることを神学者
や科学者に示したのである。 

12 科学に見捨てられた病人を癒したのは、その病気が超自然的なものだったから、霊的な性質のものだったからです
。私は、混乱した魂の大軍団から憑依者を解放し、私を信じる者たちは立ち上がり、私の名をほめたたえ、私の力を認めま
した。私を信じない者たちは、私を非難し、それらの力の証拠を悪とし、私を黒魔術師として扱った。 
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私は人類のために光の扉を開き、魂に距離はないことを悟らせ、私が人間として死んだ瞬間、私のスピリットは墓に眠
る魂を目覚めさせたのです。私は彼らをラザロのように墓場から出現させ、彼らの存在と存在を証するためにあなたがたの
間に送ったのだ。 

13 あなた方の目は彼らを見、あなた方の心は彼らをとても近くに感じた。なぜなら、私はその試練の瞬間に彼らに新
しい命を与え、あなた方を待っている魂の輝かしい命、あの世での永遠の命を目撃させたからである。 

また、わが肉体が地中に眠った後、イエスの姿であなた方のもとに戻り、あなた方の目の前で何度も私を現わし、「霊
の谷」とあなた方が現在住んでいるところとをつなぐ扉を永遠に開き、それによって魂にわが祝福と約束の王国へのアクセ
スを与えることも、わが意志であった。この父なる聖霊の愛の扉は、いつもすべての人に開かれていること、つまり、あな
た方の魂がその敷居をまたぐことができないために一時的に閉じていただけのその扉が、主の慈悲によって開かれたことを
わかってもらうためにだ。その瞬間から、人間の魂はスピリチュアルなコミュニケーションに目覚めていったのです。 

14 しかし、まだ、霊的な啓示を完全に理解できる時期ではなかった。しかし、この神の教えへの欲求が人類を包み込
むようになり、第二紀の各世代の人々 は、自分たちの中に潜在する能力や才能を駆使して、熱心にあの世を求めるようにな
り、そうして次第に「霊の谷」へと続く道を見出したのである。 

15 人々 は多くの障害や失望を経験し、私の仕事や精神世界において多くの冒涜が行われました。しかし、御父はこの
地上に住む魂が、霊的な兄弟姉妹と思いを交わすことを切望しているのを見て、すべてをお許しになったのです。しかし、
人類の一部はこれらの啓示を発見し、彼方とのコミュニケーションを切望していたが、別の一部はスピリチュアルなコミュ
ニケーションを疑いと嫌悪感を持って捉えていた。 

16 第一の時代には法として来られ、あなたがたの間に御言葉を広めるために人となられた同じ父である、あなたがた
の神ご自身である私が、聖霊として来られた時である。第一の時代のように物質的に自分を聞かせるためでも、第二の時代
のように人となるためでもない。というのも、今でも私は聖霊として話していますが、人間を通して話すときには、私の意
志によって決められた程度に自分自身を実体化しなければならなかったからです。 

17 やがて、あなたがたの前に新しい時代、聖霊の恵みの時代が訪れ、そこであなたがたは、儀式によってではなく、
教会の儀式によってでもなく、心の能力によってでもなく、あなたがた自身の魂の中に私を見いだすことになる。 

18 多くの時間が流れ、試練があり、葛藤があり、魂の進化があり、そして今、聖霊の時にあなた方は私を理解できる
人間として立ち上がりつつあるのです。 

19 今はもう、あの世とのコミュニケーションを禁止する時代ではありません。もう、準備だけして約束する時代では
ありません。今こそ、わが約束が果たされるときです。あなたがたはこの地上で肉体を奴隷にしただけでなく、物質的な欲
求に魂を縛りつけてきたのです。あなたの魂が転生したばかりであることは問題ではないのですから。すでにここから、あ
なた方は宇宙を征服することができる。精神世界の中でくつろぎ、兄弟姉妹として抱き合うことができる。 

20 私の光は境界線を取り除く前に、あなたが私の神聖なスピリットや「霊の谷」にいる兄弟姉妹とつながることがで
きるように準備したのです。私はあなた方が無知の子であることを望んでいるのではなく、あなた方が私の三位一体マリア
的霊的仕事の弟子として、完全な純度と高揚をもってこのつながりに参入することを望んでいるからです。心構えを知らな
い者だけが、その中に留まることができないのだ。汚れた者は、同様に、私があなたに話している至福のコミュニケーショ
ンに到達することはないでしょう。不純なものは私に届かないと、すでに言ったはずだからです。 

21 好奇心だけで、あの世とのつながりを求めても、真実は見えてきません。万一、偉そうなことを言ったり、虚栄心
を持ったりしたら、真の顕現は受けられない。もし、誘惑があなたの心を偽りの意図や利己的な利益で惑わすならば、あな
たは同様に私の聖霊の光との接続を受けないでしょう。あなたの敬愛、あなたの純粋な祈り、あなたの愛、あなたの慈悲、
あなたの霊的高揚だけが、あなたの魂が翼を広げ、空間を越え、霊的な家に到達するという奇跡を起こすでしょう--

私の意志である限りにおいて、です。 

22 これは、聖霊があなたがたに与えた恵みと慰めであり、あなたがたは同じ一つの家を見、死も疎外もないこと、私
の被造物は永遠の命に関して一人も死なないことを確信するようになるのです。この「第三の時」には、この地上生活から
旅立った、あなたが知っている、この世では愛したが永遠には失われていない存在たちをも霊的に抱擁することができるか
らです。 

23 私の「働き手」の力を借りて、その存在とコンタクトをとった人も多いでしょう。しかし、本当に申し上げますが
、これは連絡を取るための完全な方法ではなく、転生した魂と実体のない魂が、物質的あるいは人間的な手段をまだ使わず
に、霊から霊へ、すなわち霊感によって、霊的機微、啓示、予兆の賜物によって、互いに連絡できる時が近付いているので
ございます。あなたの霊の目があの世の存在を感知できるようになり、次にあなたの心が「霊の谷」に住む存在の生命の表
情を感じ、そしてあなたの霊の歓喜と同時に、あなたの父に対する知識と愛が大きくなるのでしょう。 

24 そうすれば、肉体に対応するような狭い範囲に自分を見ることなく、自分を知ることによって、自分の魂の命が何
であるか、それが誰であるか、それが誰であったかを知ることができるだろう。父はあなたがたに言うのである。たとえ、
あなたの肉体が小さくても、あなたの精神は私の神霊となんと似ていることでしょう。 
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25 私は、現在と未来のためにあなたに語りかけます。私はこの啓示を通して、私の言葉であなた方を準備し、目覚め
させているのだ。あなた方は、他の人たちにも同じように、わが神聖な仕事について-第三の時代についてだけでなく-

話すようにしなければならないのです。その中で私が教え、あなたがたに明らかにしたことは、すべて私の仕事ではないか
らだ。第一回と第二回で私があなた方に教え、明らかにしたことも、同様にその一部である。したがって、あなた方が真の
三神教徒となるためには、三回の教えをすべて知らなければならない。あなたがたは、父の三つの時、父の三つの顕現、父
の三つの啓示において、父と共にあったのだから。 

26 愛する人々 よ、このように準備しなさい。明日、人類を混乱させないように、そして、人の心、精神、魂の中に、
あなたを沈黙させる質問が一つもないように、私の霊の光で、すべてに答え、照らし、一つの魂も混乱に陥らせず、すべて
の生命に、人が神秘に包まれ、暗闇や不確かさの中にあると考えていたことの説明を与えることができるように。 

27 私は光であり、シンプルさであり、真実である。もはや、すべてが明瞭である秘密を見るための時間ではありませ
ん。私は、魂が上へ上へと進むにつれて、私の知恵を明らかにします。進歩し霊化すればするほど、知らなかった啓示をよ
りよく理解できるようになり、こうしてあなたの魂は、私の神聖な霊があなたに明かす常に新しい教訓を永遠に楽しむこと
ができるのです。 

28 今ここにいる皆さんは、魂の輪廻転生を信じているので、すでに地球に何度も生息している確信があります。しか
し、私があなた方に与えたこの啓示は、世界を揺るがし、人々 の間に革命を引き起こし、それによって多くの謎の説明と魂
の励ましを得るでしょう。なぜなら、輪廻転生は愛の法則であり、それは私の光に基づくからです。 

29 愛する人々 よ、あなた方はまだ知らない、この世で何度、異なる地上の身体になったかを。肉」は自分を探し、自
分の魂を問うが、あなたは自分の過去、前世を見ることに成功しない。なぜなら、父である私はこの知識を禁じ、あなたの
魂が人間生活の間に過去の地上生活を発見することを妨げているからです、これはやはりあなた方の間にいる聖霊の禁じ手
なのですから。 

しかし、あなた方は現在、偉大な魂の発達を遂げた、今はまだ自らを浄化し上方に進化するあの世に住んでいる魂を持
つ次の世代が、この惑星に来るための準備をしているのです。前世を思い出す能力、過去を知る能力が聖霊によって与えら
れるのは確かである。 

もし私があなたにこれを与えなかったとすれば、それはあなたの魂の弱さ、さらにあなたの地上の性質にまだ遭遇して
いるからであり、あなたが自分の過去を見れば絶望することを私は知っています。多くの罪を犯して父を怒らせた者は、良
心の悔い改めと非難に耐えるだけの力を持ちません。そして、重要な人は虚栄心に満たされ、取るに足らない人は屈辱を感
じ、その心には復讐心が生まれるのです。完全な英知であるあなたの父が、肉体の生活の中で、あなたの魂の過去をまだ明
らかにしようとしなかったのは、このためです。 

30 この恵みは、過去を知っても害のない未来の世代のために用意されているのです。あなたは、彼らの目の前で開か
れた本のような存在になるのです。それらの魂は、多くの秘密の啓示者となります。つまり、地上での自らの生活を通して
魂の生活を照らす者、この世界に他の世界のこと、そして霊的な道である非常に広い道のことを語る者となります。 

31 人々 よ、自分自身を準備しなさい。そうすれば、あなた方から生まれてくる人々 にこの準備を遺すことができ、こ
の恵みがあなた方の子孫に続くように、あなた方が生み、受け取った身体が、来るべき世代の魂のための意志ある道具とな
るようにするためである。私は今、あなた方を通じて、この人類のために新しい世界を準備しているのだから。あなた方は
、私が今耕している麦であり、私の教えの水晶で灌漑しているのです。 

32 この瞬間、受肉した魂と "霊の谷 

"に住む者たちは、私に敬意を表しているのです。被造物全体が私に愛の賛辞を捧げるのです。 

33 今日、私を迎える準備をしなかった者は、心の中に悲しみを抱えている。しかし、私に閉ざされたその扉は、私の
愛の鍵で開けよう。わたしは、わたしの歩みの跡を残すために、すべてを訪れ、わたしの完全な指示を残す、地を歩く者だ
からである。 

34 私の声は、眠っている人を起こし、疲れている人を元気づけ、残された時間が短く、それを使うことが必要である
ことを理解させます。 

35 私の言葉はすべての人に、教養のある人にも、教養のない人にも与えられている。私はすべての人に、同じように
、わかりやすく、シンプルに話してきました。神主の霊的な教えの言葉に対して、あなた方は皆、子供の弟子なのですから
。しかし、この単純な言葉を十分に理解し、理解することなく、どれだけの人生、どれだけの真実、どれだけの啓示をあな
たは発見したことでしょう。 

36 この時代にわたしの言葉を聞いた者の責任は重大である。彼らはこの世界に再生の種となり、人々 が変わるきっか
けとなるであろうから。私の新しい使徒と「働き手」は、肉体的には生きていても、恵みの命に対して死んでいる人々 に復
活をもたらすでしょう。ラザロが聞いた「起きよ、歩け！」のように、私の使者の声を聞くだろう。 

37 ある者は、自分の才能を開花させ、私の神聖な指示に従うことで準備を整え、熱意と希望に満ちた戦いに備えてい
ます。しかし、その一方で、時間を使っていない、力を発揮していない、と落ち込んでいる人もいます。私はすべての人に
語りかけ、啓発する。そうすれば、各人が自分に関係することを取り上げることができる。 
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38 私は、ある者が使命をよく果たし、金色の麦を豊かに差し出し、満足しているのを見たくないのです。しかし、任
務を果たした者の喜びを損ねたくはない。収穫物をわたしに献上するために、彼は働き、労苦し、しばしば涙を流さなけれ
ばならなかったからです。しかし、臆病な者、冷めた者、疲れた者を蘇らせ、励ますのも彼らの仕事であり、主人が現れ、
あなた方の仕事の成果を要求したときに、民衆全体が祝福されるようにするのです。 

39 私は、あなたがたの心に愛情をもって働きかけ、そこから慈悲と兄弟愛の業が生まれるようにします。 

40 常に前進し続け、約束の地をすでに征服したと思って、自分のしたことに満足している人たちのように考えてはな
らないのです。 

41 あなた方は、神が永遠に定めた魂の道を歩んでいるのです。それは、人間の目に見える地上の道ではありません。
そうであれば、カナンの風景はまだ目的地であるはずだからだ。ちょうど、昔、東洋に住んでいて、今、霊的な道から外れ
ることなく西洋に現れたあなた方にしたようにです。 

42 ある人は、物質的な形で表現されたシンボルが必要不可欠であり、またある人は、魂の力を表す図形を想像してい
るのである。真のスピリチュアライゼーションに到達すれば、神の存在を信じたり、その意味を理解したりするために、目
に見える、あるいは目に見えないイメージや図形を欲しがることはなくなるのです。 

43 あなた方はパスファインダーです。あなた方から新しい世代が生まれ、その中で新しい霊的宿主が受肉するからで
す。 

44 あなたは現在、彼らの宗教の実践、礼拝の行為、そして私とのコミュニケーションがより進むように、その道を準
備しているのです。 

45 しっかりとした足取りで歩けば、一歩一歩、上昇していく。あなたの間違った物質主義的な宗教の実践をあきらめ
れば、あなたは日々 、あなたの魂に大きな高揚と自由を与えることになるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 245 
1 あなたがたが私を求めてやってくるので、私の霊は喜んでいるのだ。魂に日や曜日はないのに、なぜこの日になる

と、あの世に行った人たちをより多く思い出すのでしょうか。死者」を悼む「死者」に惑わされないでください。あなたは
「死んだ」のではなく、あなたの親、子、兄弟姉妹、親戚、友人としてあなたに属していた人たちも「死んだ」のではない
のです。あなたがたに悪いことをした者も、身を清めたのなら、なぜしないのか。 

2 あなたは光を求めています。私の作品は、啓発されればされるほど、見かけ上の「死」からますます遠ざかってい
くあなたの魂の欲望を本当に満たしてくれるでしょう。 

3 希望もなく、慰めもなく、「死んだ」と泣いている同胞を見ると、心が悲しくなる。彼らのために祈り、この世と
あの世の「死者」を生き返らせることを学べるように働きかけましょう。 

4 この教えの現実を理解すれば、人々 はもはや遺骨を納めた墓に涙することはなく、遺体の安置場所として運命づけ
られた場所への敬意と、「霊の谷」に宿る魂への祈り-抱擁、挨拶、キス、愛撫のような祈りに変えるだろう。 

5 あなた方はすでに「第三の時代」に生きているのに、いまだに人類は霊的に遅れているのです。その牧師、神学者
、霊的な羊飼いたちは、永遠の命についてほとんど、時にはまったく何も明らかにしない。彼らにも、わが知恵の書の秘密
を明かすので、あなたがたにお願いするのだ。なぜ沈黙しているのか？なぜ、彼らは人の眠った魂を目覚めさせることを恐
れるのか？ 

6 この時、私の声を聞いているあなた方は、すでにここで、あなた方の魂の未来のために進化と進歩を遂げることを
理解しているのです。しかし、これらの真理を知らず、あるいは忘れてしまい、死が準備不足のまま彼らを驚かせることが
いかに多いことか。 

7 私は純粋な思考を、霊的な世界に住む兄弟姉妹とコミュニケーションをとるための言語としたいのです。このよう
にして、互いに理解し合うことができれば、本当に、あなたの功績と善行は彼らの役に立つでしょう。ちょうど、私の子供
たちの影響、彼らのインスピレーション、彼らの保護が、あなたの人生の道において強力な助けとなり、あなたが共に私の
もとにやってくることができるようにです。 

8 子供を残してこの世を去った母の愛撫、同じくこの世を去った父の心温まる助言など、霊性を高めれば、それらの
存在の恩恵に浴することができる。  

9 この教えがあれば、自ら命を絶つ者、同胞を殺す者、戦争を起こす者への裁きを理解することができる。カインか
ら最後の殺人者まで、彼らの裁きが軽減されるように、"見守り"、祈りなさい。 

10 嵐を告げる暗雲のように、混乱した生命体の軍団があなたの前に立ちはだかる。あなたが彼らの影響の犠牲者にな
らないように祈ってください。これらの闇の力が光となるように祈る。 

11 現世に倦むことなく、苦悩の中で反抗することなく、前世からの負債を支払うことを知らないからです。 

12 あなたの家族や社会の懐で、調和と平和のうちに生きなさい。そうすれば、光の存在によってもたらされる多くの
同胞が、あなたの模範となるであろう。 

13 この第三の時に喜びなさい。私の言葉は輝きに満ちてあなたがたのところに来たのだから。 

14 それは、すべての魂に安らぎを与える瞬間です。父なる神がその光を注ぐとき、世界は照らされる。これは、この
神聖な贈り物を受け取る準備ができているすべての人間にとって、栄光の瞬間です。この恩恵はあなた方の世界にも及んで
おり、私はこの世界で「死者」が「死者」を葬り、地上の品物に崇敬と崇拝を捧げ、虚しい儀式によって神に物質的な供物
を捧げるのを見てきた。 

15 私の聖霊の光はこのときすべての人に注がれ、それによって彼らは主に喜ばれる供え物がどのようなものか理解で
きるようになる。魂はその肉体、つまり土に沈むと朽ちて形を失い、小さな原子の山にしかならない物質を捨てるとき、創
造主の前に入るべき供物として自らを準備するのだ。人間の終わりがあるそこに、人が理解できない人生が始まる。 

16 人々 は伝統や習慣を大切にしています。お墓に下げた人の遺体には忘れられない思い出があり、その遺体を埋めた
場所に惹かれるのは理解できることです。しかし、もし彼らが物質的な生命の本当の意味を掘り下げるならば、その肉体が
原子ごとに分解されるとき、それが形成された自然の王国に戻り、生命が継続的に展開されることに気づくはずである。 

17 しかし、人間は精神的なものを研究しなかった結果、いつの時代も肉体のために狂信的なカルトの連鎖を作り出し
てきた。物質的な生命を不滅のものにしようとし、真に永遠の生命を持つものである魂を忘れているのである。彼らはまだ
精神生活の理解からどれほど遠いことだろう。 

18 死」を表す墓石が「解脱と生」を表すべき場所に、贈り物を持参する必要はないことがお分かりいただけたと思い
ます。そこには自然が咲き乱れ、生物と生命体の無尽蔵の母胎である肥沃な土があるのですから。 

19 これらの教えが理解されれば、人類は物質にその場所を与え、神にその場所を与える方法を知ることになるでしょ
う。そうすれば、先人に対する偶像崇拝はなくなる。 

20 人は、霊から霊へと創造主を知り、愛するようになる。 
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21 祭壇は喪の山、墓は無知と偶像崇拝の証明である。あなたの罪はすべて許しますが、本当にあなたを目覚めさせな
ければなりません。私の教えは理解され、人が物質的な贈り物を高い思想に置き換える時が来るでしょう。 

22 弟子たち：愛する人を失った試練を乗り越えたとき、こんな祈りが浮かんできます。「主よ、この世を去った方が
あなたと共にあること、彼はただ私たちより先に旅立ったこと、あなたが私たちを同じ家で結ばせてくれる時が来ることを
、私は知っています。涙が出ないのは、死者である彼らではなく、この世にいる私たちだからです。"スピリチュアル・ベ
ール 

"には、真の平等と兄弟愛があることを私たちは知っているのです。すでに豊かな光を得た者は上昇の道を進み、かすかな
光しか持たない者は前者に支えられながら、その間に完全な調和と助け合いと慈悲が存在するのだから。"とある。 

23 では、なぜ亡くなった人への思い出を、この世に存在したものだけに限定するのでしょうか。彼らの邪魔をしない
ように、霊的に覚えておく。一旦、人間の欲望を捨てれば、どんな形であれ、あなたの心に近づくことが許されるのです。 

霊的生活には、ただひとつの願望、つまり、神の完全性に近づきたいという願いがあります。あの時、「人は私のよう
にならなければ、天の国に入ることはできない」と言ったでしょう。 

24 私の教えを理解できない人がいるとすれば、それはその人がわざわざ勉強しなかったからです。全人類が立ち上が
り、"私はあなたを信じます、永遠の命への復活を信じます "と言う時が来るのです。 

25 弟子たちよ、あなた方が体験したこの大空のような平和な雰囲気は、まさに第二のエルサレムの胎内であり、その
大空には平和と真理を求めてやってくる人々 を導く星が輝いています。 

26 私の霊は、あなたがたに語りかけると喜びます。天における私の喜びは、悔い改めた罪人がそこに来るときにも、
正しい人が来るときにも、同じように大きいのです。この者は常に完全であり、あの者は迷いながらも再び発見されたから
である。 

27 私の言葉を聞いたからといって、自分が救われたと思ってはいけない。"私たちは迷ったが、見つけられた。"と言
ってはいけない。いや、私が来たのは私の王国へ続く道にあなた方を置くためだと理解し、その道から外れないように、そ
して永遠の故郷である扉にたどり着くまで、毎日一歩ずつ進む努力をしなければならないのです。魂の揺りかごであり、真
の祖国であり、二度と道を踏み外さないために、また、人生の闘いの中で得られる実りと、信仰と愛のうちに忍耐するすべ
ての者に父から約束された報いを楽しむために、あなた方全員が到達すべき場所なのです。 

28 肉」、「世界」、「痛み」に鎖でつながれているように感じる。でも、それを自分の成長の障害だと思って落胆す
るのではなく、実は、これらの障害は、あなたの信仰、あなたの愛、あなたの善に対する忍耐を試す手段であることを理解
してほしいのです。 

29 私はあなたの救世主であり、あなたの解放者です。しかし、私があなたを救うために私の愛を与えるなら、あなた
も私の愛を与えなければならないことを理解しなさい。私は自分の役割を果たし、あなた方は自分の役割を果たし、あなた
方の行いを自覚し、誰のためになぜ来るのかを知りながら、私のもとに行くために功徳を積む機会を与えるのです。 

30 もし、私が慈悲の心で、あなたをこの世から、苦痛から救い出し、天界に連れて行くとしたら、あなたにとってど
んなメリットがあるでしょうか。あなた方に言うが、あなた方はその中に住む価値を感じないだろうし、その生活を評価す
ることもできないだろう--

一言で言えば、である。自分がどこに住んでいるのかさえわからなくなりそうです。だから、あなた方がそこに行くときは
、あなた方の功績に基づいて行われるのが、私の意志であることを告げます。そうすれば、あなたを取り囲むすべてのもの
、あなたが所有するすべてのものにふさわしい存在になれるからです。 

31 あなたの一歩一歩、あなたの試練や困難、あなたの願望、働き、思いの一つ一つに、私は存在していることを知り
、あなたに私の愛を与え、あなたに語りかけ、あなたの意志を強め、あなたの信仰を励ましている。私の助けなしに、誰が
完璧に近づけるというのでしょう。 

32 目覚めよ!起て！光に立ち返り、戦いを始めよ!囚人のような気分か？そして、あなたの物質主義の牢獄を壊してく
ださい。痛みや不幸で落ち込んでいませんか？そして、人間の苦難を乗り越える力を身につけましょう。他の人と比べて、
取るに足らないと感じているのか？善によって魂が展開されるとき、あなたの中に偉大な存在がいるのです。私は、常に取
るに足らない存在になるような、あるいは常に密かに生きるような運命の魂を作ったわけではありません。もし、高い家に
偉大な魂があるとすれば、それは愛の道を昇ってきたからにほかなりません。でも、もともとは小さかったんですよ。 

33 私の霊が、まだ小さい者、つまり暗闇に住む者、苦痛と惨めさに鎖でつながれて生きている者に語りかける時、な
ぜ喜ぶのかを知ってください。私の愛によって、あなたの魂は光に目覚め、希望にあふれ、上向きの発展の理想を信じ、受
け入れることを私は知っているからです。 

34 私の愛だけでなく、あなた方の功績によって、あなた方が少しずつすべてを手に入れることができるように、あな
た方が幸せになり、平和と光の中で暮らす姿を見たいのです。 

35 あなたの上昇志向を助けるために、私の神聖な光線があなたに降り注ぎ、教えの言葉へと姿を変えています。そし
て、第二時代のように、"私は道であり、真理であり、命である 



U 245 

23 

"と告げるのです。こうして私は、あなた方の道に自分自身を現し、あなた方を汚物から引き出して、真理と道徳と完全な
霊化の道に置いたのである。私は、あなたが私に従うことができるように、あなたの鎖を断ち切った。 

36 ナザレ人であるイエスは、第二の時代、あなたがたに父を愛し仕える方法と、人を愛する方法の生きた模範を残す
ために、人の間におられました。 

私がこのように話すのは、あなたがたの苦しみを癒すためだけに来たと信じないためです。私が来たのは、あなたがた
に隣人に対して善を行うことを教えるためでもあるのです。私の人生の歩みと、一人の人間としての情熱を思い出してくだ
さい。そうすれば、今日私が示す道は、イエスが示した道と同じであることを理解していただけるでしょう。それは、昔の
道、唯一の道、永遠の道です。 

37 あなた方の多くは、私が人間の知性によって自己を知らしめるというのは、見せかけか、あるいは不可能なことの
ように思えるでしょう。しかし、これらの疑問に対して、私は、人類の始まり以来、常に、私は人間を通して自らを知らし
め、その伝達を通して、私の戒め、私の霊感、私の啓示を世界に与えてきたと答える。今日起こっていることは、人類が物
質化され、世界と物質に鎖でつながれ、その宗教的狂信によって偏見を持たれているということです。 

38 私は今、すべての人に語りかけている。なぜなら、私はあなた方を贔屓しているわけではないので、初めは地殻に
住む平等な魂だけを送り出した。 

39 私は、すべての人の運命を知る唯一の者であり、あなたが歩んできた道とまだ歩まなければならない道を知る唯一
の者である。あなたの苦しみと喜びを理解するのは私です。あなたがどれだけ真実と正義を求めてさまよってきたか、私は
知っています。内心で自分の犯した罪の赦しを求める者の悲痛な叫びを受け止めるのは、わが慈愛である。 

40 そして、父として、あなたのあらゆる切なる願いを叶え、あなたの涙を集め、あなたの弱さを癒し、あなたが赦さ
れ、あなたの汚れを赦されたことを実感させ、あなたの人生を作り直させるのである。 

41 また、私の子供であるあなた方が私にした侮辱を赦すことができる唯一の人です。 

42 あなたは私が準備する種です。もしあなたが過去に私を拒絶したことがあったとしても、私はあなたを赦し、今日
私の食卓に座らせ、あなたを私の弟子に変えようとしているのです。 

43 あなたの魂が、この世で受けた疲労で疲れ、真の安息に至る道を探し求めているのがわかります。苦しみがあなた
に残した深い痛みの痕跡は、あなたの魂が隣人への愛の行使に占められているこの道を歩む限り、消し去られるでしょう。
この努力は決して疲れることはありません。現在の存在であるこの民族が地球での使命の最終目標に達したとき、もはやそ
こに戻ることはありません。そのとき、その故郷は永遠に霊的宇宙となるからです。 

44 あなた方はこの世の者ではありませんが、深い教訓を学び、功徳を積み、罪を償い、精神的完成の道を進み、善を
蒔き、私の証人となるためにこの世に来たのです。 

45 この時、私の言葉を聞いた者は、自分の仕事と責任について、より深く理解しなければならない。一方、わたしを
聞いていない人は、無知といえるかもしれません。前者は、学んだこと、行ったこと、控えたことのすべてに答えを出さな
ければならない。 

46 もし、あなた方が自分自身を探求するならば、私に仕え、山の頂上に到達するために、何一つ欠けているものがな
いことを発見することでしょう。私に仕えようが仕えまいが、あなたには必ず使命と賜物があるのです。でも、使わなくて
もいいのなら、なぜギフトや充実感を求めるのでしょうか？金持ちの守銭奴のように、その財産は非常に大きいかもしれな
いが、役に立たないものであってはならない。 

47 魂が地上に出てきたとき、自分の存在を父に捧げ、すべてにおいて父を喜ばせ、隣人に役立てようとする最善の意
図によって動かされています。しかし、肉体に幽閉され、千差万別の誘惑を受け、人生の試練にさらされるのを見るや否や
、弱気になり、「肉」の衝動に屈し、利己的になり、ついには何よりも自分を愛するようになり、運命と誓いが書かれてい
る精神に耳を傾けるのはほんの一瞬に過ぎないのです。 

48 私の言葉は、あなたが霊的な契約を思い出し、誘惑や障害に打ち勝つのに役立ちます。私が決めた道から外れたこ
とがないとは、誰も言えません。しかし、私があなたを許すのは、あなたが同胞を許すことを学ぶためです。 

49 私を愛する者は誰なのか？あなたがたに言うが、私だけが知っている。ある者は私を愛していながらそれを知らず
、ある者は私を愛していると信じ、私を愛することなくそれを自慢することさえある。 

50 私の旅立ちの後も、あなたは一人ではありません。私はあなたがたの中に、私を愛する人々 を残す。彼らの心には
悪い種も虚栄心もないであろうから。その中には、愛と慈しみと謙虚さがあることでしょう。 

51 ある者が私をより多く愛しているからと言って、そのためにより大きな贈り物を享受することはない-

いいえ。私は今、すべての人に真の生命に目覚める機会を与え、わが高貴な計らいの道具となるようにと願っている。 

52 当時、多くの人に呼びかけを送りましたが、全員が殺到したわけではありません。人の間に私が存在するという知
らせは、多くの場所と多くの心に届きましたが、人類はこの呼びかけに耳を貸さなかったと言えます。しかし、大きな試練
が積み重なり、自然の力が正義の叫びを上げれば、人類は長い眠りから覚めて、私が本当にあなた方と一緒にいたことに気
づくでしょう。 
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53 私は、ある特定の民族や国家だけを救うために来たのではありません。全人類のために、創造主との真の霊的交わ
りにおいて彼らを一つにする祈りを教えるために来たのです。 

54 私が話すのを聞いて、私に尋ねる人もいます。"主よ、今後、あなたの神性に捧げる歌はもう上げないのですか？"

子供たちよ、夜明けとともに鳥たちがさえずり、わが名を讃えるのだ。魂を高揚させるために必要なら、それをやればいい
。もしそうでなければ、魂から湧き出る、その響きは無限に響くが耳には聞こえない、もうひとつの賛美の歌、すなわち祈
りがある。 

55 誰も彼の精神性を自慢しない。自分はすでに肉よりも霊であり、沈むことなく水の上を歩くことができると、誰が
言えるだろうか。上昇するのはあなたの物質的な性質ではなく、距離を克服するために集まる魂を助けるだけなのです。 

56 あなたの心に宿る私の神霊は、あなたにこう言います。 

57 愛する人々 よ、もしこの世に義人がいれば、その義人によって世界は救われるのだ。しかし、私のこのユニバーサ
ル・レイは、太古の昔から父なる神々 によって人類のために示されてきた道、すなわち、あなたが弱さのために偽りの神々
の前にひざまずいたときにあなたを立ち直らせた道徳、美徳、霊性の道を照らすために輝いているのです。 

58 最初の時代から、私は私の慈悲によって選ばれた人々 を通して、人類に自分自身を知らせた。わが戒めとわが意志
をあなたがたに知らせたのは、預言者たち、霊感を受けた者たち、義人たち、家父長たちであった。彼らは皆、最初からあ
なたを霊性化の道に導き、目に見えない父に祈ること、そして、山でも道でも川辺でも、主があなたとともにおられるよう
に、あなたの心を聖域として整えることを教えてくれたことを認識しなさい。 

59 短い間でしたが、あなた方は物質主義の道によって道を見失い、御父から距離を置き、真の神への奉仕を狂信と偶
像崇拝にすり替えて変質させ、ついには多くの者が不信仰に陥ってしまいました。 

60 しかし、あなたはその時、主の足音を近くに感じ、遠くの鐘の音のようにそれを聞き、自分に向かって発せられた
不思議な呼びかけに従わなければならなかったのです。肉眼ではどう見えたのでしょうか。私の新しい弟子や取るに足らな
い生き物が集まる、いくつかの質素な会議室から、無尽蔵の泉のように、親愛と知恵と説得力に満ちた愛に満ちた言葉が流
れ出ていました。以来、このみことばは多くの人にとって、命のパン、渇きを癒す水、痛みを和らげるバームとなった。 

61 人の間に新たに存在する私の奇跡を前にして、耳の聞こえない人は聞き、目の見えない人は見て、硬くなった心は
敏感になり、恵みの命に死んだ魂は復活した。 

62 そして、男女は勤勉な「働き手」、知識を持った弟子となり、後に真理を語るようになった。これらの者は、二度
と私を否定せず、もはや私を見誤らず、二度と私の力を疑うことはないだろう。 

63 あなたは、失われた者の道を、輝くように歩むのです 

灯台になる。そして、この間に魂は真実の道を見つけ、創造主にまた一歩近づくことができるのです。 

64 まだ生命の息吹があるうちに、道に迷った人を探してください。生きるための闘いでつまずいた兄弟姉妹を引き上
げ、病気の人の魂、心、体を癒してあげてください。善いことをしなさい、そうすれば私の証人となるのです。ご利益を受
けた人が、私の仕事に向かわなくとも、何の意味もありません。あなたが蒔いた種は決して滅びることはなく、明日でも、
永遠でも、芽を出します。 

65 どんなに学識のある人でも、どんなに力のある人でも与えられなかった自分の賜物の力を認識し、真に世の光とな
り塩となるようにしましょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 246 
1 愛する弟子たち：あなた方は今、霊的な使命を果たすために召されているのです。あなたの魂がこれらの任務を受

けるに値するようにするために、大きな試練を受け、非常に苦い聖杯を空にしなければならなかったのです。しかし、この
試金石が、あなたに強さと発展、そして経験を与えてくれたのです。 

2 あなた方は、私が他の時代に教えようとした人たちと同じです。しかし、あなたが形成するこの小さな共同体は、
私があなたと同じくらい愛している、世界中に散らばる神の民のごく一部に過ぎないのです。 

3 皆さんは同じ起源を持ち、聖霊の賜物を持ち、同じゴールに到達します。しかし、私があなた方を「わたしの民」
と呼んだのは、あなた方が人間の中の兄や姉のように、すべての魂に愛の種を運ぶ使命を担っているからである。あなたは
処女の種として私から生まれ、無限に増殖した種として私のもとに戻ってこなければなりませんが、それは元の種と同じよ
うに純粋でなければならないのです。 

4 このように、魂は私の懐に入る。その賜物の発展によって偉大になり、その働きの誠実さによって純粋になる。 

5 私の仕事の一部を託したのです。もし父がすべてをなさったら、あなたがたに自分を完成させる機会を与えないで
しょうから。 

6 私は昔からあなた方にある教えを与え、それがあなた方の人間生活を律し、永遠の光に至る道においてあなた方の
魂を強くするように、ますます拡大してきたのである。 

7 木のようなわたしの律法から、人は枝を切り落とした。それは宗派や教会であり、木から切り落とされたために、
その樹液を失ったのである。日陰もまばらで、葉の間には愛の巣もなければ、味のある果実もない。 

8 私は、あなた方が地上でよく生きられるように、私の教えを明らかにしただけではありません。それは、魂を高い
ところへ、愛と知恵とすべての存在との調和という高次元へと導く道です。 

9 教会は、魂を永遠の敷居に導くという使命を果たしていないのです。これらはこの世を離れると、死の岐路に迷い
、道を知らず、光がないためにつまずき、物質主義に陥り、残してきた人生を恋しがる。 

10 これは私が決めた道ではありません。私の道は、光によって、啓示によって、すべての人のための深い知恵によっ
て、慈悲と愛によって示されています。そこから外れないためには、犠牲と放棄と、私の律法の成就のための忍耐が必要で
す。 

11 しかし、あなた方を愛する私の霊は、私の子供たち一人ひとりの道に身を置き、真理の光に目覚めさせ、その樹液
が完全であるために恩恵ある木陰を与え、良い実をもたらす命の木を見出させる道を歩ませたのである。 

12 このことは、あなた方が他の羊飼いや他のガイドを持たない時代が来ることを理解させる。 

13 この世に真の霊的知識の源はない。父との霊的な対話の中で、あなたの謙遜のゆえに、あなたは私の中に恵みと知
恵の源を見出すことができる。 

14 この質素で小さな会議室は、私の顕現を目撃し楽しむために入るもので、厳しい天候や詮索好きな目からあなたを
守ってくれます。なぜなら、私は、すべての存在が供物であり、すべての人生が聖域であり、すべての心が燭台である、私
の創造した宇宙に神性を求めることを好むからです。 

15 どこに行っても、何を見ても、あなたは私のプレゼンスに遭遇する。私の霊はその神殿に永遠に住み、神と霊と物
質が完全に調和して神の聖域を形成しているからである。 

16 しかし、この神殿に住むのは私一人ではなく、この神殿には私のすべての被造物がおり、それぞれがそれに対応す
る場所を取っているのです。 

17 本当にあなた方に言いますが、これよりもっと近道を教え、もっと遠くへ連れて行ってくれる師はこの世にいませ
んし、これほど広い地平線を示し、その光で永遠を見ることができる師もいません。 

18 人間は科学を高度に発展させてきたが、今や限界に達していると感じている。それでも科学に限界があるからでは
なく、私が科学者の無意味な歩みに介入して、自分の仕事を反省させ、良心の声を聞かせて軌道修正を待っているのである
。 

もし人間がその科学を仲間のために使うなら、自然はその秘密を彼に浴びせ、彼の足元で召使のようになるであろう。
私が人を地上に送ったのは、その上に君臨し、その主人となるためである。 

19 浄化はすべてを包み込む。生まれたばかりの幼児から老齢に達した者まで、みな苦しみの聖杯を空にしているのだ
から。すべての要素や勢力が戦闘に関与しているのです。 

20 あらゆる種類の魂の軍団が互いに争い、いたるところで戦争、痛み、悲しみの雰囲気が漂っています。強くなれ。
この戦いが終わり、苦い酵母を飲み干せば、空の杯は命のワインで満たされ、地上のすべての魂に、新しい誕生がもたらさ
れるのだ。 

21 この時代、私の話を聞きながら私の教訓を学んだ者の中には、祖国を離れて使命を果たそうとしない者がいる。し
かし、他の人は他の民族や国のために去らねばならない。今日、私が望むのはただ、あなた方が私の最後の教えを忍耐強く
聞き、あなた方自身が私の最後の言葉をあなた方の中に受け継ぐことである。 
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22 災いなるかな、その前に唇を閉ざす声の主たちよ。災いなるかな、準備や霊感の不足を理由に私の啓示を差し控え
る者たちよ、後に彼らの良心は否応なくその責任を問うことになるのだ。 

23 1950年以降、私はもうこの姿では現れないが、あなたの使命は終わらない。それどころか、対決に満ちた人生の
始まりとなる。私はあなたの心に語りかけ、あなたの魂と対話し、あなたの心を鼓舞することで、より完璧に、より高度に
、より霊的に、神聖なるマスターの声を聞き続けることができるのです。 

24 わたしがあなたがたの間でわが言葉を聞き終えた後、わが光線を引きつけて再びわが言葉を聞かせようとする者は
いないように、彼は自分をどんなものにさらすか知らないのだから。これらの教えが知られていない他の民族や祖国の人間
が、霊界に接触して私の神霊を呼び、人間の心を通して神霊の声を聞くならば、私は彼らが何をしているのか分からないの
で、それを許します。しかし、あなたがたに言います。私の光が混沌の前に彼らに届くように、急いでください。学者が何
も知らないと信じ、多くの信念が破壊され、多くの光が消される混乱の時が来るからです。 

しかし、この渦の中で、私の名は口から口へと伝わっていくだろう。人類は予言と信仰を求め、聖典に目を向けるよう
になる。神学者、聖職者、科学者が問われることになる。しかし、私があなた方に告げ、あなた方に準備させている時は、
まさに、あなた方の使命を継続すべき新しい世代を準備させる時であり、私の民があなた方の間で絶えることなく、純粋な
霊性とその知識と徳において成長し、数を増やさなければならない時なのです。 

25 私が先生として、手本として、そして「本」として、あなたのもとを去る日が近づいているのです。私の教えが人
類に響くとき、私の視線はあなたを探し出すでしょうから。 

26 あなたが何の責任も感じずに私の言うことを聞き、何の約束もせずに私の食卓で果物やパンを食べ、こぼれるまで
好きなだけワインを飲み、病気のためのバームを見つけて喜んでいた時代は終わったのです。 

27 今、あなたは目覚めた魂を持って、自分の責任を感じています。あなたは人々 を気遣い、病気のために苦しみ、そ
して私の大義を唱えます。そして、現在、私の最後の顕現に参加していることを知り、私の声を聞き、私の伝達をあなたの
精神に留めておくことを急ぐのです。あなた方は、この顕現の最後の日に審判を受けるための準備をするのがよいでしょう
。 

28 世界は、「イスラエル」が灰の中から新たに立ち上がるのを見ることになる。しかし、金儲け主義の肉食系ユダヤ
人ではなく、霊に従ったイスラエルが、人の間に現れたとき、魂の生まれ変わり、愛と正義の法則を証言し、土台、意見、
信念を揺るがすことになるのです。 

最初は、世界観の違いから喧嘩や戦争を起こすでしょう。しかし、その後に自分の平和を実感することで、最大の葛藤
の瞬間にも冷静さと揺るぎなさを保つことができるようになるのです。混乱は過ぎ去る。心の乱れは決して永遠には続かな
い。人間の芯には、決して消えることのない光の輝きがあるのだから。 

29 その後、私が教えたことを説明するために呼ばれるでしょう。そして、仲間の混乱を取り除くために光を与えるこ
とになります。そして、世界が平和になったとき、私の王国は人の近くにあり、私の慈悲は第七の封印を解く準備ができて
いるからである。 

30 あなた方が私の使徒であることを宣言することなく、あなた方はそうなる。師匠といえども、弟子と言うべし。あ
なたは他人と区別する衣を着てはならない、手に書物を携えてはならない、集会の家を建ててはならない。あなたがたは、
地上において、私の仕事の中心や土台を持つこともなく、また、私の身代わりになる人の上に立つ者もない。 

31 今までのリーダーたちは最後です。祈り、霊化、そして私の教えの実践が、大勢の人々 を光の道へと導いてくれる
でしょう。  

32 わが言葉の意味があなたの心に届き、光の軌跡を残す瞬間は、厳粛である。別の機会に描いた「愛の血」と同じも
のです。 

33 魂は、救いを求めて、この時に道を求め、その道で、浄化する赦しであり、高める愛である私に出会います。まこ
とに、この愛こそ、わたしによって創造されたすべてのものを結びつける力であり、すべての存在に生命を与え、強くする
神の息吹なのである。 

しかし、あなた方の本質は魂であり、肉体は魂が展開するための殻に過ぎないのです。 

34 たとえ、あなた方が肉の衝動に従ったために、時間の経過とともに道を誤ったとしても、あなた方は今、正しい道
を見つけたこと、そして、世界が救いを得ることができるように、父がご自身を現す熟考に至ったことを理解しなさい。あ
なた方は、遅かれ早かれ、しかし必ず「霊的生活」に入ることを理解しているので、救いを求めるあまり、時には犠牲を払
ってまでここにいるのです。 

35 美しいものや不思議なものが散りばめられているここでの生活が輝かしいものであることをよく認識すること。そ
の中で人間も仕事をし、それがあなた方の生き方に進歩をもたらしたことは否定できないでしょう。それでも、あなたがた
の目を私に向け、私があなたがたを取り囲むすべてのものの創造主であり所有者であること、そして私が人に科学を明らか
にする光であることを私に告げる時が来たのだ。あなた方がこのレベルに達していないのは、あなた方が生きている時代を
理解し、以前の人生を知っているわけではないからです。 
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36 宗教的狂信に包まれて、魂からあらゆる自由を奪い、あらゆる自然な表現を奪う者たちが、どうしてこの時代の恵
みを推し量ることができようか。  

すべての魂は、この世に存在する前に存在したからこそ、素晴らしい能力を持っているのです。しかし、もしそれが束
縛され、持っているものを表現することを妨げられたら、誤解され、邪魔されて生きるしかないだろう。彼女は霊的なもの
の予感と自分自身の過去の記憶で生きていかなければならなくなり、霊的なものについての狂信的な信仰の教義によって恐
怖心を植え付けられた結果、すべてを隠し、隠すようになるのです。霊魂という言葉さえも彼女にとっては奇妙に思えるの
で、私の存在を感じることができないのでしょう。彼女はどうして霊魂の復活、つまり輪廻転生を信じることができたのだ
ろうか。どうして彼女は、あなたが今日目撃している顕現を信じることができたのでしょうか？ 

37 私がこの形であなた方に語りかける最後の瞬間が近づいているが、人類はまだ私の存在を感じているという証拠を
出していない。 

38 この時代に私の顕現を知った者は、なんと少ないことだろう。人間の知性によるわが顕現を信じるだけでなく、神
性は無限の形態で顕現しうるという確信を持つ者は、なんと少ないことだろう。しかし、私の証人となるために私が用意し
たあなた方が、この時代に私の啓示の証人とならないならば、自然とその要素は「語り」、新しい世代は私の言葉を聞かな
かったとしても、私の仕事を知るようになるであろう。 

39 自分の責任をよく考え、私の教えを活用する時間はまだあることを自覚しなさい。私の教えには深い霊的な意味が
あり、あなたの完成のための展開の道を明らかにするものであることを知っています。私の言葉の本質があなたに与える印
象を心に留めておき、その唇だけで私の執り成しを表現した人間を通して知らされたことを忘れてはならない。 

40 自分が実践してみないと、誰も信じてくれないので、指導はしないことです。人々 は、私があなたに教えた証拠を
あなたに要求するでしょう。今日まで、魂について知ることができること、知るべきことを、私はあなたがたに話してきた
。私が明らかにしたことに、何も付け加えてはならない。精神的にも肉体的にも逞しくなる努力を続けなければなりません
。もし、今日まであなた方の中に病気があるとすれば、それはあなた方が精神性と信仰心に欠け、現世の惨めさや苦しみを
乗り越えられなかったからである。 

41 私の教義では、神の力を信じるだけでなく、自分自身を信じることを説いています。真の霊能者であれば、どんな
ときでも主の純粋な観念を心の能力で受け止めることができるはずです。霊的にも肉体的にもそれにふさわしい人物になる
からだ。 

最後に、私は今日、あなた方に言います。天の父への祈りによって送り出されたあなた方の思いの力が、この人類の苦
しみの上に癒しのバームとして降り注ぎ、広がるように、見守り、祈るのです。 

42 愛する子供たちよ、私の神聖なるプレゼンスは、あなたたちとともにここにいます-

第二の時代のように受肉したのではなく、霊的にです。 

43 私は、私に耳を傾ける人の全体像に語りかけます。しかし、もしあなたが私の言葉を突き通すなら、主が一人一人
の心に語りかけていることを感じるでしょう。 

44 私の言葉に慣れてはならない。私の言葉は、あなたの魂の歩みを安全にするために、今、あなたの魂を形作ってい
るのだと考えなさい。 

45 エリヤは、第一時代のモーセがあなたを約束の地へ導いたように、羊を安全なハードルへ導く目に見えない羊飼い
です。 

46 この迷える人類は、いつになったら羊飼いの跡を追うのだろう。私は、彼らが正しい道を見つけることができるよ
うに、彼らを啓発します。 

47 私が語る道とは、再生、精神化、慈悲の実践のことです。病人の苦悩の声、疲れ切って慰めもない人の訴えを聞く
人は、心を開き、愛と慈しみで脈打つのを感じるはずです。 

48 あなた方が私のワークの使徒として認識されるように、あなた方の魂がその本質を明らかにすることが、私の望み
です。 

49 現在、もう一歩先に進む新しい世代を準備しているところです。道を用意してあげているのでしょうか。 

50 この時、あなた方は私の神示を聞く運命にあるのです。時計は皆の到着時刻を示し、大樹の木陰でリフレッシュす
る。そこには父が住み、「放蕩息子」の帰りを待っている。父はいつも、赦しの眼差しと歓迎の抱擁と愛の微笑みをもって
いるのだ。 

51 わが神霊の光は、あなたの脳を通り抜け、あなたの心の底に届く。そして、あなたの唇には、私があなたに託した
使命を果たすことができるように、私の言葉を置いておく。 

52 この言葉は、人間の想像力によるものではありません。魂が成し遂げた高揚は、こうして私に近づいてきたのだ。
あなた方は次第にわが法則を理解し、その中で展開する限りにおいて、より大きな発展を遂げるのです。 
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53 私の話を聞いたにもかかわらず、私を理解しない人がいるとすれば、それはその人が私の教えを自分の地上の理論
やイデオロギーと混ぜ合わせているから、つまり精神主義と先祖から教え込まれた教義的信条や教会的慣習を混ぜ合わせて
いるからです。 

54 私の教えは、あなたに教義を押し付けるものではありません。あなたの霊的な能力だけが、私の教えの知識を与え
てくれるのです。あなたの魂が完成に至るまで、止まることなくこの展開に従うだけでいいのです。 

55 私の願いは、私の法律と教えの中に表現されているように、人々 が兄弟姉妹となり、互いに愛し合い、世界に平和
が訪れ、地上のすべての人がその徳と模範によって私を代表することである。 

56 私はこの第三の時代において人類が混乱しているのを発見し、自らを救うためにこの神の霊感を送ったのだ。 

57 しかし、私は彼らの古い習慣や私を礼拝する形式を、もはやこの時代にふさわしくないと判断し、私のものではな
いこの遺産の保持者との闘いは大きなものでした。 

58 私があなた方にもたらした教義は、私が精神主義と呼んでいるものですが、私がいつもあなた方に教えている永遠
の教義なのです。しかし、本当にあなたがたに言います。それを感じたことのない者は、理解したとは言えないだろう。 

59 私が来ることで、あなた方は精神的な進歩の道を歩むことができるのですから、喜んでください。 

60 あなた方はまだ未熟で弱いので、私の啓示が含むすべての偉大さを認識することができないのです。しかし、あな
たは私の教えを展開し、やがて、人々 が失った霊的な道をあなたの人生によって認識させることを期待する人々 の良い手本
となることでしょう。もし、あなたが言葉だけで、模範となることなく、彼らのもとに来たとしても、彼らを失望させない
でください。私の教えを、あなた方の作品であかししなければならない。 

61 人々 は、世界に支配されることになる霊的な平和を理解するのに、どれほど遠いことだろう。彼らは暴力と脅しに
よって、そして彼らが誇る科学の成果によって、それを強要しようとする。 

62 私は決して人の成長を否定するものでも、反対するものでもありません。なぜなら、それはその人の精神的な成長
の証でもあるからです。しかし、それにもかかわらず、武力や地上の力を利用する彼らの高慢さは、私の前に喜ばしくない
と、あなたがたに告げます。なぜなら、彼らは人の十字架を軽くする代わりに、最も神聖な原則を冒涜し、自分のものでは
ない生命に腹を立て、平和、健康、幸福の代わりに、苦痛、涙、悲しみ、血を蒔き散らすからである。彼らが知識を得る井
戸は、愛と知恵と健康と生命において無尽蔵である私自身の創造物であるにもかかわらず、なぜ彼らの作品は正反対のこと
を明らかにするのでしょうか？ 

63 私は、「第二の時代」にすでに説いたように、わが子たちの間に平等を望んでいるのです。しかし、人々 が理解す
るような物質的なものだけではありません。私は、あなた方がみな兄弟姉妹であり、神の子であることを理解させるために
、愛によって平等を鼓舞しているのです。 

64 これらの啓示を人類にもたらすことを恐れてはならない。もうその時代は終わったのだから、殉教することはない
。 

65 こうして私は、人間の知性によってあなた方を準備する。私の言葉は、すべての声の持ち主に同じ意味があり、も
しあなたが、みんなに違うと思うなら、それはあなたが外側の形に固執して、意味を見ようとしないからです。 

66 私は、あなたが仲間のために働くのを受け取りたい、私の教えを実践するのを見たいのです。人を驚かせるような
奇跡を、あなたはいくつも起こせるのでしょう。 

67 自分の使命を果たし、自分の功績に基づいて「約束の地」、つまり、あなたとともに永遠の現実となるその約束を
手に入れなさい。 

68 子供は温もりを求めて父親のもとにやってきて、悩みや苦しみ、恐怖を打ち明けるために、父親を心の拠り所とす
る。そして、あなたの心の奥底にある鼓動までもが聞こえてくると、本当に嬉しくなります。そのために、私はあなた方に
近づき、あなた方が自らを高めることができるように、私の教えの光を与える。 

わたしは、あなたがたの手に地上の富を注ぐことはしないが、あなたがたに不幸な生活をさせることもしない。そうす
れば、後世の人々 は、あなた方が私に従って、私利私欲を追わず、この世の義務から離れず、自らを新たにしたことを知り
、汚れのない模範を示すことができるようになるのです。 

69 私があなたがたの中に築いた霊性と刷新のものを、不信心者が破壊しないように、堅固な土地に建てよ。しかし、
この真理を恐れて隠しておくのではなく、明るい日の光の中で世に示さなければならないのです。この時、カタコンベに行
って祈ったり、私を愛したりしてはならない。そうすれば、人々 は、私があなたがたに自分自身を知らせたことを認めず、
大勢の病人や貧しい人々 が癒され、苦しみから解放されたことを疑い、あなたがたの信仰に火をつけるために私が行った奇
跡を否定するだろうからである。 

70 私の教えを記した本をあなたがたに残します。そして、まことに、わがみことばの朗読を聞いて、どれほど多くの
人が信じ、どれほど多くの罪人が新たにされることだろう。これらの教えを心に留め、人生の試練に立ち向かいましょう。 
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71 あなたは地上の生涯を通じて癒しのバームを与え続け、あなたの言葉は子供、若者、大人への愛に満ちた助言とな
り、それゆえ今日と同じように人々 はあなたを求め続けるのです。あなたは、あなたの助けを求める瀕死の人々 から呼ばれ
、あなたの言葉は、人間の魂の臨終の時に、道や道標のようになるでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 247 
1 日々 増え続ける私に近づく人々 よ、ようこそ。ここに永遠の主が、善意で主を待ち望む者たちに愛の教えを説いて

いるのです。 

2 私は、第二の時代と同じようにあなた方を受け取り、同じ精神であなた方に語りかける。あなたがたの中には、わ
が言葉を聞いた者、すなわち、わが地上での歩みを目撃し、わが業を無関心に見ていた者が大勢いる。しかし、その中で、
多くの人が私の話を謹んで聞き、私の言葉を熱心に吸収し、私の教えの光に魅了され、魂の楽園と永遠の至福の未知の世界
を提供しました。 

こうして、愛に飢え渇く者、病める者、悩める者、虐げられる者が私を受け入れた。どれほどの人が私を求め、長い旅
の末に私のもとに来たことでしょう。彼らはすぐに癒しを見つけることができ、私は魂のための生命であり復活であるため
、彼らを癒すことができると知っていたのです。 

3 また、この時、信仰に満ちた心が、すぐに駆け寄って私の神言を魂に受け、理解し、癒されるのを発見しました。 

4 あなた方が私の弟子になるために、まだ教えなければならないことがたくさんある。そして、準備が整ったら、民
衆のもとに送りましょう。私は、あなたが私の種を蒔き、私を愛し、霊的に私を求めるすべての人々 と調和できるよう、道
を開く。しかし、まだ霊化の道を歩んでいない人たちの手を引いて、全員が同じ道を歩むようになるまで導いてあげなさい
。 

5 私の子供たちよ、常に前進し、知恵を出し、人生の本質を見出すように努力しなさい。愛があれば、私の秘密の宝
庫に入ることができる。もう秘密はない。真の愛の頂上に登れば、すべてが明らかになる。 

6 今日の子どもたちは明日の使徒になる。そして、あなたはすでにそうなることができる。虚栄心から、兄弟関係に
自分の名前の記憶を残そうと努力してはならない。良き使徒たちを手本とし、望むなら彼らをも凌駕しなさい。ただし、そ
れは人間への愛からである。善のために努力し、平和のために働き、常に完璧な道を指し示す。 

7 私の名によって病人を慰め、調和と健康と平和のために努力することによって、私のもとに戻るよう同胞を教える
ことができるように、私は瞑想の中であなた方を鼓舞している。この愛すべき人類に健康の秘訣をもたらし、簡素に、誠実
に、祈りに、慈悲深い業に立ち戻るよう伝えてください。この中に、彼女が望むすべてのものがあるのです。 

私は、あなたの成就の時に、あなたのそばにいます。皆さんが認め合い、抱き合い、一つの家族を形成すべき、その道
を歩むことをお勧めします。あなたが手を差し伸べて何か良いことをするたびに、私の輝きが降り注ぎ、あなたの良い行い
から発せられる良い香りが周囲を満たすことをあなたは感じるでしょう。 

8 人類のために道を開き、その未来を準備する人々 は、すべて祝福されています。あなたが生きているこの恵みの時
を、仲間の意識に刻まれるような働きで刻んでください。これらの作品は、あなたの先駆的なステップとなり、最も効果的
な呼びかけとなり、確実に永続するレガシーとなることでしょう。 

9 人類が早く正しい道を歩むことができるように、彼らに苦痛を与えず、警告し、良い例で指導してください。泣い
たり、つまずいたりする姿は見たくありません。彼女は、私が救いたい最愛の娘です。 

10 地球巡礼者：あなたは大樹の陰で、その実を楽しんでいるのです。ここには清らかな水が湧き出ていて、のどを潤
すことができる。必要なものはすべて、ここで見つけることができます。 

11 あなたは、まだ木と春を捜している大勢の男女を置き去りにしてきたのです。 

12 強いあなたを見てきました。飢えと疲れと渇きがあなたがたから去ったとき、わたしはあなたがたに言った、欠乏
のために滅びる人々 に目を向けよ。 

13 あなたを導く、あなたのガイドとなる星が、なによりも輝いています。しかし、すべての人がそれを見ることがで
きたわけではなく、その人たちは道を踏み外してしまったのです。 

14 パンが隠されたために飢えている人、世の中の欲望に負けて弱っている人、救いの手を見出せずに難破している人
など、今、人々 の魂はこのように見えています。 

15 私はすでにあなた方を魂の漁師として、愛情をもって同胞を救う準備をしているのです。 

16 病める者、疲弊する者の支えとなれ、今、君は強いのだ。魂であれ、肉体であれ、その傷にわが癒しのバームを注
ぎ、癒し給え。渇いた者が私のもとに来る力がなくなったとき、あなたは彼の唇に水を持ってくるのです。 

17 これは、私があなたがたのために定めている私の永遠の愛の法則である。あなたの心は新しい契約の箱となり、そ
の中に保管されるであろう。そして、その内なる光は、あなたの歩みを導き、あなたに続く人々 の道を示してくれるでしょ
う。 

18 この時の私の言葉は、あなたが砂漠を渡った時のように、悩み、苦しみ、葛藤に満ちた人生の旅路で、あなたの魂
を養うマナなのです。しかし、このマナは永遠の命のものである。荒野をさまようイスラエルの民を養い、その民の子供た
ちが一握りの遺物を取って記憶にとどめたマナとは違うのである。 

19 男も女も、私の教えに忠実であれ。そうすれば、仲間の間で、闇を照らす太陽のような存在になれるだろう。 
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20 私の愛する被造物たちは幸いである。彼らは熱心な努力と同時に痛み、深い痛みをもっている。しかし、本当に言
いますが、恵みの時は終わらないのです。私はあなたの周りにいて、あなたの歩みを見守ります。預言者たちの目は、選ば
れた民の前を歩くわたしを見るだろう。 

21 私は無限の愛であり、崇高な慈悲であり、決して子供たちを無防備にすることはない。私の霊はいつもあなたとと
もにいて、あなたに私の愛撫を与えるために呼びかけを待っている。あなた方は決して孤児ではなく、もし短い間でも見捨
てられたと感じるなら、それはあなた方が私を見捨てたからです。しかし、今、あなたは私の恩寵の効果を感じたいと思っ
ているようだ。 

22 わたしを呼ぶ者は幸いである。わたしはその心に降りてきて、その中にとどまるからである。わが霊の光を欲する
者は、誰でも悟りを開くのだ。私を父と呼ぶ者は、父として私に会うのだ。あなたが私を医者として必要とするとき、私は
あなたと共にあり、あなたは私の癒しのバームを感じるだろう。兄弟として私を呼ぶべき者には、私は慈悲深い手を差し伸
べて導き、慰め、師として私を求める者には、その心の中で教えを受けるであろう。 

23 私に不可能はない。私は全能者であり、被造物に対する限りない愛によって、人々 に慈悲と許しを与えるのである
。これらの者は、あなたの弱さを見ず、ただその魂を高めるだけである。それは、わが霊の一部であり、私に属するものだ
からである。その上にあるのが精神であり、私がすべての人間の中に置いた神の輝きである。 

私は今、新しい世界、平和と光の世界を築いているからだ。 

24 そして、第二の時代の弟子たちのように、わが言葉を聞くあなたたちは、わが働きのための有用な道具となること
を私に求め、私はあなたたちにそのための力と光を与えるのだ。あなたのあらゆる方法で、あなたは私を感じるでしょう。 

25 その時の私の言葉を理解し、あなたの心に刻み込み、また、第二の時代に私が来る意味を理解してほしいのです。
その時に起こったことは、魂の救済の業であったからだ。 

26 私は、完全なものから、地上の人間となり、救い主として降りてきたのです。アダム以来、不従順によって罪に陥
ったすべての被造物を救うという使命を果たしたのです。その弱さゆえに、彼らの魂はますます深く落ち込んでいった。し
かし、やがて、メシアの来臨の告知が成就するとき、私は人となり、わが教えを与え、魂の鎖を取り除き、復活を与えるた
めになった。 

27 最後の晩餐で何が起こったか、皆さんご存知でしょう。私が弟子たちに与えたパンとワインは、全宇宙の食料とな
ったのです。それは、私の本質と、信者も未信者も含めたすべての私の子供たちの上に君臨する私の愛を象徴しているので
す。私の霊の光は、すべての人に与えられました。 

28 私の使徒たちの足を洗ったのは、私の謙遜さを示すためであり、私の愛ですべての心を整えるために、地上の道へ
と旅立つよう彼らを誘うためであった。しかし、この行為は、あなたが使命の遂行に乗り出そうとするならば、あらゆる罪
から自らを清めることを教えているのです。 

29 自分のために隠しておいたものは何もない。私が事前に知らなかったことで、人々 が私に対して何をすることがで
きようか。すべてはわが意志のままに準備され、そのとおりになったのは、心を納得させるために私が予言した道筋であっ
た。彼らは私を十字架に引きずり込み、私の体を露出させ、私の手と足を木に固定した。- これが十字架の象徴である。 

30 横棒は世の中の罪であり、縦棒に対抗するものである。後者は高台に立ち、印をつける。しかし、罪は常に神への
昇華を阻むものである。 

31 その木に釘付けにされ、私の霊は心の冷たさ、悪意、そしてその体が殉教したのを見た時の喜び、顔が苦痛で歪む
のを見た。私の唇はこう語った。"主よ、彼らをお赦しください。""彼らは自分のすることを知らないのです。" 

今この時も、まだ私を理解していないからこそ、私はあなたを許します。わが被造物のうち、私を愛していると言いな
がら、私を愛していない者がいかに多いことか。私に仕えていると思いながら、誘惑に仕える者がいかに多いことか。 

32 私の目は再び群衆に向けられ、その時私を取り囲んでいた人々 、つまり直前に奇跡を受けたにもかかわらず私を認
識できなかった人々 が次々 と認識されるのです。 

33 その顔には、慈悲も愛も感じられなかった。だから、人々 に "私は渇いた 

"と言ったのです。その言葉を発したのは、肉体の渇きではなく、魂の渇きであった。私は人の愛を渇望していた。しかし
、私は愛とは程遠い、私を死の間際まで苦しめた満足感、喜びをその中に見たのです。その時、大地が震え、太陽が暗くな
り、私の霊がイエスの体から離れたのです。 

34 私の子供たちは、罪の重さと世の恥がすべてのしかかった体を見ました。殉教した体は、「わが神、わが神、なぜ
私をお見捨てになったのですか」と叫びました。 

35 そして、私の視線をマリアの悲痛な顔、使徒ヨハネ、マリアに同行した女性たちに向け、私の愛の証をもう一つ残
したいと思い、私の子供たちの世話と保護をマリアに託し、「女、そこにあなたの子供がいます」と言い、ヨハネには「子
供、そこにあなたのお母さんがいます」と言いました。それは、あの時、私が人類に遺した遺産である。ジョンは子供、人
間性を体現していた。あなたは、すべての被造物を永遠にとりなし、慰め、守るために、マリアにゆだねられたのです。 

36 そして、恐怖のあまり泣き叫び、同じく十字架に釘付けにされた人物、ディマスに目を向けました。私は彼の心の
中に入り、彼の大きな悔い改めを見た。彼は私に言った。「完全であるあなたを、彼らは十字架につけるのです。哀れな罪
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人を憐れんでください"私は彼を慰めながら、"本当に、本当に、あと少しであなたは私と一緒に楽園に行けるのです。"と
言いました。 

37 肉体の死がイエスに近づき、そしてこの言葉を口にしました。"父よ、あなたの手に私の霊を委ねます"。 

戒律を全うして父のもとに帰ることを教えました。私の霊は、彼の霊と一体化するために、彼の前に戻ってきました。 

38 最後の言葉は、"All is accomplished 

"でした。その発展の道の最終目標に到達できる心は幸いである。私がそれを受け取り、それは恵みと完成に満ちたものと
なる。 

39 この7つの言葉は、世の中の人々 がその精神的な意味を理解しないまま、毎年聞いている言葉である。 

40 私の弟子や友人たちは、イエスが亡くなった後、遺体を回収し、習慣に従って防腐処理を施し、埋葬庫に納めたの
です。その後の3日間、わが霊は私を待ち望む魂たちの世界へ降りて行き、彼らに自由を与え、道を示した。そして、闇の
世界で救い主を待ち望んでいた生物たちにも救いの手が差し伸べられた。 

41 その後、私は姿を現し、母であるマグダラのマリアと弟子たちを訪ねました。私の昇天の前に、私は彼らに私の最
後の指示を与え、もし彼らが私の無限の知恵、完全な指示をもたらし、すべての魂を新しい命に目覚めさせるならば、人間
の間でどのように振舞わなければならないかを示したのである。 

42 そして今日、あなた方との別れの時が近づいたので、私はあなた方に言います：この限られた期間の指導の後、心
配しないでください。魂は進化したのだから、物質的な目で私を見る必要はない。また、あなた方が物質的な口から私の言
葉を聞く必要もなくなった。魂は進化し、蘇り、スピリチュアルに受け取ります。また、将来、私の弟子たち全員に道を示
すことになる。 

43 私の指示は、すべての子どもたちに伝えています。マスターはあなたに言う。あなた方に託された魂を、愛が実を
結ぶ沃野に変えることができれば、あなた方の間に団結と兄弟愛が支配するようになるでしょう。そうすれば、あなた方は
私の弟子と考えることができるようになる。 

44 私の言葉をあなたの想像力に刷り込んで深い教えを浸透させるために、時にはイメージで語りかけ、あなたを怒ら
せたり混乱させたりすることがないように、長々 と語りかけるのです。もしそうでなければ、あなた方はすでに弟子と弟子
、あなた方の集会の「最初の者」と「最後の者」の間に、階級、学位、分類のバッジを作り、祭りのさなかには、架空の月
桂冠を自分たちに冠していることでしょう。男は虚栄心と見せびらかしに傾くものだからだ。 

45 私の使徒たちが当時培った兄弟愛の種を、あなた方自身の間に蒔きなさい。その種をモデルにして、教会や村や都
市に植えていったのです。 

46 私の教義を教えるために必要なことは何ですか？愛です。あなた方の心に愛がなければ、キリストの宣教師になる
ことは不可能です。あなた方は皆、愛によって私に辿り着くのです。早く届くものもあれば、遅くなるものもあります。自
分のせいで一番遅れた人が、一番涙を流さなければならないのです。 

皆さんは、新しい日の光を受けるために、同時に開かない花のようなものです。もしあなたの心が神の愛に閉ざされた
ままなら、私は今あなたに言います。あなたの過去は過ぎ去り、今、永遠があなたを取り戻しています。私はあなたの前世
の本を手にしていますが、そこには確かに多くの傷があります。しかし、その中には、あなたのこれからの人生や変身のた
めの空白のページもあるのです。私はすべてを見て、知っている。 

47 もう一度言いますが、皆さんは私と一体化するのです。しかし、それぞれが自分で天国を「征服」しなければなら
ない。この「征服」は、愛によって簡単に行うこともできるし、痛みによって痛みを伴うこともできる。私はあなたを助け
、慰め、導きますが、あとはあなた自身でやってください。私はあなたを強くします。この強さは愛の力であり、宇宙や創
造されたすべてのものを動かす真のエネルギーであり、これなくしてはあなたは存在しません。 

もしあなたがそのページを見たら、あなたは悲しみで涙を流し、病んでしまうでしょうから。多くの人は、その恐怖と
悲しみのあまり、自分には許しや救済を受ける価値がないと思ってしまうでしょう。このような暗い問題にも私の愛が輝き
、あなた方の恐ろしく果てしない苦悩を免れ、純粋な仕事によってあなた方の魂を徐々 に新しくする新しい方法を作り出し
ます。しかし、もしあなたが自分の人生という本の未来のページを知っていたら、どんなに幸せな気持ちで微笑むことでし
ょう。 

48 ひとたび高揚すれば、過去の苦難を喜びをもって思い出し、父に感謝するようになる。この苦しみは、あなたが受
けるに値するものよりも小さいものだったからです。 

49 ここに、人間の知性を通して与えられたわが言葉がある。あなた方が望むような完璧なものにするためには、あな
た方自身を霊化し、私が語りかける兄弟姉妹と共有する必要があるのです。理想と安心、そしてインセンティブを与えてあ
げてください。あなたの仕事は、魂にとっては成就しにくく、肉体にとっては非常に負担の大きいものです。私の仕事には
強い声の担い手が必要です。そうすることによってのみ、不信心な世界、つまり、トーマスのように疑い深い人々 、つまり
、納得するために見たり触れたりしなければならない人々 が要求する奇跡を行うことができるのです。 

50 わが言葉を伝える者たちよ、自分の仕事が理解されず、自分の仕事のためにふさわしい注目と尊敬を受けていない
ことがわかる限り、それと折り合いをつけ、許し、優しさを失わないようにしなさい。しかし、わが光の霊的なタッチがあ
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なたの知性に向けられ、そしてあなたの唇から出るのを感じるとき、私を思い、喜んでわが愛に身を任せ、無限の喜びをも
って私に仕えなさい、そうすることがあなたの兄弟姉妹に仕えることだと知っていなさい。その時、私はあなたを恵みで満
たし、あなたの準備に報いるでしょう。そのためには、愛にあふれ、心に真の慈愛の気持ちを持たなければなりません。 

51 私の出現の準備の時に、地上の「知恵」や「哲学」を考えてはならない。私の知恵の前では、これらはすべて役に
立たない。歓喜の中であなたを鼓舞し、困難な任務を遂行するための力を与えるのは私である。もし、あなた方が私に身を
委ねるなら、何を恐れることがあろうか。 

52 祈りなさい、しかし、あなたの祈りはあなたの日々 の意図と働きによって決めなさい、これがあなたの最高の祈り
となる。しかし、もしあなたが、ある考えを私に宛てて、その考えをもって要求を表明したいのなら、ただ私にこう言いな
さい："父よ、あなたの御心が私のために成されますように"。これによって、あなたは自分が理解し、希望する以上のこと
を求めることになり、この単純な文章、この思考は、あなたが別の時に私に求めた「我らの父よ」をさらに単純化すること
になる。 

53 こうして、あなたは、あらゆることを尋ね、あなたのために最もよく語ってくれる祈りを手に入れることができる
のです。しかし、あなたの唇がそれを言うのではなく、あなたの心がそれを感じるのである。なぜなら、それを言うことは
それを感じることではなく、もしあなたがそれを感じるなら、私にそれを言う必要はないのである。私は霊の声を聞き、そ
の言語を理解する方法を知っています。 

54 これを知ること以上に、あなたにとって大きな喜びがあるでしょうか。それとも、私が何をしなければならないか
、あなたに頼っているとでも思っているのですか。わが顕現のために、わが身を知らしめるために、適切な場所、特別な衣
服、さらには特定の行動が必要であるという意見で、あなた方自身を強化してはならない。わが霊感は、あらゆる場所、あ
らゆる時間、さまざまな群衆の前で、あなたとともにあり、あなたはわが思いを言葉にして、すべての人が理解できる言語
で表現する日が来るだろう。 

55 この言葉が響く唯一の教会は、あなたの兄弟の心であろう。あなたは、私の言葉を自分の話す言葉以外の言葉で伝
えられるようにするために、言葉を学んでいるのですか？私の使徒たちが異なる異言や言語を持つ人々 に私の王国について
語ったときと同じように、あなた方は光である私の思いを表現し、各人が自分の言語でそれを受け取ることになると、私は
言っているのです。このような驚くべき出来事を、事実と信じる人は「奇跡」と呼び、ある人は「ありえないことだ」と否
定する。しかし、あなた方が本当に私の愛の弟子であるならば、それらは努力しなくてもできるようになる小さなことだと
言っているのです。私の声を伝える者たちよ、誰の真似もせず、心の衝動に従え。誰にでも果たすべき使命があることを忘
れないでください。 

56 人々 よ、己の数を増やし、己の思考で私の道具となる者たちを助けよ。その歓喜の中で、彼らはあなたに霊的な光
、あなたを強め、喜ばせる糧を与えてくれるのです。彼らは、あなたが学ぶために奉仕しているのです。今日、あなたがし
てくれたことを、明日、他の人がしてくれる。第二の時代」に私が話していた言葉と、今私が使っている言葉は、外見上の
形が違うと言われるかもしれませんが、その通りだと思う部分もあります。イエスが当時、住んでいた国の言葉や慣用句を
使ってあなた方に語りかけたのと同じように、今日も私の言葉を聞く者の霊について語るからだ。しかし、昔も今も、その
御言葉が伝える霊的な内容は同じであり、一つであり、不変である。しかし、そのことに気づかないまま、多くの人々 が心
を閉ざし、硬直しています。 

57 根源から離れ、外部に執着し、そこで誤り、気づかないうちに道を踏み外す者が必ずいる。私があなた方に語りか
けるわが子たち一人ひとりの中に現れる言葉は、非常に単純で純粋であり、愛を現し、霊的な内容を持っています。しかし
、耳ざわりのよい表現に惑わされて、心の中で何も言わないようではいけません。 

58 頭脳よりも心を動かせ、それが主人である。人は高ければ高いほど、愛すれば愛するほど、謙虚であればあるほど
、健康であればあるほど、である。 

59 あなたの信仰、あなたの愛、あなたのアイデアの中で最も純粋で最高のものを私の作品に求めてください。余計な
知識で複雑にせず、外面的な礼拝でこの教義の素晴らしさを曖昧にしないことです。後で話すが、これらのことや他のこと
を通して、あなた方は真の道から外れてしまったことを忘れてはならない。 

60 どっちがいいんだろう。私を表現するために創り出した物を通して私を求めるのか、それとも、私の愛の触れ合い
や声の呼びかけを直接心に受け取るのか？自分自身をスピリチュアルにする。本当に言っておくが、これを達成した者は、
この世のあらゆる肩書きや地位よりも価値のあるものを手に入れることになるのだ。 

61 そのとき、あなたは奇跡を体験するでしょうし、それ以前にも信じられないような出来事が起こるはずです。前進
せよ、弟子たちよ!光のない魂には、転生していても、もう転生していなくても、怯えてはいけない。しかし、彼らを愛し
、助けなさい。彼らもまた、あなたが私を求めたように、今も私を求めるであろう、私の愛する子供たちなのだから。そし
て、「放蕩息子」のように彼らを受け入れ、抱きしめてあげよう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 248 
1 すべての魂に私の平和がありますように。この平和を深く感じてください。そうすれば、光がほとばしり、真の道

があなたに見えるようになり、あなたが何世紀にもわたって、いばらの茂みにつまずきながら通ってきた暗い道から離れる
ことができます。あなた方が永遠の命の一瞬を過ごすために、私があなた方に託した美しい星を、あなた方はどれほどの苦
難で覆ったことでしょう。 

2 あなたの魂が平和であってこそ、あなたは私に従い、私を理解することができるのです。私がお伝えしているのは
、強い魂、痛みや愛に強くなった人たちが、後に模範として人類の前に輝くための教えです。 

3 イエス様の例を思い浮かべれば、私の教えを最大限に生かすことができるはずです。しかし、人間が栽培する苦い
果実を食べ続けるなら、師の教えはほとんど何も理解できないでしょう。外見は甘くても中身は毒という、危険で毒々 しい
果物が多いからだ。 

4 私は、あらためてあなたに言います。世界が償いの時を迎えている今、魂を休め、全人類の問題であると考え、ひ
とときでも問題を忘れてください。 

5 あなたは、低木のように、枝が痩せて病気になり、回復するために病気の部分を取り除くために痛みを伴う剪定が
必要になることがあります。私の愛の正義が、人間の木から、その心を傷つける病んだ枝を取り除くとき、それは人間を立
ち上げるのです。人は自分の体の手足を切り落とされるとき、病んでいるもの、死んでいるものを取り除き、まだ生きてい
るものを脅かすために行われると知っていても、ため息をつき、震え、臆病になる。バラも剪定されると涙のように血の気
が引くが、その後は美しい花で覆われる。わが愛は、わが子たちの心の中にある悪を、時にはわが身を犠牲にしながらも、
限りなく高い方法で刈り取るのです。人々 が私を十字架につけたとき、私は私の善意と赦しで処刑人を覆い、彼らに命を与
えた。私の言葉で、私の沈黙で、私は彼らを光で満たし、彼らを守り、救った。このように、私は悪を抑制し、私の愛で悪
を追い払い、悪人を守り救うのです。その赦しは、昔も今も、そしてこれからも、永遠の救いの源となるのです。 

6 今日も昔と同じように、私はあなたが倒れても起き上がらせ、あなたが道を踏み外すと仲裁に入る。あなたは私か
ら何も恐れることはないことを自覚しなさい。自分たちを恐れてください。 

7 私はいつも、簡単で、美しく、安全な方法を子どもたちに見せています。私は、あなた方が作品を通じて自ら作り
出す、長く、困難で、悲しい足の旅を惜しみません。もしあなたが迷ったり、のろのろとして光の道への到着が遅れたりす
るならば、それはあなたがそれを頑なに拒んでいるからに他なりません。 

8 私はあなた方に新しい啓示を与え、あなた方も新しい変容を遂げることができるようにします。私の教えの言葉が
文章となって魂に届くことは、誰にも邪魔されないのです。私の言葉は、人間の生活の中に蓄積されたすべての偽りを破壊
する。 

9 私は小さな喧嘩を起こすのではなく、世界観の大戦争を起こし、その中で霊感者が輝くのです。私の教えを正しく
解釈できるように、正しい言葉を与えてあげよう。 

10 昔の聖典について教えられた悪い解釈を取り除くために、師匠のところに来て師匠から学びなさい。それらの誤っ
た解釈は、盲目の鏡のように、あなたに真実を見せないでいたのです。 

11 あなたがたは反キリストについて聞かされているが、これは私の弟子ヨハネの啓示のことを指している。間違って
、この性格を過去と現在の多くの仲間に当てはめてしまっているのです。今日、私は、人類が認識しているような反キリス
トは存在しないし、今後も存在しないことを告げます。反キリストとは、キリストが創造主の愛であるため、愛さない者の
ことである。ですから、あなた方の世界は、物質主義に目がくらんだ反キリストであふれていることに気づいてください。 

12 私はあなたに、誤った信念や真実と思い込んでいる嘘に満ちているよりも、不確実性や否定に満ちている方が良い
と言います。疑いや無知から来る正直な否定は、真実でないという誤った確信よりも害が少ない。理解しようとする正直な
疑問は、神話を固く信じることよりも優れている。絶望的な不確実性は、狂信的な確信や偶像崇拝的な確信よりも、光を求
めて声を上げて泣く方が良い。今日、不信心者、失望者、憤慨者がいたるところで優勢である。彼らは、しばしば他の人た
ちよりもはっきりと見える反抗者であり、儀式的な姿勢をそのように認識せず、人々 を精神的に導く人たちから聞いた保証
にも納得しないのである。そのような複雑な理論では、純粋な水を渇望する彼らの心を満たすことはできず、彼らの恐怖心
を鎮めることはできないのです。あなたが反抗者だと思う人たちは、自分が学識があるとか重要だと考えて回答する人たち
よりも、質問の内容に光明を見出すことが多いのです。彼らは、神の教えのマスターと呼ばれる多くの人々 よりも、より明
瞭に感じ、見、感じ、聞き、理解する。 

13 また、戦争が起こるたびに、世界の終わりが迫っていると思い、恐ろしい恐ろしいと議論していますね。この点に
ついても、私は今日、あなた方に、あなた方が期待するその終わりは来ないと告げます。第二の時代の私の言葉は、私を敬
わず、私を愛さず、私を認めない物質化された科学的世界を指しています。 

14 あなたは、文字通り「キリスト」と名乗る人々 の到来を信じ、それらが偽りのキリストであることをついに信じ、
理解したのです。 
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15 その記号を間違って受け取り、その記号で自分を占めようとするから、間違いに陥り、最後には何を考えているの
かわからなくなる。あまり考え込まないで、魂と心を清めて、私のところに来なさい。私はあなたに光を与え、あなたの物
質的な向上と精神的な上昇のために、あなたが知るべきことを明らかにします。 

16 偽キリストとは誰のことですか？優越と美徳を捏造し、善を広める者だと主張する者はすべて、その逆のことをし
ているのだが。 

17 あなたはまだ，神の恐ろしい正義，エホバの怒り，わたしが復讐する裁判官となる裁きの日の「目には目を，歯に
は歯を」について話しているのですね。しかし、あなたが生きている間に、どれだけの審判の日を経験したでしょうか。あ
なたの魂が悲しい時、私はあなたの裁判官ではなく、あなたの守護者であった。私の精神には怒りは存在しない。では、ど
うやって明らかにすればいいのでしょう？私の中には調和しかない。目には目を、歯には歯をと言う人はあなたです。私の
正義は愛であり、自らを清める機会を求めるのはあなた方自身である。私はあなたを罰することはないのだから。 

18 迷っているあなたたち、私を呼べば、私はすぐにあなたたちを迎え入れ、私の力と私の光を授ける。あなたの身体
と魂に大罪人の印があることは問題ではありません。私は、あなたがあなたを怒らせた人々 を祝福し、あなたの中にこの奇
跡を考えた神を祝福するように仕向けます。そうすれば、キリストの愛を心に感じることができるようになるでしょう。 

この言葉を聞いて、思う人がいる。どうして大罪人が、功徳によってこの恵みを持つ義人と同じように、この恵みを受
けることができるのでしょうか。O人。 

人間、目から先が見えない！？私は、あなたがそれに値する前に、いつも恵みからあなたに私の恩恵を与えてきたのです 

19 私は、純粋な思考にも、同胞への愛の欠如のために謙虚さや洞察力の輝きさえ失われるたびに汚れた私に近づく者
の悲しい嘆きにも応答する。 

20 私は、大きな無能力と無知に涙を流す弱者の擁護者である。私は、泣く者を呼び慰める神の希望であり、痛みと償
いにうめく者を優しく撫でる愛に満ちたイエスである。 

21 私はあなたの救世主、あなたの贖罪者です。私は人間にアクセス可能な真理である。 

22 弟子たちよ、本当に言っておくが、あなたが強い、偉大だ、優れていると感じるとき、あなたは私から遠ざかって
いる。しかし、あなたが小さいと感じるとき、あなたが私の創造物の中にある原子のようなものだと気づくとき、あなたは
私に近づく。なぜなら、あなたの謙虚さのために、あなたは私を賞賛し、私を愛し、私を近くに感じるからだ。そして、神
様がご自分の中に持っておられる偉大で不可解なもの、自分が知りたいもの、体験したいものをすべて思い浮かべるのです
。まるで、あなたの魂に神のささやきが響いているような気がするのです。 

23 私はあなたの魂の主であり、その救い主である。あなたの身体は、あなたに与えられた多くのツールの一つです。
しかし、多くの人は受肉すると私を忘れがちになり、地上で自分を取り巻く生活に影響されて道を踏み外しがちです。これ
は、魂がまだ真の偉大さと高揚を欠いているときに起こる。 

また、私が彼らの主であり父であることを忘れていない人たちは、求めることには貪欲だが、与えることにはケチであ
ることを示しています。彼らは、愛することができる寛大な心を欠いているのです。頼み方はわかっているつもりでも、与
え方がわかっていない。求めることを学ぼうとせず、与えることを学ぼうともしない。彼らが私に求めるべきことは、ただ
一つ、私の意志を彼らに実行することである。あなた方はすでに、わが意志が公正であり、完全であり、愛に満ちたもので
あることを認識しているのだから。 

24 "求めよ、さらば与えられん "と。 

25 この文章、このお願いは意味がないと思いますか？本当にあなたに言う。私にそれを訴え、それを感じる者は、奇
跡の源を見つけたのである。- 与えることに関しては、愛がアドバイスしてくれるものはすべて与えなさい。 

26 あなたは、適切な快楽によって、この世で最も純粋な魂の感覚を沈黙させようとしているのです。しかし、神の霊
はあなた方の存在の中に隠されているので、あなた方は皆、ある者は早く、ある者は遅く、神に服従しなければならないの
です。 

27 人は、不完全な存在であるあなたの状態から、完全な高みへと引き上げてくれる唯一のお方である神と、永遠に戦
うことはできないのです。 

28 私の教えで人生の真の意味を示し、今の私の言葉だけでなく、過去の私の言葉をも正しく解釈することを教えてあ
げよう。なぜなら、あなた方は間違った解釈によって、私の言葉を参考にして、狂信的なカルト行為を行ったからです。だ
から、私が「天地は過ぎ去るが、私の言葉は過ぎ去らない」と言っても、あなたの唯物論では理解できないのです。 

あなたはこう考えるでしょう。「天は地のように過ぎ去ることがあるのだろうか？これは、あなたの深い理解の欠如を
表しています。あなたが見ている天も、あなたが住んでいる地も、時間が一秒一秒過ぎていくにつれて、過ぎ去っていくこ
とを伝えたかったのです。 

しかし、私の言葉の本質と実質は、神であるがゆえに永遠であり、神は不変であるため、過ぎ去ることはない。 

しかし、あなたの大地とあなたの空は、人間には気づかないうちに変化し、過ぎ去っていきますが、私の愛は不変のも
のです。私の愛は消えない、全宇宙が愛で満たされているのだから。 
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29 イエスは愛を教えるために来たのであって、あなたの虚しい好奇心を満たすためではありません。何か良いことを
するときはいつも、"私は気高い、私は寛大、私は慈善家である、だから私はこれをする 

"と言います。と言っています。もし、あなたが主の名においてそれらの業を行うならば、あなたは謙虚になるであろう。
なぜなら、善は神からのものであり、私はあなたの魂にそれを授けたからである。ですから、もしあなたが自分の良い行い
を人間の心のせいだとするならば、あなたの魂と、その美徳を授けてくださった方を否定することになるのです。一方、悪
いことをしたら、ピラトのように手を洗って、その行いを父のせいにして、"それは神の意志だ、書いてあったことだ、神
の意志だ、宿命だ "と言うのです。 

30 あなたは、自分の非を赦す神の意志がなければ何も起きないと言います。しかし、本当に言いますが、あなた方は
間違っています。あなた方の欠点、惨めさは、神の意志なしに起こるのです。全能の神は、決して力によって、その力によ
って、あなたを強制しないことを悟ることです。弱い弟や妹には、こうするんだ。まことに、あなたがたに告げます。悪、
不正、調和のなさはあなたがたのものであり、愛、忍耐、心の平和は神から来るのです。あなたが愛するときはいつも、あ
なたの魂の創造主があなたを奮い立たせているのです。一方、憎むときは自分、自分を駆り立てるのは自分の弱さであり、
自分を破滅させるものです。  

31 人生で何か悪いことが起きたときは、必ず自分がやったことだと思えばいい。でも、自問自答するんです。なぜ、
神はこれを許されるのだろうか。私たちの罪によって苦しまないのでしょうか？私たちが泣いているのを見て、主は泣かれ
ないのでしょうか。私たちの落下を免れるために、神はどんな犠牲を払うのだろう。あなたが愛さない限り、神はあなたに
とって理解できないものになるでしょう。なぜなら、あなたの創造主の寛容さはあなたの理解を超えているからです。 

32 強くなり、偉大になり、賢くなり、愛を学ぶ。もしあなたが愛するならば、あなたはもはや神を理解しようという
子供じみた願望を持つことはないでしょう。 

33 私の愛は、あなた方が苦しみの中で自問自答していることに答えてくれます。私はただ、あなたが育てた果実の味
を知ることを許します。それは、あなたが他の人に感じさせたものを、あなたが感じることができるようにするためなので
す。しかし、私はこうも言う、あなたが苦しみの杯を溢れさせ、私があなたの苦しみを免れることができたとき、私はまだ
これらと死さえあなたの中に許しているのだ。魂は、肉体によって試されるこれらの取るに足らない感覚的知覚の上にある
のだから。 

34 イエスが人々 のもとに来たのは、高貴な魂がどのように叱咤激励、侮辱、棘に耐えるかを教え、あなたが「十字架
につけられる」とき、処刑人や中傷者に立ち向かい、彼を愛し、彼を祝福する勇気を持てるようにするためなのです。 

35 こうして、世界と肉体を捨て去るのです。 

36 しかし、今日、この恵みの朝に、わが言葉が人間の心によってあなたがたに戻るとき、私はあなたがたを歓迎する
。 

37 人類よ、イエスの誕生を記念する準備をするのだ。 

38 クリスマスの饗宴、喜びと追憶。 

39 金持ちや権力者にとっては、世俗的な満足感や快楽を意味する。生まれた夜、寝床も家もなかったキリストに従う
者にとっては、窮乏の祭典でありながら、霊的な喜びの祭典なのです。 

40 キリスト教的人類よ、祭壇を飾り、祝宴を催す準備をする者よ、本当に言おう、あなた方の心は空っぽである。あ
なたがたは考えないのか、あなたがたの建てた祭壇や、あなたがたの描いたわたしの像は、あなたがたの目を楽しませるだ
けのもので、現実とはかけ離れた神の模造品に過ぎないことを。私はいつも真の謙遜の神殿に住んでいます。同様に、私は
あなた方に、すべての愛と自己犠牲をもって自分の任務を遂行するよう教えたのです。 

41 今日、私は、この教えがその力を奪われ、その意味がこのキリスト教によって忘れ去られていることを目の当たり
にしています。家族に苦難をもたらす者でさえ、自らをクリスチャンと呼ぶのだから。華やかさと権力を誇示する者、戦争
を煽る者もまた、自らをクリスチャンと呼ぶ。しかし、すべての人がその模範と方法に従うわけではありません。多くの人
は、魂の偉大さは、神が人間に与える純粋な感情の本拠地である心の性質に基づくという現実に目覚めるのです。 

42 私が人間としてこの世に生まれてから、約2000年が経ちました。私はただ、あなたが私の指示を実行するのがい
かに遠いかを理解するために、このことをあなたに思い出させるだけです。完全な人間としての私の模範は、生まれた瞬間
から始まり、幼年期、青年期を通じて続き、拷問の十字架上で最後の息を引き取るまで続いた。私の血で書かれたこの物語
は、生命の書であり、人間の救済の始まりでもあるのです。 

43 モーセが残した律法に従っていた民衆の指導者たちが抱いていた神性という考えとはかけ離れた、人間として彼ら
と共に生きるために、ついに自らを制限したほど、彼らに対する父の愛があまりにも大きいことを理解させるために、私は
人々 の間で生きたのだ。自分たちは裕福に暮らしているのに、どうして貧しさの中で神の子を宿したのだろう。大工の息子
であるイエスの前に、特権を感じながら、どうしてひれ伏していたのだろう。 

私の愛と謙遜の教えは、彼らには理解されなかったのです。私の揺りかごはとても貧弱で、誰も近寄らず、私を撫でた
り、愛情を込めて眺めたりすることさえできませんでした。しかし、自然は人間としての私の存在にかなり興奮し、その様
な々領域で私に腕を伸ばして歓迎し、星に象徴される永遠の光は、世界にメシアの到来を告げたのです。 
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44 さて、私が人間として生まれ、人間となって迫害される必要のなかったこの時代、あなたがたに降り注ぐわが霊の
光は、人類が見て、わが言葉が現在どこに流れ落ちているかを認識することができるようになるであろう。 

45 今日、私は光として、本質として、この日を霊性と喜びをもって記念する方法を知り、その心を私に贈り物として
捧げた善意の人々 を平和で満たすために来た。 

46 苦難と惨めさは、あなたが主に捧げるものです。あなたの主もまた、苦しむためにこの世に来られたことを思い出
してください。 

47 私はこの捧げ物を受け取り、あなた方の心に消えない炎を灯します。わたしは、あなたがたの救いの道を示すため
に、自分を犠牲として差し出したのだから、わたしはいつでもあなたがたを救うために慈悲深い手を差し伸べる用意がある
ことを忘れないでください。 

48 あなたの精神的な幼年期は終わり、あなたは今、自分の成長を理解しなければなりません。 

49 私の身代わりになったのは、"弟子としての務めを果たす者は、その師と同じになる 

"と言ったからだ。愛を蒔き、心に平和をもたらし、奇跡を起こす。恵みの命によみがえらせ、「死者」を真理によみがえ
らせる。 

50 霊能者よ、わが言葉の通訳者、メッセンジャーとなれ。この日、私は、彼らが受けた指示に従い、私の来訪を記念
するすべての人々 を愛撫する。 

51 声の担い手の歓喜の時、私の神聖な光線、私のインスピレーションは、あなたが私の言葉を理解できるように、あ
なたの上に降り注ぐでしょう。人類の平和という一つの願いに向かって、皆さんが団結してほしいのです。 

52 私を求めて来る者は幸いである、その者は私の神聖な霊の光を得ることができるのだ。私を求める者は、自分の中
で、上昇志向の時期が来たと感じたからである。 

53 人間の心は、自分を縛っている鎖を解こうとする。今こそ、心と魂が自由を求める時であることを、私はお伝えし
ました。なぜなら、彼らの目の前には、自分の心が指し示す以上のことを知り、達成することができる無限に広いフィール
ドが広がっているからです。そうすることで、人間は自分を完成させ、より多くの知恵を得ることができるのです。そうす
れば、人間のあらゆる思考に真理が含まれるようになる。 

54 今日、私は多くの声の担い手を通してあなた方に語りかけ、彼らを通してあなた方の魂の教科書を残します。第二
紀において私がこの人類に知恵と愛の遺産を残したように。私の教えの基礎は、愛、すなわち、すべての存在を一つの家族
に統合することを目指す、普遍的で最高の力から成るからです。 

55 愛のないところに慈悲はないのだから。しかし、私はあなたがたを愛で満たし、慈悲を行使する機会があれば、そ
れが特定の形に左右されないことを十分に承知して、それを行使するようにした。 

そのために必要な能力を身につけるために、私はあなたの中に住む私自身の一部を与えました。聖霊に啓発されたあな
たの魂が、あなたが私から出てきたことを理解させるのです。 

56 したがって、神の力は生命であるすべてのものに現れることができると理解できます。生命とは、あなたを取り囲
むすべてのものだからです。私はあなた方に、あなた方の神を一つの形に限定しないよう指示した。私は創造主であるため
、あらゆる形をとることも、何も持たないこともできる。 

57 あなたの知性が生命の原理へと導き、生き物がどのように生まれ、自らを変化させていくのかを発見したとき、私
の多くの教えの説明を理解すると驚かれることでしょう。そこでは、あなたの視線では気づかない存在から、偉大な世界や
星に至るまで、あらゆるものの中に神が顕現していることを発見することができます。 

58 このように、人間は生命や自然の力の創造者ではなく、すでに創造されたものを利用し、変化させているだけだと
いうことが理解できるはずです。この目的のために、私は人間を創造物の中に置き、私が授けたすべての才能と能力を発揮
させるようにしたのである。 

59 創造とは神そのものであり、創造主と人間の関係に気づいていない人々 は、人間が行うすべてのことを神の力から
得ていることを理解する時が来るでしょう。 

60 創造物を形成するすべてのものが持っているように、人間にも発展がある。最初の頃は未熟だった。彼の知能は、
原始的な生活に対応していた。しかし、神は彼が自分自身から発展し、何が善で何が悪かを認識し、自分の中に精神的側面
と肉体的側面を発見するように見届けたのです。 

こうして人間は、自分がどこから来てどこへ行くのかを知り、自分を完璧に導かなければならない自分の能力について
知ることで、徐々 に成長していったのである。こうして彼は今に至り、私が「魂の完成には一度の地上生活では足りない」
と明かしたのです。 

61 その証拠に、現代人の経験は、過去の時代の人の経験より優れています。なぜなら、魂は以前の生き方で得た光を
携えてくるからです。 

しかし、あなた方はこの時代を光の世紀と呼びました。それは人類の科学が進歩し、すべての心の中に神の光が輝いた
からです。 
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62 あなたがたに語りかけるのは、父である私である。疑う者のために、私はわが言葉を明確にし、正確にする。それ
は、声の担い手の能力に応じて姿を現す。彼の脳は、私の知恵の伝達を受け、彼の能力に応じてそれを表現するのです。し
かし、その意味はどの送信機でも同じです。 

63 私はあなた方を受け取り、祝福します。 

64 あなたの感性の扉を叩いて、あなたの考えや言葉や仕事が、彼の全能や正義や真理に対してどれほど重要であるか
を理解させようとしているのです。あなたの魂は、あなたの現存の罪を裁くだけでなく、私の神の正義に対する古代の恩義
を明らかにするように、進化することができました。 

65 あなたの気持ちがよりスピリチュアルなものになれば、過去の記憶や直感があなたの中でより鮮明になるはずです
。今、あなたはこれらのことを漠然としか理解できていない。しかし、それでも、自分の十字架を降伏と確信をもって背負
うことができるようになるのです。 

66 かつてイエスが十字架を背負ってあえいでいるのを見てあざ笑った人たちは、今日、自ら進んで十字架を背負って
坂を登っている人たちである。あの時、「十字架につけろ」と叫んだ人たちは、今では私に仕え、私を愛することに専念し
ています。 

67 その叫びは私の心に突き刺さり、その憎しみと冒涜は私を苦しめる。しかし、私は彼らに死を与えず、彼らを赦し
、新しい命を与えたのです。 

68 あなたが私の体を十字架の木から切り離したとはいえ、霊的に私はまだ十字架に釘付けにされているのです。私の
側からはまだ血と水が流れ、すべての傷は新しいままです。 

69 本当に、私はあなたを祝福します。あなたがたは、良心の声をはっきりと聞くことができるように、また、あなた
がたの霊の目が、私があなたがたに言ったすべてのことの真理を見分けることができるように、心の準備をしなさい。 

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 249 
1 愛する人々 よ、ここにあなた方の間に「言葉」がある。第二の時代にあなた方に語ったものと同じもので、今日、

人の心を通して霊的に姿を現しているものである。 

2 イエスが人間の中に存在することは、決して容易なことではありませんでした。幼い頃から苦汁を飲まされた。し
かし、私が来たのは、最初から最後まで苦しみ、救いの道を示し、命と平和と至福の主である私が、地上であなたたちを通
して苦しむために栄光を放棄したとしたら、あなたたちのために何があるのか、と教えるためなのである。地上世界での幸
福、快楽、成功に何を期待できるのか？ 

3 キリスト教の世界では、今でもイエスがこの世に誕生した日を記念している。しかし、追悼の日でも戦争の轟音は
聞こえ、人々 は殺し合っているのです。女性は無防備になり、子どもは孤児になる。一方、母なるマリアは、その愛のマン
トを世界中に広げています。彼女は心の温もりであり、永遠の子宮であり、家である。人間として最も完全なイエスの母も
同様に、馬小屋の飼葉おけから始まり、ゴルゴダの十字架で終わる神の教えを説いたのである。 

4 人類を愛し、祝福し、祈る善意の人々 とともに、平和がありますように。 

5 わが被造物たちよ、私に何も求めず、ただわが意志が与えるものを期待する者たちよ、わが愛とわが恩恵を感じる
とき、深い愛をもってそれらを受け取り、自分の思いを私に託し、自分自身を完成させることを望むと私に告げなさい。 

6 あなた方は、避難するために巣を探す鳥のようなものです。あなた方は温もりを求めて近づき、私の言葉があなた
方を養い、あなた方の心を満足させたのです。 

7 この日、あなたは私の前で作品を披露する。涙と苦しみを捨て、新年が人類に悲願の平和をもたらすという希望を
持つのです。 

8 あなたは、理解されず、失望に苦しんだ末に、私に出会えたことを感謝し、私に愛されていると感じたとき、感謝
の歌を歌うのです。 

9 あなたは今、探し求めていた宝物、遺産を発見しています。自分の魂に入ったとき、自分の才能を発見し、隠れて
忘れていた能力を見たとき、あなたは驚きました。 

10 あなたは私の中に、あなたが探していた愛、真の主人、誠実な友を見出したのです。あなたの魂のすべての高貴な
弦が目覚め、あなたは人類に、わが霊はすべての存在の上で振動し、わが光はすべての人に聞かれるべき言葉となり、わが
選んだ道具は、わが意志によってわが教えの口火となった人間であると伝えたいという思いを抱くのである。 

もし、あなたの仲介によってグッドニュースが人々 に届き、あなたが聞き入れられたら、あなたは喜ぶでしょう。もし
、彼らがあなたの言うことを聞かなくても、心配しないでください。私は、人間の不義を克服するために、いろいろな方法
で自分を知らせます。 

11 第二の時代、私は弟子たちにこう言った。"私は再び来て、人の魂が罪の絶頂を知ったときに語りかける"。しかし
、私は彼らに、私が霊的に再び来る方法を示し、ここに約束を果たしている。 

弟子たちは私に尋ねた 

"どのようにあなたを見分ければいいのですか？"そして、わたしは彼らにわたしの来臨のしるしを授けた。しかし、今、あ
なた方は、その使徒たちが地上にいないにもかかわらず、私があなた方に私の教えを伝えるためにこの時代に選んだ者たち
の中に、あなた方の父の声を認めたのだということがわかります。 

12 私がゴルゴダに到着し、苦しみの杯を空にしたとき、今日、人間の仲介によって私の話を聞く人々 の多くがその場
にいたのです。彼らは、自分たちに語りかけた主が誰であるかを理解していなかった。そして、今日、私の指示を無視して
、私に「先生、私たちはあなたを愛しています、あなたについていきたいのです」と言うあなたたちである。もし私たちが
別の時にあなたを認めなかったのなら、今私たちは自分の過ちを知り、あなたの赦しを求めます。あなたの歩みに直接従わ
せてください。" 

13 しかし、私はあなたがたに言う：心を開き、私の言葉が実りある種として発芽し、成長し、実を結ぶことを許した
弟子たちよ、この教えがそのすべての利益をあなたがたの内に残し、それがあなたがたの仲間のためになるようにしなさい
という。 

14 人間の精神が真理を求める時代が近づいているのです。そうすれば、私の種は地表全体に蒔かれ、使徒がいたると
ころに現れるだろう。 

15 今日から覚悟を決めて、闘争に耐えてください。あなたの苦しみはすべて報われる。私の愛撫と許しを感じれば、
あなたの苦しみは和らぐでしょう。こうして、あなた方は自らを清め、純粋に私のもとにやってくるのです。- 

このように私が話しかけると、あなたは安らぎを感じ、心が静まります。 

16 苦難を捨てよ、苦難の道で我を求めるな。愛である私のもとに来なさい。 

17 私は、あなたが強く、忍耐強く十字架を背負い、道中で贈り物を配る姿を見たいのです。私が提供する平和に常に
ふさわしい存在であるために、あなたの仕事のひとつひとつに注意を払いなさい。 
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18 大勢の人たち、私の子供たち、光を求めてここに来たあなたたち。あなたは私の言葉を、私の思いを待ち望んでい
る、苦しみを忘れるために。 

19 あなた方はここに集まり、私の教えの意味の中に私の光を見出したのです。あなた方が互いに語り合ったとき、こ
のみことばで私を求めるようになった理由は一つであり、その理由は真理への渇き、愛への渇きであることを理解したので
す。 

20 なぜなら、あなた方はすでに、私に求めたものをすべて自分の魂の中に持っているからです。私はただ、あなたが
たの存在の永遠なるものに目を向けなさい、そこであなたがたの相続財産と富を発見しなさいと指示したにすぎないのです
。 

21 私の光だけが魂の目を真実に開き、これだけが真の知恵への終わりなき道、あなたの救いへの道を照らすのです。 

22 この道を探せば探すほど、掘り下げれば掘り下げるほど、より大きな宝物に出会うことができる。それは、隠され
ていた宝物だが、あなたの魂とそれに属する生命に存在するものである。 

23 あなたが忘れていた豊かさと、道中で発見する不思議が、どれほどたくさんあることでしょう。 

24 私のインスピレーションや呼びかけを受け入れるには、まだまだ学ぶべきことがたくさんあります。誰が自分を呼
んでいるのか理解できないまま、スピリチュアルな波動を感じ取ってしまうことがなんと多いことか。その "言葉 

"はあなたにとって非常に分かりにくいので、理解することができず、結局は霊的な発現を幻覚や物質的な原因に帰結させ
てしまうのです。 

25 あなたの心は硬く、あなたの心は愚かで、魂が本来の故郷の影響を受けることを許さないのです。スピリチュアラ
イゼーションは、神の法則を実現し、地球の法則に従おうと努力する、素朴な心と高揚した魂を持つ人々 によって培われた
のです。 

26 あの頃のように、もっとスピリチュアルに、もう一度感じ、愛されたい。 

27 このことは、預言者を通して、私の言葉を通して、そして私の使徒の一人を通して告げられたのである。もし、あ
なたが本当にそれらの啓示をひとつにまとめることができたなら、あなたが生きているこの時代と、あなたが目撃している
顕現について、それらが明確に語っていることに驚かれることでしょう。 

28 人間の知性による私の宣言は、短いものです。なぜなら、もしそれが長引けば、あなた方はやめてしまい、私の言
葉を楽しむために自分を調整するだけになり、ついには私の存在に慣れてしまうからです。ですから、このような形で私が
現れるのは間もなく終わり、その時、あなた方は聞いたことを勉強し、私の存在を感じるために祈りを完璧にし、私の奇跡
にふさわしい存在になるための準備をより良くしなければならないことに気がつくでしょう。 

29 礼拝行為の習慣で止まってしまうこと、そして早く進みすぎてしまうこと、この2つの間違いを避けてほしいので
す。私が定めた目標に向かって、一歩一歩、揺るぎなく進んでください。そうすれば、だんだん昇天して、魂の汚れを落と
し、借金を返していくことができるのです。あなたは、完全な状態に達したときにすべての魂の故郷となるように運命づけ
られた永遠の生命にますます近づいていくでしょう。 

30 わが幼な子たちよ、わが声を聞くとき、ある者は祈り、わが許しを請い、ある者は泣く。愛の涙、悔恨の涙、恐怖
の涙......私はそのすべてを受け止めます。すべての「言語」を解釈する方法を知っているあなたのマスターに、あなたがど
れだけ多くの方法で聞かれているかに気づいてください。 

31 私の声を聞けば、この時間が過ぎ去ることを望まないでしょう。"なんという安らぎ、なんという静寂、なんとい
う無限の至福！"あなたの魂は私に言う。しかし、私はあなたに答えます。あなたはスピリチュアルな生活において、この
平和、この至福、感じ、愛し、知り、できるようになるという至福を、1時間ではなく、永遠に得ることができます。 

32 私はその約束の地であなたを待っている。私の光は、あなたが私に到達するまで、あなたの道に同行している。私
はあなたの道を照らすために降り注ぐ光であるからです。 

33 わたしのことばの中で、あなたがたに予言をし、それが実現するのを見たから、あなたがたのあかしを聞く者が、
あなたがたの信仰を共有することができるようにした。これまで信仰を持たずに生きてきた人々 が、突然目を開き、自分自
身の中に永遠の生命と神そのものの姿を発見したとき、どれほどの喜びがあることでしょう。その時、その存在は、もはや
求める者のものではなく、感謝する者のものとなるのです。頼む人は、自分が十分な量を持っていることに気づいていない
からであり、感謝する人は、自分が値する以上の量を持っていると確信しているからである。 

34 自然の驚異に思いを馳せ、自分が神の愛と慈悲の対象であったことに気づくとき、皆さんの心からは感謝の気持ち
が溢れ出てこないでしょうか？そのとき、あなたがたの感嘆と謙遜と、わが偉大さの告白以上に、あなたがたの感謝の証が
あるだろうか。それなら、あなたの私を求める心を燃え立たせたのは、痛みでも、困難でも、利己主義でもなかったのです
。 

35 感謝の祈りをささやくときは、その気持ちを確認するための作品を添えてください。 

36 私はあなた方からあらゆる誤りを取り除かねばなりません。私がこの形であなた方に話している期間はすでに非常
に短く、1950年が終わるころには、私の霊界の賢明な助言の助けを借りて私の教えをより徹底的に勉強しているでしょう
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から、あなた方は私の仕事をより深く理解できるようになるはずです。神のメッセージを伝える仕事を任された声の主は、
その責任についてより深い知識をもって準備します。 

37 私がみことばを撤回するまでの間、あなたがたの間で礼拝の行為や習慣を清めなければならない。そして、真理の
旗を掲げて私に従おうとする者は、出発して私に従いなさい。私利私欲のために、純粋なものを不純にすることに固執する
者は、その不従順と警戒心の欠如の結果を被ることを余儀なくされるであろう。 

38 この子を罰するのは私ではなく、この子自身がその刑を感じることになるのです。すべての雑草は根こそぎ引き抜
かれる。 

39 私はこの霊能者を解放し、彼らの「場」を照らし、彼らのために障壁や障害を取り除いたのです。しかし、多くの
メリットがある分、大きな責任も背負っています。 

あなたの良心の声をはっきりと聞くことができるように。良心の声は、あなたが何をすべきかを示し、常に用心するよう促
してくれるのです。 

40 この一年は、あなたの精神的な成長を妨げていた狂信に縛られていた鎖を断ち切る努力をしたため、準備期間とし
て役に立ちました。また、多くの偏見を取り除く確固たる意志を持っていました。そのときから、あなたはより自由に、よ
り真実に近いものを感じるようになりました。これで、苦労した分、強くなったと思えるはずです。 

41 どれだけのイベントが起こるか!人間が作り出した小さな世界が、どれだけ破壊されることか。あなたがたに言う
が、あらゆる偽りの大業も、あらゆる利己的な仕事も、無に帰すであろう。 

42 あなた方の中で、私の教えを理解している人はほとんどいないでしょう。しかし、私の旅立ちの時が来たら、私の
弟子たちに、戦いに立ち向かうための知識と必要な力を残していくだろう。主人はあなたに甘いのです、あなたの努力を見
ているからです、それは小さいけれども価値のあるものであり、私はそれを受け入れます。 

今日、涙とともに蒔いた種が、明日には甘い実を結ぶ、魂のために働いているという確信があるのでしょう。それを知
っていながら、あえて時間を浪費しようとする者がいるだろうか。 

43 もうすぐ、私の教えがさまざまな言語で出版されることでしょう。そうすれば、私の言葉、私の教えによって、遠
い国の人々 と接触することになり、互いに見たこともないのに、互いを認識することになるのである。あなた方の間には陸
と海がありますが、私の仕事を通じてあなた方は一つになり、一つになるのです。 

44 1950年が終わろうとしている今、皆さんの中には不安や疑問があることでしょう。私の顕現を信じる者たちより
も優れた知性を享受する者たちが、なぜ私の啓示を疑うのか？なぜなら、私の真理を判断できるのは、人間の知識でも知性
でもないからです。このことを理解すると、人間は新しいもの、自分にとって未知のものに対して恐怖にとらわれ、無意識
にそれを拒否するようになります。しかし、知性によって認められた人々 の高みに到達できない弱い者、無学な者であるあ
なた方は、信じる者であり、精神の謎を掘り下げることができるのです。なぜ？なぜなら、永遠の命とその不思議を心に解
き明かすのは、御霊だからです。 

45 人間の知性は、あなた方がこれから戦わなければならない力の象徴です。なぜなら、人間は知性によって、霊を通
して明らかにされていない霊的な観念や概念を自分自身のために作り出したからです。 

46 この闘いのために、あなたがたは強くなければならない。あなたの強さは、決して体やお金の力、地上の手段によ
るものではありません。あなたの中に住んでいる真理への信仰だけが、あなたを闘争に勝利させるのです。  

47 私の言葉が国々 で聞かれるとき、世界は動揺するだろう。この啓示のために準備された人々 の霊は、喜びと同時に
恐れをもって動かされるからだ。そうすれば、真理を知ろうとする者は、物質的な観念の束縛から解放され、光に満ちた地
平を目の前にして、自らをリフレッシュすることができるだろう。しかし、心を暗くし、この光と闘うことに執着する者は
、まだ自由である。 

48 スピリチュアリティに対する心の変化が、国家間の友好と兄弟愛をもたらすのです。しかし、あなた方は覚悟を決
める必要がある、争いは大きくなる。人が戦争で互いに争うのは、私の意志ではなく、彼らが神の律法を理解していないか
らです。 

49 魂の成長は正しい法則に従うので、人間はその道中で浄化される。こうして、彼は自分自身によって神の前に義と
なるのです。 

50 今の時代は、人類が正しい道から大きく外れていることに驚いているのです。戦争、飢餓、疫病、悲しみ、破壊は
、世界に蔓延する慈悲、精神性、正義の欠如を物語る声です。 

51 私があなたを平和に導くことを理解してください。私はあなたに戦争を煽ったことはありません。 

52 この混沌の中で、私はあなた方を教え、情熱の渦から引き出して、別の時に約束したこと、すなわち、あなた方は
小さく謙虚であるが、あなた方の霊的準備と信仰があなた方を勇敢な兵士、無私の私の仕事の使徒に変えると告げたのであ
ります。 

53 世界はあなたの中にわがプレゼンスを感じ、今日忘れられたわが掟を思い出し、新たな啓示と教えを知ることにな
る。人類は、あなたがたの愛のわざのあかしを受けるとき、わが栄光のすべてを見よ。 
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54 大きな試練に直面して信仰が弱くなれば、同胞の信仰を鼓舞することもできず、病気を癒すことも、罪人の心を揺
り動かすことも、苦しんでいる人を慰めることもできなくなります。道を照らす力、困っている人に扉を開く力を一時的に
奪われたように感じるでしょう。盲人の手を取って導くことに不甲斐なさを感じ、その時、あなたの心は激しく泣くことで
しょう。あなたが私に全幅の信頼を置いて祈るならば、私はあなたを受け入れ、あなたの声を聞き、あなたの魂に平和を与
え、あなたの信仰の灯を私の愛の消えることのない光で照らすだろう。 

55 私は、あなた方から、私の法の下に結ばれ、互いに愛し合い、悪意を持たない民、家族を作り、あなた方が同胞の
模範となり、私の聖域の基礎となることを望んできた。 

56 無理なことは求めない。ただ、言葉や作品に真実味が欲しい。もし、あなたが謙虚さと理解をもって私の指示に従
うなら、つまり、あなたの生活の中で美徳と簡素さを表現するなら、あなたは仲間の魂を目覚めさせるために話す必要も努
力する必要もないでしょう。その時は、あなたの積極的な慈善活動の証があれば十分です。 

57 この責任を負うのは、あなたたちだけではありません。新しい群衆、新しい「労働者」、新しい「兵士」が、あな
たと同じかそれ以上の熱意と愛情をもって、発展の道をなんとか一歩ずつ進んでいくことでしょう。 

58 第二時代の十二使徒に、病人を癒すこと、隣人を愛すること、侮辱を許すこと、取りつかれた者を解放すること、
愛の言葉と業によって「死者」を新しい生命によみがえらせることを教えたように、あなた方が私の教えの真の使徒となる
ように、私もまた教えたのだ。 

59 あなたの心を休め、あなたの理性を鍛えなさい。本当にあなたに言う、あなたの準備にしたがって、わたしから受
けるであろう。 

60 あなたの心の奥底で私に語りかけてください。あなた方は自分の不幸を私に指摘するが、世界が私を拒絶し、誘惑
の魔の手に落ち、無知と苦悩の中で暴れるために、この時代に人類が苦汁の杯として空にしている苦しみを見るとき、私も
あなた方が苦しむことを知る。私は謙虚な気持ちで、すべての心の扉をたたき、人々 に慰めと平和と魂の糧を与えるために
近づいています。しかし、人間は私を忘れ、私を認めないために、私を遠くへ追いやった。人は、私を遠く離れていると信
じ、私が今あなたに与えるこのみことばを聞かなかったので、自分の過去について泣くのです。ですから、私は、あなた方
が人類の中で果たさなければならない崇高な使命を、今一度思い起こします。 

61 魂を目覚めさせるために、私の平和を伝えるために、祈り方を知らない人たちのために、仲間の痛みを感じながら
祈るために、私の力であなたを満たしたのだ。 

あなた方は、私が目覚めさせ、愛と兄弟愛と許しに満ちた第一歩を踏み出すために授けた人々 なのです。私が与えた指
示を勉強し、それに従う真の弟子となりなさい。私はあなた方を私の弟子としてこの地上に残すからである。 

62 民衆：あなた方の中には、わが言葉の意味に満足せず、わが霊的顕現に真の信仰を感じず、物質主義、聖歌や言葉
の祈り、儀式や儀礼の中で私を求め、その魂がまだ真実に強く育っていないために、私から離れていく不信心者がいます。 

63 いろいろなことを教えてきました。私は、あなたが心の中で私のために準備する聖域に住むことを約束した。しか
し、物質化したカルトを実践する人々 は、自分が私を喜ばせ、自分の使命をよりよく果たしていると信じています。しかし
、私は彼らに言う。私は、あなた方に私の指示を明確に伝えた。なぜ、眠ったままなのですか？ 

私はあなたたちにたくさん話したが、あなたたちはほとんど学んでいない。わたしがあなたがたに大いなる啓示を与え
たとき、あなたがたはそれに反抗して、「このような父への礼拝の仕方は好ましくないので、わたしたちは自分の礼拝の仕
方を堅持しよう」と言った。霊から霊へ父を礼拝する形式を、私たちは学んでいないからです。" 

しかし、私はあなたがたに言う。時間が過ぎても眠り続け、魂を高揚させる輝かしい目覚めを得ることはできないでし
ょう。明日、あなたは私に孤児にされたと感じるでしょう。私はあなたのすぐそばにいるのに、あなたは私を感じることを
学んでいないので、私を感じないでしょう。 

64 愛する人々 よ、あなたがたの父は、いつでもあなたがたに語りかけておられることを思い起こしなさい。第二の時
代、神仙はあなた方が真の祖国に到達できるよう、昇る道を示し、その上に足跡を残されたのです。今、わたしはあなたの
魂を啓発し、わたしのことばと恵みによって、あなたがエリヤのように働くために出発するように準備した。そうすること
で、君たちは男のリーダーになることができるのだ。 

65 これは、私がイスラエルの選ばれた民の12部族を統合して集め、神の「ことば」の教えをもう一度受けようとし
た時である。主人である私は、私の教えをあなた方の間で聞こえるようにした。私は、私の言葉を通して、あなたを方向づ
けて準備した。しかし、あなたとのこのようなコミュニケーションの形は、すぐに過ぎ去ります。 

66 「イスラエルよ、人類の指導者となって、この永遠の命のパンを与え、この霊的な仕事を示し、様々 な宗教が私の
教えの中で霊化するようにし、これらの上で 

神の国はすべての人に来るという方法" 

67 私があなた方にミルクとハチミツを与えるのは、あなた方が困難な使命を担っている人々 だからであり、その使命
はあなた方の肩に重くのしかかることはない。あなた方は、私をもう一度認識し、霊性に満ちた人々 で、人類の前に旗を掲
げようとするのです。 
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68 私はあなたたちに、私と調和して生きること、すべての行動と思考において謙虚でシンプルであることを教えまし
た。私はあなたたちに、人間が自らを殺すために戦争をあおる一方で、あなたたちはわが神性の兵士となり、光の武器を手
に、世界の憎しみと無知と戦うべきだと教えてきたのです。 

69 私の人々 よ、あなた方の周囲で、人々 が恐怖と苦痛の中でいかに闘っているかを認識し、あなた方は、私の神聖な
霊の慰め、励まし、愛を彼らにもたらすために召された者であることを認識してください。 

70 ほら、こうして自分の使命を果たしたとき、あなたは私の平和を感じ、この平和を人々 と共有することになるので
す。すべての地上の野心を捨て、私の愛を身にまとい、私の慈悲があなた方を通して世界中に現されるように。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション250 
1 私が約束の地について語るのを聞いて、その地に住みたいと思わない魂があるだろうか。あなた方の間で私が宣言

する目的は、あなた方の魂が光と永遠の平和の世界に到達するのを助けることであり、そこからあなた方の創造主の栄光を
知覚することができるのである。いつでも、あなたの魂が待っている永遠の門、その生命に到達するための道が示されてい
るのです。 

2 私はあなたを許し、償いの重荷を軽くしました。そうすれば、あなたはより早く前に進み、罪悪感を取り除き、再
び旅を始めるための力を感じることができるようになるのです。しかし、この戦争と大災害の時代には、もっと大きな使命
があります。 

3 あなた方が住んでいるこの国は、新しいエルサレムではない。この都は、霊的なところであなた方を待っているの
だから。しかし、それはこの時代に私が現れるために選ばれたものであり、私の使徒ヨハネが携挙の際に見た白く輝く都へ
とあなたを導く扉のようなものでしょう。 

4 外国人があなたの街にやってきますが、人種が違うからといって低く評価することなく、心の兄弟として見なすべ
きです。 

5 しばらくの間、あなたの思考を高めてください。そうすれば、戦争の騒音があなたの心に届き、男たちの嘆き、母
たちの痛み、子供たちの泣き声が聞こえ、あなたの使命を理解し、それを遂行し始めるでしょう。今は、富める守銭奴や権
力者、中毒になった国までもが、その力を奪われ、また、所有者の許可なく、自分の富を増やすために外国のものを簒奪し
た者を見る裁きの時である。彼にとっても、自分が持っているものを他人の手で不法に奪われるのを見なければならない日
が来たのだ。 

6 あなたは物質的に貧しいので、私の裁きから免れていると考えているのです。しかし、あなた方は間違っている。
あなた方も、私が手渡した霊的な富で、豊かな守銭奴になれるのだ。 

7 今日、私は皆さんに、国々 が苦しんでいる痛みを感じようとする気持ちを高めてほしいとお願いしました。しかし
、私はあなたがまだ仲間の痛みを感じることができないと見ています。たとえあなたが吸う空気がその痛みで浸透している
としても。人類に重くのしかかる痛みを理解するために、あなたもその試練を乗り越え、その杯を空にする必要があるので
しょうか。あなたの心はまだ硬く、そこから愛の水晶が流れ出てきません。 

8 同胞を苦しめる苦難を見たからこそ、同胞に仕えようとする者は幸いである。仕事を終えたら、私の胸で休ませて
あげよう。思い出せ。人生が自分に微笑んでくれたとき、あなたは苦しんでいる人たちを無関心に見ていた。また、不幸を
知りながら輝かしい人生を手に入れた者が、門をたたく者を助けるどころか、門前から追い出し、「私が苦しみ、もがいた
ように、あなたも苦しみ、もがけば、私が苦労して手に入れたものを手に入れられる」と言うのです。 

9 私の教義では、あなた方は大きな試練と苦痛を経て霊魂の光に包まれた心の平安を得たにもかかわらず、その宝石
を所有するために功徳があるかどうかを知ろうとせず、同胞に分配しなければならないと教えているのです。 

10 私の言葉は、ラザロを生き返らせたときと同じ効果をあなたにもたらしました。死の息吹があなた方の心に入り込
み、絶えず平和を脅かす戦争に生き残る希望を破壊したのです。しかし、戦争の知らせが届くと同時に、素朴で謙虚な心の
集まりの懐で、師の声が聞こえたことを知ったあなたたちは、それが本当なのか、そんな奇跡があり得るのかと、より深く
自問することもなく、私が平和であることを知って、私を欲して来たのである。 

11 その声を聞いたとき、あなたの魂のすべての弦がかき鳴らされ、あなたは叫んだ。"わが主よ、あなたこそ語って
おられるのだ 

"と。あなたがたの信仰はまだ絶対的なものになっていない。わたしと一緒にいるにもかかわらず、わたしと一緒に舟で航
海した弟子たちのように、まだ恐れている。海の波が高くなるのを見て、彼らは叫んだ。"主よ、主よ、私たちをお救いく
ださい。""私たちは滅びようとしています。"と。 

12 人々 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。なぜ、私の力を疑うのですか？わたし
を聞こうとするあなたの努力を、無駄で実りのないものにしないように。私の言葉を聞くために、多くの人が遠いところか
らやってくることを考えなさい。また、家族の懐疑を乗り越えなければならない人もいます。また、地上の仕事と世俗的な
義務を放棄せざるを得ない者もいる。この犠牲が実を結ばないことがあってはならない。 

13 覚えておいてください：もしあなたが疑いや不信の代わりに、私の言葉にすべての信頼を置くことができるなら、
それはあなたの愛の炎であなたの魂に書かれたとき、すべての瞬間にあなたを啓発し、あなたの試練の一つ一つにあなたを
励ますことでしょう。 

14 あなたの魂が束縛の鎖から恐れているのは、その苦しみの杯の味をすでに知っているからです。 

15 あなた方は何よりも平和を愛し、その魂の渇望が私をあなた方に引き寄せたのだ、人々 よ。平和は完全にわたしに
集約されていることを、あなたがたは知っているからです。人類はこの宝を失ってしまったのだから、さまざまな人間の制
度や権力者、あるいは現代科学の最先端の理論にそれを求めても無駄なことだ。もし、人が捨てたこの贈り物を取り戻した
いのなら、あなたがそうであったように、私に取り返しのつかないことを求めなければならない。 
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16 すべてのわが子にとって明確で理解しやすいのが、私があなたがたに与えた指示である。私は、あなた方がこの良
い知らせのメッセンジャーとなり、人類が平和を得るために私を求める最善の方法を示すことができるよう準備したいので
す。 

17 第二の時代のイエスが、学問や教養のある者には知恵を隠し、謙虚な者には知恵を与え、明らかにしたことを父に
感謝したときに述べた言葉がここに成就しているのである。そうだ、わが民よ、あなた方が学者と呼ぶ者たちは、自分を膨
らませ、私から受けたパンのくずと思われるものだけを教えて、庶民を押さえつけようとするのだから。一方、貧しい人々
、「小さな人々 」は、確かに人生の苦労を知り、またそれに伴う窮乏も知っている。いったん何かを自分のものと呼べるよ
うになると、それがすべて自分には手に余ると感じ、他の人々 と分かち合うのである。貪欲な者が寛大な者になり、傲慢な
者が謙虚な者になれば、私が徳の高い生き方を知っている者のために用意したものを、即座に分け合うことができる。私の
愛は部分的なものではなく、すべてを包含するものであり、すべてのわが子たちのためのものだからです。 

18 これらはすべて、あなたが知らなければならないことです。もし、だれかが私の教えによって賢くなりたいと願う
なら、それを達成するためには、まず、私が王にしたソロモンのように謙虚でなければならないことを忘れてはならない。
ソロモンは非常に賢く、彼の名前はその時代の世界に有名で高く評価されており、彼はその助言と判断の知恵で驚かせた。
しかし、彼のすべての力と知識と栄光は、彼がわが戒めを破ったとき、わが正義の力の下に滅ぼされた。 

19 イスラエルが多くの困難と対立を乗り越えて約束の地を手に入れたように、人々 よ、平和のために戦い、働け。私
がイスラエルについて語るとき、あなたの魂は私をよく理解していることを知っている。あなたはその種を自分の存在に宿
し、その歴史はあなたの霊に書かれているからだ。 

20 そこには、彼の経験、発展、知識があり、彼の魂に開かれた本があり、彼に律法を示し、誤りに陥ることを免れて
いるのです。私はあなたの魂を、他の人種や民族と同じように、あなたを物質主義的にしてしまう古い地上の所有物から遠
く離れたこの時代に転生させました。そうすれば、あなたの唯一の情熱は、人類のために霊的突破口を開き、どこにその足
を向けるべきか示し、私の正義と愛の王国の平和へと導くことでしょう。 

21 今日、あなたがたは憐れみを求めてやって来るが、憐れみを受けなかったと言える人がいるだろうか。病人は回復
し、疲れた放浪者は安らぎを得、霊性を求めて飢え渇く者はその飢え渇きを癒すことができました。しかし、私に従う者の
中にも、まだ目覚めていない者、疑う者、信じるために証拠を求める者がいる。彼らには、わが意志にしたがって必要なも
のを与える。しかし、私が彼らに与えるのは、この世の財産ではありません。私はわが子たちのために魂の財を持ち、そこ
から、同胞への慈悲と愛の業をもって私に求める者には、惜しみなく与えるであろう。 

22 私の存在の一部である霊魂を求め、それを指導し、高め、私のもとに来させたいのですが、すべての人が私を認識
しているわけではなく、また、私を受け入れる方法を知っているわけではありません。世間と無数の試練があなたの心を蝕
み、もはや霊的な生活を考える力もないのです。しかし、今日、世界があなたに敵対するようになったので、あなたはさら
に熱心に私の無限の愛に避難しなければならないと、私はあなたに言います。 

23 私の教えは、絶え間なく滴り落ちる澄んだ水のように、ゆっくりとあなたのもとへ落ちていきます。それは、私が
すべての魂に託した仕事に対する信仰、希望、信頼の基礎を徐々 に築き上げるものです。 

24 自然の力が人間に対して解き放たれる。悪を倒し、仲間を守るための権威を私が与えていることを知っているのだ
から、恐れてはならない。それらの破壊の要素に一時停止を命じれば、彼らは従います。祈りと警戒を怠らなければ、奇跡
を起こすことができ、世界を驚かせることができるのです。 

25 心から祈り、わが霊と交わり、特定の場所を求めてはならない。木の下で、道で、山の上で、寝床の隅で祈れば、
私が降りてきてあなたに語りかけ、あなたを啓発し、力を与える。  

26 この言葉を聞いたら、心を開いて、その光に生かされなさい。そして、後に、純真になり、準備ができたら、世に
出て行って、あなたが受け取ったものの証を広めなさい。 

多くの者は喜び勇んで最初の実を私に捧げますが、他の者は恐る恐る種を隠しています。彼らは力を尽くしても、待ち
望んだ実を得ることができなかった。しかし、私は彼らの熱意と愛を見て、彼らに言う。希望を持ち、耐え忍び、そして刈
り取る。 

27 悪い種が栄えることのないように、地に発芽することのないように、見守りなさい。今日は種まきの好機なので働
き、私は耕作を手伝う。 

28 私は、あなたの国を第二のエルサレムの像とするように運命づけました。やがて異民族の兄弟姉妹がやってきて、
それが花開くのを見ると、権力欲が目覚めて略奪したくなるのです。私はあなたに警告し、あなたに言う。私は、疲れた放
浪者に平和を、空腹にパンを、魂に光を提供するために、あなたの国を準備した。よそ者が主人になって、あなたが奴隷に
なるのは嫌です。私は、愛と正義と正しさをもってあなた方を鼓舞し、あなた方が平和に暮らせるようにします。 

29 私がこのような手段で語るのをやめる1950年がもう間近に迫っているのだから、この時間を利用して私の教えを
学びなさい。私があなたを修正し、完璧な状態に一歩一歩持っていくことを許可します。 

30 マリアはあなたのために祈り、たとえ彼女の姿が見えなくても、彼女の愛と慰めが恵みの露としてあなたの存在に
降り注ぐのを感じるのです。そして、悩める者は希望に満ち、罪人は清められ、皆さんは彼女によって祝福され、「油を注



U 250 

46 

がれた」のです。あなたの苦しみの慰めを聖母に求めてください。あなたは、子供たちが愛情をもって母に向かうとき、母
がその援助と保護を拒むことができると思うのですか。いいえ、皆さん、彼女の神聖なスピリットには、愛と親愛と慈悲し
か見いだせません。 

31 世界の女性たちよ、マリアを手本とし、彼女が高潔な女性、自己犠牲的な母としてあなたとともに生きた時代を思
い起こせば、あなたの魂が新しい勇気で満たされるのを感じることでしょう。 

32 そして、私に似せて創られ、試練の道を進み、神の正義を感じているあなた方は、勇気に生かされ、自分の才能を
生かし、愛と知恵をもって自分の人生を支配しなさい。 

33 励ますために、「このパンを食べれば、決して『死ぬ』ことはない」と言うのです。この清らかな水を飲めば、二
度と渇くことはない」。 

34 この時代、私はあなた方の魂を霊から霊への対話に備えさせるために、このような形で自分を知らせたのです。私
は、あなた方がわが言葉の神聖な意味を認識し、他の教えに惑わされないようにするために、長々 と話しているのだ。 

35 私の前にいるときに恥を感じないように、そして私の声を聞く価値があると感じるように、私はあなたを再生の道
に入らせたのだ。 

36 あなたの心の奥底を見抜く。また、あなたがまだやっていないことを発見します。ですから、あなたが間違う前に
私が訂正することもありますが、驚かないでください。 

37 御父が世界を創造し、贖罪の場としての運命を与えられたとき、御自分の子供たちが途中で弱さや罪に陥ること、
再生と完成への第一歩を踏み出すために家が必要であることを、御父はすでに知っておられたのです。 

38 人類が誕生したとき、創造主は彼らに愛を注ぎ、魂を与え、その魂に光を灯し、同時に意志の自由を与えました。 

39 しかし、ある者は善良であることにこだわり、主にふさわしく、良心と調和した純粋なままでいようと、あらゆる
誘惑と戦いながら、罪から罪へ、一つの違反から次の違反へと、罪の連鎖を築き、感覚の声だけに導かれ、情熱に支配され
て、仲間に誤りと誘惑をまき散らすのである。しかし、これらの混乱した魂と並んで、私の預言者たちも、人類を目覚めさ
せ、危険を警告し、私の到来を知らせるために、私の神性の天使の使者としてやってきたのである。  

40 人類の道を横切る闇の魂は、偶像崇拝、異教、狂信に誘惑することで彼らを混乱させるのです。 

41 私の預言者、私の使者、私のしもべは、腐敗と嘘と戦い、同胞のために苦しみ、死に、その人差し指で真理と正義
と愛の道を指し示したのである。 

42 預言者たちの言葉を求めれば、その中に、彼らはその時すでにあなたがたを準備し、実現する出来事を語っていた
ことがわかる。ヨエルがこのような霊的な啓示の時をどのように語ったかを見てください。すべての預言者は、霊と霊との
対話を教えるために偶像崇拝と戦ったことを認識する。 

43 キリストがこの世に来られた時、人類はすでに多くの罪を犯し、大洪水で地表は浄化されていた。ソドムとゴモラ
は火で焼き尽くされ、バビロンは滅ぼされた。律法と預言者たちの血に従わなかったことの責任を問うために、彼もまた、
自分の子供たちによって、断罪され、殺されなければならなかったのです。 

44 言葉」は人となり、処女の胎内から肉体を得た。彼は謙遜、許し、愛、精神の高揚を語り、迫害され、非難された
のです。神でありながら、苦しみ、死に、人間としてあざけられ、鞭打たれたのです。 

45 その啓示の秘密を突き止めた人々 は、今日、真理を発見し、その前にひれ伏す。 

46 しかし、この時代には再び混乱が現れ、偽りの偉大さを誇る人々 がイエスの名とその教えを人の心から追い出そう
とし、それゆえに暗闇となる。一方、父はヨエルの預言の成就として新しい時代を開き、すべての肉体と魂に御霊を注いで
くださる。主はご自分の声を聞かせ、様々 な方法でご自分を現し、目に見えるようにしてくださいます。 

47 自然が子宮を開き、世界と科学を驚かせるのは、人間を驚かせた秘密、そして人智を超えた知恵と力を語る声なの
です。墓は死体を保存する。しかし、魂は逃げ出し、魂の生存を証言するためにその声を上げる。 

48 人間の目は、子供であれ、青年であれ、大人であれ、物質を突き抜けて、その先にある精神生活を見ようとするも
のである。 

49 このような不器用で野心的でない口達者が神の教えを発音するのを聞けば、この顕現は何世紀も前に発表されたこ
の時代の最大のものの一つであることが分かるだろう。 

50 予言のような夢を見たことがない人はいないでしょう。今こそ光の時、物質的な発見に魅せられ、科学によって眠
っていた魂が目覚める時なのです。 

51 人類は、この時間を光の時間と呼んできた--

彼らの科学力によって。鳥のように天の高さを渡り歩く姿をご覧ください。海や大地を支配する様子や、夜を照らす光を発
見した様子をご覧ください。彼らは日々 、パワーやエレメントを発見し、それらを組み合わせることで、人類に新たな驚き
を生み出している。しかし、この光は彼らの目を曇らせているのだ。物質主義と虚栄心が、心や良心の声に耳を傾けなくし
ている。 
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52 今日、聖霊の光は世界に注がれ、人々 が顔を上げ、神は唯一であること、そしてその律法は、人類の業が創造主に
ふさわしい偉大なものとなるために、皆が団結しなければならないものであることを認識するようになりました。 

53 第六の封印」が解かれる前に、大きな出来事が起こるからである。星々 は意味深なしるしを与え、地上の国々 はう
めき、この星から3つの部分が消え、ただ1つが残り、そこに聖霊の種が新しい命として芽吹く。そして、人類は、単一の
教義、単一の言語、平和と兄弟愛の絆で結ばれた新たな存在を始めるのです。 

54 自然の法則のもとに生き、最初に "生めよ、増やせよ、地に満ちよ 

"と言われた主の声を精神に聞いた時代から、どれほど遠いことだろうか。 

55 今、スピリチュアライゼーションは、あなたをシンプルで自然な姿に戻してくれるでしょう。しかし、あなたの魂
には、長い開発の道のりで収穫した光が宿っています。 

56 人間の最初の一歩を照らし、道や小道、峰や深淵に同行した霊の光は、人間を道の始まりに立ち返らせるのです。
御霊は私自身の光であるため、決して迷うことはありません。同胞を殺せと言ったり、あなたを生んだ父親やあなたを身ご
もった母親を拒絶せよと言ったりするのを聞いたことがありますか？禁止されていることをやれと言われたことがあるか？
いや、私の子供たちよ、御霊は良き導き手であり、助言者であり、裁き手であったのだ。 

57 だから、私はいつも、あなたがどこにいても、あなたと一緒だと言っているのです。私は全能であるにもかかわら
ず、なぜ、あなたがたは自分の手で作ったものに私を求めるのですか。私が普遍的な存在であることを知っていながら、ど
うしてある集会所に行って、「ここは主であり、ここはその家である」と言わなければならないのですか。私が自然の栄光
の中に、そしてあなたの魂の内なる聖域の中に宿り、私を知らしめることを知っているのに、なぜあなた方は祭りや装飾品
に目を奪われるのですか。 

58 良い弟子として私の教えを学べば、あなたの魂にはもっと光があるはずです。 

59 毎日毎日、私の言葉があなた方に降り注がれ、ある者は信仰が芽生え、ある者は疑念が生じる。ある者は改める決
意をし、ある者は信じて新しくするために、この御言葉の中に自分を限定するのは、本当に私なのかと疑うのです。これら
の人々 は、私を信じて、もう自分を苦しめることがないように、私に会いたいという気持ちを抱いているのです。しかし、
彼らは肉眼で私を見ないので、信仰に火をつけるために霊的、超自然的な現象を求めるのです。 

60 ある者は目を閉じ、見えないものを突き破ってわが面影を見ようとし、その努力の結果、疲れ果ててしまったので
す。しかし、彼らの疲れた心が眠りについたとき、高揚した魂が霊的な空間に住んでいるとき、私は降りてきて彼らと話し
、私の指示を与え、その信仰を燃え立たせるために来た。 

深い眠りから覚めたとき、魂も体も生まれ変わり、新しい光に照らされた人生を見ることができました。そして、夢を
ぼんやりと思い出し、「イエス様の夢を見たよ」と言うのです。マスターは本当に私と一緒だったのでしょうか？ 

61 あなたがたに言うが、魂には私を見る目がたくさんある。この才能を知り、それを開花させる。それによって、人
が予言的な幻や夢を見る時が来ると言ったあの預言者の言葉が成就するのです。 

62 この教えをよく勉強して、この世の偽預言者や予言者を探し、信じることのないようにしなさい。 

63 私はいつでも、あなたの魂が私と直接つながるように準備してきた。そして、この「第三の時」において、それは
すでに大きな高みに達しているはずである。もし、私が霊で来たとき、そうであったなら、あなたがたは疑わなかったであ
ろうし、手で私に触れようとしなかったであろう。 

64 私が昔のことを話しても、あなた方は聖書を読んでもいないので、何もわからないのです。 

65 私は1866年以来、私の第三の教えを知らせてきたが、すべてが予言されていたにもかかわらず、あなた方の多く
は疑った-

ある者は無知から、ある者は聖書の悪い解釈のために混乱したからである。それゆえ今日、私はあなた方が永遠の命の食物
を食べるために食堂と食卓を準備したとき、準備のないあなた方を見つけ、あなた方の昇天と目覚めを期待して、限りなく
忍耐強く自分自身を知らせなければならなかったのであります。 

66 自らを新しくし、宗教的狂信を捨て、偽善者やエゴイストをやめれば、新しい人間のように感じられるはずです。
そうすれば、もう、あなたのところに降りてくるのが私なのかどうか、迷うことはないでしょう。あなたの心の清らかさは
、あなたの魂に私の存在を感じさせるからです。信仰は最大の美徳の一つであり、それを獲得することです。 

67 目の見えない人、足の不自由な人、絶望的な病気の人に何度も何度も出会います。あなたは信仰によって彼らを癒
し、仲間の心に光を灯さなければなりません。 

68 あなた方の中には、私を信じることによって成し遂げられることの例がすでにあるのです。信仰によって得られる
奇跡の証言はたくさんあります。 

69 1950年、あなたの信仰の弱さを驚かせてはいけません。そうすれば、あなたがたの苦難は大きくなり、孤児のよ
うに感じるからである。 

70 今日、私は「旅人」の前に姿を現し、真の道を示しているのです。私は彼らの衣服が王室か哀れなものかを判断す
るために立ち止まるのではなく、彼らの心の中に聖域を求めるのです。 
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71 疲れて地面に倒れた者が再び起き上がるのを助け、もし神を冒涜したなら、彼はわが力と光を拒絶したのだと理解
させる。 

72 試練の中で心が暴走しないように祈る。暴力の瞬間、あなたは「盲目」になり、あなたの魂が持つすべてを失う可
能性があるからです。 

73 これで、なぜ人類が精神的に偉大で高貴な存在であったものをどんどん失っていったのか、想像がつくだろう。 

74 私があなたに会いに行ったのは、あなたが奈落の底に落ちてしまいそうで、自分の人生を終わらせたいと言ってい
るのを見たからです。しかし、私の言葉を聞いたとき、あなたたちは再び立ち上がった。私の神性によって定められた瞬間
まで、地上で生きなければならないことを理解したからだ。 

75 霊的な賜物が再び自由に使えることを証明するために、私はあなたがたに言った。自然の力が解き放たれたとき、
私の名によって手を伸ばせば、それがあなたがたに従うのを見るだろう。 

76 これらの奇跡は、あなたの信仰を高め、あなたが思ってもみない時に、あなた方は私の「働き手」に変わっている
ことでしょう。 

そして、あなたのマスターからより深いレッスンを受けることで、大きな装備を身につけ、あなたを試しに来る者やあ
なたを滅ぼす者をどのように迎え入れるかを知ることができます。 

77 もし、あなたが本当にわが言葉を証しする方法を知っているならば、あなたの仲間の多くがわが身をほめたたえ、
あなたがたに言っている "互いに愛し合う "という戒めを果たすのを見ることになる。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 251 
1 このとき、あなたは自分の才能によって起こせる奇跡を見て、驚きます。そうすれば、もう貧しいとも、疎外され

ているとも思わなくなる。あらゆる場面で、私があなたを愛し、あなたを見つめているという証拠を得ることができるから
だ。 

2 そのギフトは、あなたが創造された瞬間に、すでにあなたの魂に置かれたものなのです。しかし、私が来てあなた
方に教え、あなた方が長距離を旅して、ますます成長することで、これらの才能が姿を現し始めることが必要だったのです
。 

3 特に現代は、人間の魂が新しい時代に生きていること、新しい日の光が射していることを実感しているのです。そ
れは、その才能と能力が眠っていた深い眠りから目覚めさせるような地震、落ち着きのなさを経験したのです。 

4 現在、人間はまだ自問自答しており、疑っているだけである。しかし、やがて、「道はある」と確信し、信仰をも
ってそれに従う時が来る。 

5 一度旅立ったこの人類の魂の歩みを、誰が止めることができようか。私の光が示す航路を、誰が変えることができ
ようか。第三の時代がもたらす遺産とメッセージを求めて立ち上がる人々 の精神的覚醒を、何者も止めることはできないだ
ろう。 

6 もっと前にあなたを目覚めさせることができたはずです。しかし、私は、あなたが沈んだ深い眠りに疲れ、自分の
罪と絶え間ない戦いに怯え、物質的性質の情熱から解放されるであろう、適切な時にあなたのもとに来たかったのです。 

7 今日はある人が、明日は別の人が、そしてそのまた次の人は、スピリチュアライゼーションのすべてを語りかける
内なる光に啓発されて目覚めるでしょう。 

8 それらの民が目覚めるとき、私は彼らに対して自らを明らかにする用意があるのだ。子供たちの呼びかけに応える
のは、父の声であろう。しかし、本当にあなたがたに言いますが、私はすべての人に同じようにわが身を現すことはありま
せん。例えば、私が人間の知性によってあなた方と行ったこの顕現は、あなた方だけに与えられたものであり、あなた方は
この時代の幕開けに最初に目覚めた人々 だと考えてもよいでしょう。 

9 私がこの姿であなた方に姿を見せる時期はすでに示されており、この時期が終了する年と日を知らない霊能者はい
ないでしょう。 

10 私があなた方への教えを終えたら、あなた方はこの種を世界の人々 に撒く準備をしなければならない。この種によ
って、あなた方は同胞の目覚めの重要な瞬間に大いに役立つだろう。彼らは、自分たちの予感の確かさと私のメッセージの
現実性から、私を霊的な形で迎える準備をするでしょう。各集団と各声部の準備に従って私があなた方にわが身を現したよ
うに、各共同体の霊化とその集合体に支配する献身に従って私も彼らにわが身を現すだろう。 

11 私の言葉を書き留め、時が来ればそれを知らせることができるように守ってください。それは、霊的生活を求めて
世界に生じる新しい教会の基礎となり、出発点となるからである。 

12 私のメッセージを、私に道具として仕えた人々 の実体化した考えや間違いと混ぜ合わせてはならない。そうすれば
、私があなたに託した果実をそのまま伝えることはできないからだ。私は、あなた方が人間のあらゆる好みから自由になれ
るように、私の神聖な本質を知るために、長い期間にわたって指導してきた。 

13 わが霊の光は、私を理解する者たちの足跡をたどり、彼らが可能な最大の良心をもってわが戒律を解釈するために
明日出発する。なぜなら、彼らの闘争、犠牲、努力は決して無駄ではなかったと、その道中で経験できるからです。私は彼
らの仕事を驚かせ、もうすぐ他のコミュニティが期待できること、種が成熟したのでもうすぐ種まきに行けることを発表し
ます。 

14 私の弟子たちは、私の言葉が実現するのを目撃するとき、感情が高ぶり、喜びの涙を流すことでしょう。 

15 あなたの話を聞いてくれる人を探して、ドアをノックして回る必要はありません。あなたを求め、あなたを呼ぶの
は、あなたの仲間たちであることがわかるからです。あなた方が自分で準備すれば、私は十分です。そうすれば、私はあな
たに道を示し、何をすべきかを教え、愛と霊性と慈悲の証しを求めて私の民に立ち返る人々 のもとへあなたを導くだろう。 

16 もし、あなた方の調和によって、私が期待する共同体が形成されるならば、あなた方は自分自身を知らせる努力を
する必要はありません。 

17 皆さん、私を信じてください。あなたがたの社会の懐から追い出され、あなたがたの住む町から追い出されるとき
、わたしはあなたがたを迫害者から遠く離し、砂漠、山地、遠い谷間、海の岸辺に連れて行き、そこで、イスラエルの民に
マナを送って砂漠で食べさせたように、あなたがたを食べさせるであろう」。 

18 今、私はわが民のために新しいマナをもたらす。試練がわが選ばれし者を圧倒すると同時に、それはやがて下るで
あろう。 

19 私の言葉は必ず実現するのだから、試練は必ずやってくる。イスラエルがエジプトでファラオの束縛のもとで団結
したように、彼らは私の民を団結させるために役立つだろう。 
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20 試練が訪れたとき、私を愛する者たちだけが、この道にとどまることができる--

勇気ある者、忠実な者たちが。偽善者、偽善者、世を恐れる者、愛から私に従わない者は、去っていく。真実にわたしを愛
する者たちがひとつになるのを見るだけで、わたしは十分であろう。そして、世に向かって、「これこそわたしの民、これ
こそわたしの種」と言うのだ。 

21 あなたがたのうち、魂を尽くして私に従う者は、水もパンも欠けることはないと断言する。 

22 すでに何人かが心の中で「先生、これはいつになるのでしょうか」と私に尋ねているのが聞こえます。それは、あ
なた方が恐れを感じ、私がこれらの試練を告げると震え上がるからである。しかし、私はあなたがたに言う。恐れる者は砂
漠に行かず、都会に留まり、隷属と屈辱に慣れているので、より容易に抑圧に耐えることができます。しかし、もし彼が真
理に目を開くなら、その心は勇気と信仰で満たされ、もし彼が砂漠に行くなら、魂の自由と心の平和を求めて旅立つように
。 

23 この試練はいつ来るのかと私に問うのか。ある者はすでにその時が来ており、またある者は、あなた方が準備し、
強くなるまで、その時が来るでしょうと、私は言っています。 

24 試練は微妙にやってくるので、それがいつ来たのか、いつ終わったのか、自分でも気づかないことが多いのです。
もし私が、その日、その日、その時間を教えたら、あなたはどうなるのでしょう？ 

25 今日、私が話した砂漠の中で、すでにどれだけの人が新しいマナを食べて生きていることでしょう。社会の懐から
追い出され、親族や友人から誤った判断をされた人たちである。挨拶を断られ、仕事の門を閉ざされた人たちである。また
、異端者、裏切り者、背教者として断罪され、所属する教会から追い出された人たちである。 

26 誹謗中傷、邪悪な視線、屈辱、嘲笑、侮蔑に耐えたのです。しかし、彼らは何も失わず、私に耳を傾ける恵みを得
たことを知って、忍耐をもってこれらすべてを耐え忍んだ。 

27 彼らは「砂漠」に退かなければならなかった。しかし、物質的な砂漠ではなく、霊的な避難所に退かなければなら
なかったのである。 

28 そこで、その霊的避難所において、彼らは以前には知らなかった平安を見出し、以前には誰も与えなかった満足を
得ました。最初は私の存在を感知できずに孤独を感じていたとしても、今日では何も欠けることなく、誰にも負けなかった
ので、私に感謝するのです。 

29 それまでの享楽的な生活は影を潜め、偽りのもの、表面的なものはすべて消え去った。なぜなら、彼らは真実を知
り、全身全霊でそれにしがみつくべき時が来たからだ。 

30 善意と信仰のある人々 は幸いで、敵の犠牲になることはない。私の力は彼らを殺そうとする手を押しとどめ、私の
光は彼らを待ち伏せしている者を驚かせ、彼らが止まることなく前進できるように、約束の地が彼らを待っているのだから
。その中には、あなた方が入る時のためのごちそうが用意されています。 

31 私の言葉は多くの人々 の心の糸に触れました。"主よ、あなたのように真実を語る人はいません。"私たちがこの時
代にあなたに従って以来、同胞の裁きを耐えなければなりませんでした。それはあなたの民がエジプトで解放の夜に食べた
苦いハーブのようなものでした。 

32 愛する民よ、信仰を思い出せ。そうすれば、あなたがたを拒絶していた者たちも、あなたがたの隊列を増やすため
にやって来るのがわかる。彼らにも呼びかけが行われ、彼らにも、このワークが豊富に与える神聖なエッセンスで魂の空虚
さを満たすために、物質化された偽りの人生から自らを解放する機会が提供されるからです。 

33 呼びかけは全員に同時にできますが、全員が同時に応答できるわけではありません。ある者は急いで駆けつけ、あ
る者は魂がまだ十分に発達していないため、その使命を果たすことができないだろう。 

34 なぜなら、わたしは準備のできた者だけを選ぶからである。 

35 私があなたがたの心の扉をたびたび叩いたのは、一度目、二度目、三度目であり、あなたがたは目を覚まして準備
を整えてから、私の呼びかけに急いで応えたのだと言ったのを覚えていないのでしょうか。だから、私のメッセージが届い
ても、関心を示さない人たちを前にして、絶望してはならない。 

36 私の言葉を伝えるという使命を果たし、その場で、あるいは後日、満足のいく結果を得ること。 

37 あなたがたは、先祖代々 の習慣、風習、伝統、悪習を心に根付かせたために、自分には悪から離れる力が足りない
と感じて、私の言葉に求めているのです。 

38 今、あなたの中で戦いが始まっている。良心の声が、ますますはっきりと聞こえるようになったからだ。しかし、
あなたの心はまだそれに抵抗しています。なぜなら、感覚に執着するあまり、魂よりも肉体に傾倒しているからです。 

39 あなたの内なる葛藤を祝福する。なぜなら、それはあなたが私を愛し、私の言葉に真実と正義を認めている証だか
らである。 

40 誘惑の前で信仰と愛がまだ弱いために、自分の中で「肉」が勝っているのではないかと恐れる瞬間があります。そ
して、罪と闇と戦うために必要な武器をわが言葉に見出そうと、急いで私の話を聞きに来るのである。あなたは、私の視線
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から一瞬たりとも逃れられないとわかっていても、私の視線に発見されないことを願い、悔やみ、悲しみながらやってくる
のです。 

その後、わが言葉の優しさを心に受けたとき、魂の重荷をますます軽くするように、奔放に涙を流させるのです。そし
て最後に、私がこれほど大きな愛であなたを迎えたのは、私があなたの心を突き通さず、私の前にあなたを恥ずかしくさせ
るものをすべてその中に見出さなかったからだと考えるのです。 

41 ああ、まだ主人を知らない、小さくて弱い子供たちよ。もう罪を犯さないようにと、わたしに力を求めるあなたが
たに、許しや励まし、愛や知恵の言葉の代わりに、非難や裁き、非難や脅しや罰で接したとしたら、どうなることでしょう
。ある日突然、この言葉を疑い、物質主義に奔放に身を投じることになるのです。だから、私が声を伝える者を通じてあな
たに私の言葉を伝える瞬間、私の視線があなたを発見しないとは言わないでください。 

42 見よ、この大勢の「労働者」、この仕事のしもべたちを。彼らもまた、あなたたちと同じように、苦しみと解き放
たれた情念に満ちた心でやって来た。彼らもまた、わが言葉によって揺さぶられ、肉に対する魂の内なる闘いを知るように
なり、わが言葉の中で罪のために彼らを非難しなかったので、わが視線が大勢の人々 の中に彼らを発見しなかったと思った
のである。 

今、彼らはここ、私の農地で、私が託した仕事を平和的に遂行している。戦いの後、彼らの魂には平安があり、どこに
行ってもついてくる私の神聖なまなざしから決して逃れられないことを理解したからです。 

43 彼らはまだ世と肉を誘惑し、これは彼らの愛と信仰と忠誠を試すのに役立ち、彼らが眠りにつくことがないように
します。ある者は世界に挑戦するために利用し、ある者は精神的な強さがまだ十分でないため、すべての転倒から彼らを救
うことができない。今日去り、明日帰る者であり、もはや弱くなく、最後まで真理にとどまることができる日が来る。 

44 自分の弱さをコントロールできずに悲嘆に暮れている今日この頃のあなた方から、誰かの役に立つなんて今のあな
たには不可能に思えても、私は新しい「働き手」を作ってあげます。そうすれば、あなたの霊的な変容を目の当たりにする
ことになり、あなたの存在の中で奇跡が現実のものとなるのを見ることになるでしょう。そうすれば、弱い者は強く、不信
心な者は熱くなれると思う。 

45 罪を犯したとき、私を怒らせたために悔い改め、泣く者は幸いである。霊的に貧しい人々 は幸いである。私は彼ら
を励まし、世間、罪、物質主義、悪徳に勝たせるために来たのである。 

46 明日、あなたは自分の改心と再生の奇跡を目撃しなければならないのです。明日、あなたは仲間のために開かれた
本となり、そのページ、つまりあなたの過去から、私の仕事で得た経験と知恵の光をすべて引き出し、あなたの闘争、準備
、勝利の熟した果実として、仲間に提供することができるのである。 

47 人々 が私の到来を待ち望み、私の言葉の存在を感じる国々 、地方、村々 では、私の「働き手」の証が、渇いた人々
の魂にまさに天の露のように降り注ぐことでしょう。 

48 私の証人や従者たちは拒絶され、あざけられ、迫害されるが、他の人々 も彼らを信じ、祝福してくれるということ
は、すでに話したとおりだ。これもまた、私が祝福する戦いとなるでしょう。戦いのあるところには、勝利もあるのだから
。 

49 地上のすべての人々 がこのメッセージの真実を信じることができるように、わたしは、古代に預言された、わたし
の再臨を告げる予言を全地球に知覚させるようにしたのである。  

したがって、この良い知らせが諸国に届くと、人々 はその時代に語られたすべてのことを調査し、検討し、驚きと喜び
をもって、わが再臨について発表され約束されたすべてが、ただ一つの意志、一つの言葉、一つの法を持つ方にふさわしく
、忠実に実現されたことを発見するのである。  

50 私は教えの中で、人生は魂のVia 

Dolorosaであり、これが地上での存在の終わりであることを伝えてきました。そのカルバリーで、あなた方は私の例を実
践することによって、私を手本とするよう努力しなければならないのです。 

51 信仰と徳をもって頂上に到達する魂は幸せである。肉体の殻を脱ぎ捨てた瞬間、勇気と愛のご褒美として、父なる
神の愛撫を体験することができるのです。この人たちこそ、つまずくことなく永遠を迎えることができるのです。 

52 この時代のわが言葉は、人がわが律法とわが教えの全意義を理解するのを助け、人がそれらに与える成就は、人に
至福-心の至福と魂の平和を与えるだろう。魂は、自分の属する家でこそ、完璧な至福を見出すことができるからだ。 

53 あなたは、隣人にとって良いこと、役に立つことをする機会が、絶えずどれだけありますか。すべての家庭は、私
の種をまくのに適した畑です。私はあなたがたを種蒔きとし、あなたがたの慰めを人々 に与え、平和を蒔くようにするのだ
。 

54 作品、言葉、祈りは、あなたが世界の同胞に仕え、愛するという任務を果たすために使うべきであり、使うことが
できる手段です。 

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

56 私は、魂にある光と心を抱く愛の表現である「言葉」をあなた方に贈ったのです。 
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57 わが言葉を聞く人びとよ、わたしがあなたがたに多くを求めすぎていると言ってはならない。 

58 今日、あなたが弱く、不器用で、能力がなく、価値がないと感じているのは、自分の内面を調べ、多くの弱点、他
人の痛みを感じさせない多くの欠点を発見しているからです。しかし、私はまず、あなたを癒し、私の平和を感じさせ、あ
なたの心を励まし、あなたの道を清めるでしょう。そうすれば、もう恐怖も、疑念も、無能感もなくなる。 

59 だから、まだ地方に行かせないで、しばらく私の話を聞かせ、私の言葉で少しずつ励ますことにしたのだ。しかし
、あなた方の魂がわが本質に染まれば、もはや試練やサインを待つことなく、なすべきことをインスピレーションで受け取
ることができるようになる。 

60 人々 よ、祈りなさい。あなたが祈るとき、わたしは地のすべての民にわが平和を注ぎ、あなたの家を祝福し、あな
たの道を照らそう。 

61 私があなたに約束したことがすべて真実であることの証拠をあげます。それはどんな証明になるのでしょうか？あ
なたが長い間願っていたこと、つまりある人には不可能なことが、あなたの人生で実現するのを見ること。ある者には、私
が提供するものがすぐに来るし、ある者には、私が待たせておく。しかし、本当に言っておくが、私の愛の証を受け取らな
い者は一人もいない。この恵みがあなた方ひとりひとりにもたらされるとき、あなた方はわが言葉を思い出し、そのときあ
なた方の信仰は増大するのである。 

62 絶望せず、涙を流さず、私の教えに従い、祈り、見守りながら、この時を待つすべを知りなさい。 

63 魂を高める瞬間、苦しみを忘れ、私の平和に満たされるのがわかるか？わが教義を完全に実践することによって、
常に私と共にあるように努めなさい。そうすれば、わが平安と光が、あなた方の不幸と災いに打ち勝つのを見ることができ
るであろう。 

64 あなたの苦しみは無駄ではなく、私の種をまく者の一員となるために、精神的にも肉体的にも強くなる課題がある
ことを理解しなさい。 

65 人々 に慰めを与えようとする者、倒れた人々 を立ち上がらせようとする者、弱い者に力を与えようとする者は、経
験の光によって啓発され、戦いと試練の中で鍛えられなければならない。痛みのイメージで意気消沈してはならないし、隣
人の不興を恐れてはならないし、慈悲を求める手が伸びてきても、痛みから逃げてはならないのである。 

66 そこでは、悪徳と苦痛に凝り固まった人々 の中に、再生と精神化を求めて光に立ち上がる多くの人々 を見ることが
できます。しかし、このインスピレーションが彼らに届くためには、彼らの心の中に真の兄弟愛の証、つまり、苦しんでい
る人から闇を取り除く一筋の光となる行動を置かなければならないのです。 

67 そして、いろいろな意味であなたに付きまとう痛みは、困難な使命を果たすためにあなたの魂を内側に形づくるノ
ミであることを理解しなさい。 

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 252 
1 人々 よ、あなた方は、この時代に私が現れたことの証人である。それを解釈し、「最後」のお手本となる覚悟があ

るのですね。あなた方は私が来た理由を知っている。それと同じように、私が約束の時を迎えたとき、あなた方は私が去っ
た理由を知っている。 

2 あなた方は私の弟子だから、この世から何も恐れることはない。謙虚であるからこそ、必要に迫られるのではあり
ません。魂の謙遜と肉体の貧しさを混同してはならない。スピリチュアリストだからといって、人間としての権利を失うわ
けではありません。スピリチュアライゼーションを理解し、それを自分の人生に適用する者は、物質だけを見て理解する者
よりも、自分を取り巻くすべてのものの所有者であり、より強く生き、楽しむことができるのである。 

3 魂に属するものを神に、物質に属するものを世界に与える方法を知っている人々 、すなわち、創造主を愛し、隣人
において創造主を愛することからなる、すべての法則を一つにする人々 です。 

4 私の教えによって準備された人は、超人的な仕事をすることができるようになるのです。  

5 彼の魂と身体からは光が溢れ出し、知性だけでは成し得ないことを実現させる力となり、強さとなる。  

6 愛する人々 よ、あなた方は私の意志に従ってこの高みに到達する。そうすれば、あなた方の仕事の一つ一つが私の
真理の証となる。あなたの言葉から、あなたの祈りから、またあなたの手から、癒しの神聖なバームが流れ出し、それは肉
体的または精神的な病気のための至福と解放となるでしょう。あなたの言葉から魂に信仰をもたらす光が生まれ、あなたの
祈りは魂がその道に善をまくために運ばれる手段となるのです。 

7 これは、私に従い、私の教えを解釈し、従う方法を知っている者の未来である。 

8 これからは、あなた方の心が暗くならないように、また、あなた方が経験しなければならない試練の中で、今日の
あなた方の信仰を裏切らないように、"見よ "と。 

9 この民が不完全さから解放され、私の意志に従って私の言葉を行使するとき、どれほどの喜びがあることでしょう
。 

10 今、あなたにはまだ、霊性化に向けて前進することを阻む多くの障害があります。その障害とは、あなた方の団結
力の欠如、外向きのカルト的行為への傾向、真の隣人愛の欠如であることはご存知の通りです。 

11 人類がカウンセラー、医者、兄弟、リーダーを見出すことができる人々 、強く、理想主義的で、戦闘的な人々 がま
だあなた方の中に現れていません。まだ、あなたがたの間には、その団結と兄弟愛において、平和と尊敬と愛に満ちた巨大
な家に似た人々 が現れていないのです。 

12 この例はどこにあるのでしょうか？そんな理想のために、いつから奮闘していたのですか？ 

13 私が言っていることは非難ではなく、子供たちのために良いことだけを望む父親の言葉であり、そのためには子供
たちの欠点を示し、それを正す手助けをしなければならないのです。 

14 しばらくの間、残って私の言葉を伝えます。私はその中で啓示を行い、この時のために保管していたものを明らか
にし、私の教えの中で、迫り来る混乱から人類が救われるように、必要な光を広げ続ける。 

15 私はあなた方に、多くの「スピリチュアリズム」が出現し、どれが真実に基づき、どれが欺瞞に基づくかを見分け
る訓練を受けなければならない時代が来ることを告げてきました。 

16 あなた方は、私に起因する偽りの顕現、世界にメッセージをもたらす神の使者の噂、七つの封印と呼ばれる宗派、
そして多くの混乱とあいまいな教えを目にするでしょう。 

17 これらはすべて、人類が用意した大きな精神的混乱の結果であろう。しかし、心配しないでください。逆に、警戒
して祈りながら生活するようにすれば、霊的な混乱に屈することはありません。  

18 今は勉強、指導、啓示の時であることを理解すること。油断も隙もあってはならない。あとで、失われた時間に涙
することになる。 

19 あなたの魂が引き受けた課題を明らかにするために、直感力を高めてください。私の仕事の中で働かせ、私と交わ
した約束、その精神に書かれた約束を果たすことができるようにしなさい。もし、あなたの師である私が、この時代に来て
、私の言葉によってあなたの存在を照らすと約束したのなら、なぜ弟子たちは私のもとに戻るという約束を守らないのでし
ょう。 

20 このタイミングで私の存在で驚かせたくはなかったのです。わが言葉が書かれ、世界はわが再来を知ったからだ。
私が彼を呼んで私の教えを聞かせたとき、それは私が地上に送ったときに彼の魂に置いた賜物と課題を彼に確認する意図で
あったことを誰も驚かないでください。 

21 あなたがたとの約束を果たすにあたって、わが言葉がすべての創造されたものにまさって実現されることをあなた
がたに証明した。このようにして、あなたがたの間でそれを終わらせる時が来ても、誰もこれを知らなかったとは言わず、
これに驚いたとも言わず、また、これに備える時間がなかったと言って答えることができないように。 
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22 わが命令に従い、私が提供するすべてを愛することによって、わが意志を尊重することをすでに学びなさい。私を
愛し、私の意志を行う者は、私の子供であり、私の弟子である。わが意志を尊重せず、自分の意志を行う者は、わが子では
あってもわが弟子ではない。なぜなら、彼は私を愛することも、私を模範とすることもないからだ。 

23 私の教えの中で、あなた方がこの仕事の弟子として勝利するための基準を与え、つまずいたり、後で激しく泣くこ
とになるような誤りを犯さないようにする。 

24 私が託した真心を込めてこの種を蒔く者は、安らかにその道を歩むことができると、今でも私は言っている。また
、敵対することがあっても、その徳によってあらゆる試練を乗り越えることができるので、決して戦いに敗れることはあり
ません。 

25 一方、良心の声を無視し、わが言葉に従わず、わが身を裏切る者は、常に敵のなすがままとなり、平穏に暮らし、
死の恐怖を感じるようになるのである。  

26 私の弟子たちに尋ねるが、私があなたがたに啓示したような完全な作品を人類に提示する際に、それが異常である
と判断されたり、この時代に蔓延する精神的混乱の果実として生じた教義や理論の一つであると見なされたりするのは、公
正なことなのだろうか？ 

27 私があれほど愛し、証が清くなるように私の言葉で訓練したあなた方が、自分の過ちの犠牲者として地上の正義の
手に落ちたり、隣人があなたを有害だと考えて迫害され散り散りになることは正しいことでしょうか。私の教えをきちんと
守れば、そのような出来事が起きるとでも思っているのでしょうか。いいえ、弟子です。私がこのように語るのは、その理
由を知っているからである。明日、私がこのように話すことがなくなったら、なぜこのように話したのかを知ることになる
でしょう。「師は、私たちがどれだけの弱さに苦しむかをよく知っていたのです。彼の知恵から逃れられるものはない。" 

28 この教えは、私の宣教が終わった後、あなた方が正しい方法で従うことができるように、はっきりとした考えを持
って欲しいのです。これまで、私の言葉を聞いた多くの人々 の中に、真の霊能者はまだ現れていません。これまであなたが
実践してきたのは、スピリチュアリズムではなく、私の仕事とは何かというあなたの概念に過ぎず、真のスピリチュアリテ
ィとはほど遠いものでした。 

29 己が道を踏み外したことを認める強さが必要であり、己の習慣を改善するために力を合わせ、この教えの真理と純
粋さが己の中で輝くように熱意をもって努力しなければならない。 

30 私の教えの本質を歪めない限り、あなた方の礼拝やカルトゥスの形式の外見的な部分を変えることを恐れてはなら
ない。  

31 私はあなたに報酬を与えよう。私が示した方法で、あなたの作品をより良くするために努力し、犠牲を払って行う
すべてのことに報いるだろう。 

32 あなた方の多くは、私の発現が真実かどうかを納得するために調査しています。しかし、その意味を調べずに見た
目で判断してしまい、そのために勘違いしてしまうことが多いのです。 

33 私の声の担い手の小さな動きにも目を配り、泣いている姿や自分と同じ人間を見て驚いている姿を見たことがあり
ます。そして、あなたの心は冒涜に走り、私の宣言の真意を否定した。 

私は彼らが弱く、哀れで、普通の人間のように見えたので、どうして彼らが自分たちをイエスの足台や声の担い手と呼
ぶことができるのか」と言ったと聞いたことがあります。 

ああ、見えるもの、触れられるものにしか真実を求めない官能的な魂たちよ。当時も、私が貧しい家に生まれたという
理由で、人々 は私を非難し、十字架上で血を流す私の体と泣き叫ぶ私の唇を見て、不快に思ったのである。私の行動の一つ
一つの謎や意味を理解することができなかった哀れな人間たち。 

34 魂にわが存在を感じる者にとっては、わが言葉の意味、わが教えの光、わが愛の輝き、わが霊的慈悲の慰めがあれ
ば十分である。外的なものには一切目をつぶって、魂で私を求める人たち、それがいつも私についてくる人たちなのです。 

35 イエスの言葉の中に神の存在を感じた人々 の中に、師の犠牲的な死の本質が愛の神聖な印として残ったように、こ
の時代、霊において私を求める人々 の中に、わが言葉の本質が残ったのである。 

36 私の王国はこの世のものではない、と何度も言う必要があるのだろうか。 

37 この時代の私の言葉は、あなた方に過去を思い出させ、秘密を明らかにし、これから起こることを告げ知らせる。
それは、人が曲げ、無効としたすべてのものを正すものである。私は、真実の守護者として、わが熱意と正義の剣をもって
、偽りをすべて打ち砕き、偽善と虚偽を粉砕し、真理の神殿から商人たちを再び追い出そうとやって来る。 

38 あなたが救われるためには、本やアドバイス、人の戒めなどに真理を求める必要はないことを理解することです。 

39 皆さんは救われる必要があります。私は、すでに確固たる地位を築いている人を発見しません。あなた方は嵐の夜
の漂流者であり、それぞれが自分の命が危ういために、隣人のことを考えずに自分の命のために奮闘しているのです。 

40 私はあなたがたに言う。私はあなたがたの唯一の救い主であり、律法という航路から外れて迷い込んだ者たちを探
しに、もう一度やってくる。私はあなたの道を照らし、あなたを待っている祝福された土地に上陸できるようにする。その
懐には、精神のための無限の宝物があるからだ。  
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41 人びとよ、わが言葉があなたがたの心を愛すべきものにすることを許しなさい。そうすれば、明日、あなたがたは
同胞を愛し、この試練の時に私があなたがたとともにあったように、彼らの苦痛に寄り添うことができるであろう。 

42 この教えの木の枝が伸びて、世界中に広がり、地球を歩くすべての飢えた人、疲れた人に実と木陰を与えることが
できるように助けてください。 

43 私は木であり、あなた方は人類が私を認識するための果実である。 

44 もし、あなたの作品に甘さと生命があるなら、あなたを教え、愛と真理の生命線を与えてくださった方に忠実な証
をしたことになるのです。 

45 この第三の時代に私が与えた教えは新約聖書であり、過去の時代のものと一体となるものである、なぜならこの三
つは一つの啓示を構成するからである。 

46 私の光は、私の教えのすべてを一冊の本にまとめるべく運命づけられた人々 の心を照らすことでしょう。 

47 私の霊的なしもべが、私の選んだ者たちの手を導き、この本に傷がないようにするのだ。 

48 これまでこの人々 の間に存在した違い、彼らの争い、不一致は、あなたがこの本を掘り下げ、ついに私の作品の真
実を理解したとき、消え去るでしょう。 

49 今日、あなた方は自分の不統一がもたらす結果に気づいていないのです。しかし、本当に、明日になれば、結果的
に涙を流すことになると言っているのです。何度、想い、礼拝の行為、魂の結合をお願いしたことでしょう。私の神妙な忠
告に耳を貸さない者が、どれほどいることか。 

50 私はあなたがたを鼓舞して民を形成し、「新イスラエル」の名を授けたのです。約束の地を求めて砂漠を渡った第
一時代のイスラエルのように、旅と努力に必要なすべての要素を頼りにできるように、私はあなた方にさまざまな使命と任
務を与えている。しかし、あなた方はこれまで、私の命令を理解しようともせず、また、あの人々 が文書に残した団結の例
、つまり忘れがたい例を見ようともしなかった。なぜなら、彼らの調和と団結が、途中で遭遇した運命の打撃を克服させた
からである。 

51 新しい約束の地があなたを待っている。しかし、あなたはまだそこから遠く離れている。あなた方は今、広大な砂
漠を横断しており、ファラオの束縛から離れ、すでに律法を受け取っているのです。しかし、あなた方はまだ偶像崇拝を完
全に捨てきれておらず、気づかないうちに金の子牛を拝んでいることがあります。 

52 試練や反対、迫害を経験することで、眠りから覚めることができるのです。そうすれば、イスラエル人が律法を守
るために幕屋と契約の箱を作ったように、あなた方は必ず私の命令を遂行する準備ができ、私があなた方に示した仕事を見
守るようになる。試練が彼らを光に目覚めさせてくれたからだ。 

53 あなたの幕屋は今やあなたの精神であり、あなたの契約の箱は良心である。そこに私の掟があり、主の民の道を照
らすだろう。 

54 今の時代、モーセに続いてこの民を前進させ、奇跡によって信仰を促すような人物は現れていない。しかし、少し
の準備で、この旅であなたを導き、励まし、鼓舞するエリヤの霊的存在を感じることができるだろう。 

55 私の声を聞く多くの人々 に、今、涙が流れます。私だけが、彼らの嗚咽の理由を知っている。私は、彼らが途中で
遭遇したすべての障害と困難を知っており、彼らを停止させることができる。 

56 辛抱しなさい、大勢の人たちよ、忠実でありなさい、そうすれば、障害が落ちるのが見えるでしょう。あなたの使
命の中で、人生の激動に忍耐強く耐えるために必要な慰めと力を見出すことができるように、真実と純粋さと完璧さをます
ます高めて祈り、働いてください。そうやって自分の道を進んでいけば、思いもよらないときに、道が滑らかになり、つま
ずきがなくなっていくのがわかる。 

57 あなた方は私の畑で、当分の間、麦と雑草が一緒に育っているのです。まだ、刈り取りの時ではない。しかし、そ
の時には、あなた方ひとりひとりの業が裁かれるのです。そして、善良な弟子たちを地上に残し、統一と霊化の実を結んで
いない者たちをこの世から引き離すのです。 

58 私の言葉をよく見て、覚えておいてください。あなた方は、私から非常に大きな任務と仕事を受けたからといって
、私の正義があなた方に届くはずがないと考えて、過信してはならない。ダビデとソロモンを思い出してください。彼らは
民衆の前で偉大な存在でしたが、その偉大さのために眠り、律法を犯し、私の神聖な正義が彼らに臨むのを見ました-

容赦なく、賢く-彼らは父にとても愛されているので、決して父から苦しめられることはないと信じていたのですが。 

59 人々 よ、新しい世代のことを考えよ。家父長たちがメシアの到来を迎えるために民衆を準備したように、あなたの
子供たちのことを考えなさい。 

60 まだ来ていない人たちのために祈る。慈愛と愛によって、彼らのために道を用意しなさい。彼らは、あなたよりも
さらに高い使命を持っていることを理解し、彼らが精神化の道を見つけることができれば良いのです。その軌跡はどのよう
なものになるのでしょうか。自分の人生のこと、自分の作品のこと。 

61 なぜ、あなたはいつも私を非難して来させなければならないのですか。あなた方が心に痛みを抱えているのを見て
、慰めたいと思い、愛のために来たのです。私の平和をあなたの魂に運ぶことを望むからだ。 
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62 ある時は審判者として、ある時は父として、そして常に主人として姿を現すのです。この3つの顕現の中に、「法
」「愛」「叡智」という1つの「神性」があるのです。これこそ、わが霊に存在する三位一体である。 

63 目を閉じて魂を解放し、マスターとの交わりの瞬間を強烈に体験できるようにします。第二の時代、師を追って田
舎道を、谷を、村を、川岸を、砂漠を歩いた人々 のように、師の教えを一つも見逃すことなく、私の近くに定住させなさい
。そうすれば、私が地球の物質的なものを使って霊的なものを象徴し、それをあなたの霊的な手の届くところに持ってくる
ときに言う、比喩的な意味を理解できるようになるでしょう。あなたは、私の言葉がどのようにあなたの魂に天の御国をも
たらすかを見るでしょう。 

64 人間よ、来てくれ、私が指導しよう。それとも、生涯にわたって教え続ける痛みであってほしいのか。 

65 私の領地に来て、兄弟愛で畑を耕しましょう。私の土地は、世界のようにあなたの期待を裏切ることはないと断言
します。 

66 あなたの魂のすぐ前にある、この道をたどれば、二度と立ち止まることはない。その一歩一歩が、あなたを待つ理
想の住まいへと、あなたの魂を近づける一歩となるのです。 

67 私があなた方の間にいて、このような形であなた方に語りかける時間は非常に短い。この最後の年に、私の言葉が
これらの声の担い手を通して豊かになるように、あなた方には功徳を積むことを学んでほしい。 

68 どうして神示が功徳の報酬になるのでしょうか。あなた方の信仰、献身、精神化によって、つまり、愛が人々 の胸
に君臨することによって、慈悲が実践されることによって、真理の愛によってです。 

69 本当にあなた方に言う。もしあなた方がわが意志に従って団結しないなら、人類はあなた方を散らし、あなた方の
生活があなた方の説くところから逸脱しているのを見るや、あなた方をその中から追い出すだろう。 

70 それぞれの共同体に、異なる信心形態と、異なるわが教えの実践方法があることを人々 が知ったら、どうなるので
しょう。あなたがたに指示したのが私であることを、彼らは理解できないでしょう。 

71 私はこの3年間の私の活動をあなた方に託します。あなた方がこの民族の統一のために働くことができるように、
つまり、精神的なものと外的なものを包含した統一ができるように、調和と一致に満ちたあなた方の仕事が、この国の異な
る集会所で、異なる場所で、ひとりの師があなた方に教えた最大の証明となるように。GOD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 253 
1 この日の私の存在は、裁判官のものです。私の光は、あなたの存在の聖域を突き抜けます。 

2 私は受け取るため、また与えるために来ました。良い種の実りを受け取り、新しい種を植えてあげるために来まし
た。 

3 あなたがたは、自分が受けた恩恵と、霊的な道における自分の働きの良い結果に感謝するために、私の前に来るの
です。ある者は悔い改めて私のもとにやってくる。彼らは、ある悔恨の重荷を携えて、私の正義の声に震え、恐怖に満たさ
れる者たちである。ある者は、他の者と同様、私の許しを請い、来るべき時代に糧を欠くことのないよう祈るのです。 

4 今日からあなた方との1年が始まりますが、まさに人間の理解力を通じた私の宣教の最後となります。私の言葉が
、長い間これらの教えを受けてきた人々 に対して正義を要求する姿を見せるのは当然のことです。 

5 愛と正義の火をもって、あなたがたの霊に初めから書かれているわが教えを理解させ、明日、この真理をどのよう
にあかしすればよいかをわからせる。 

6 私の作品はすべて、私が『生命』という書物に書き記したものである。そのページの数は無数であり、その無限の
知恵は、その著者である神以外の誰にも到達することはない。しかし、その中には、各ページに、御父が御自分の作品の一
つ一つを、あらゆる理解力に対応するように、理解しやすい形で提示された簡潔な要約が記されています。 

7 あなたも、常に自分の人生の本を書いている。そこには、あなたのすべての作品と、発展の道のりのすべての歩み
が書き残されているのである。その本は、あなたの魂に書かれ、知識と経験の光となって、明日の弟や妹たちの道を照らす
ことでしょう。 

8 まだ、本の内容も知らないので、誰にも見せられない。しかし、まもなくそれはあなたの存在の中で光となり、あ
なたの展開、あなたの償い、あなたの経験を語るページをあなたの仲間に見せることができるようになるでしょう。そうす
れば、あなたは人々 にとって開かれた存在になるでしょう。使命を自分のものとする者は幸いである。ヤコブが夢で見た梯
子を登っているように感じるでしょう。それは、創造主の前へと人間を導く霊的な道です。 

9 あなたの人生のすべての試練は、あなたの魂を啓発し、強化するためのレッスンであることを知って、愛をもって
受け入れて、まだ旅していない長い道のりを歩んでください。あなたの理解が深まれば深まるほど、あなたを完璧を目指す
闘いの道に送り出し、あなたの試練にいつも寄り添ってくれた主に対するあなたの愛も大きくなるに違いありません。 

10 わたしはあなたを試し、あなたを苦しめ、あなたを裁く。しかし同時に、私はあなたを支え、あなたを許し、あな
たを育てます。私の前には、決して魂が失望することはない。私の中には不公平はないのだから。 

11 私はあなたを祝福する、沈黙の中で私を聞くことを学び、あなたから道の棘を掠める嗚咽を抑えた、大勢の人たち
よ。あなたの唇は嘆きを聞かせないように沈黙し、代わりにあなたの心は私を祝福しているのです。被造物に理解されてい
ると感じている父なる神が、逆にあなたを祝福しないわけがないでしょう。 

12 その光は今、あなたの魂全体に広がっています。今、私が求め、結んでいる人たちから、暗い影が出発する時です
。 

13 この民は幾世代にもわたるが、私はこの日、それぞれの民から貢ぎ物、すなわち彼らの労働の成果を受け取る。 

14 この世の栄誉と賞賛を欲する者は、ここでそれを得ることができるかもしれない。しかし、それらは霊界に入る日
には短命で何の役にも立たない。金目当ての者は、ここで報酬を得ることができるかもしれない。しかし、来世で自分を調
整するために、ここでのすべてを捨てなければならない時が来たら、たとえ慈善のために多くのことをしたと思っても、自
分の魂のために報酬を要求する権利は少しもないでしょう。 

これに対して、常にお世辞や好意を拒否し、純粋無私に仲間を愛し、あらゆる物質的報酬を拒否し、善の種まきにいそ
しみ、愛の業を行うことを喜びとした者は、報酬を考えることはない。主の胸に抱かれるとき、その平安と祝福はどんなに
大きいことでしょう。  

15 木を育てるには、その実を見極めることが必要です。その時、裁きの時が来て、人に毒の実を与えた者はすべて私
の愛の正義の火で滅ぼされ、生命と健康の実を結んだ者だけが高く評価されるのだ。 

16 同様に、地上に存在する宗教団体やすべての宗派も裁かれる。そのようにして、真理を愛し従う者だけが残り、嘘
、偽り、偽善のベールの後ろにそれを隠す者はすべて消え去るのだ。 

17 法則は一つであり、その法則を満たす方法は一つしかない。それは、あなた方が求めるべきものであり、あなた方
が霊的に一体となるためのものです。 

18 私の声を聞くあなた方は、今この瞬間、内心で自分を裁いているのです。自分の理想は高いか、自分の仕事は純粋
か、自問自答するのです。あなた方は、私が去った後、家父長、預言者、使徒のように人の中にとどまる方法を知るために
、すでに十分な準備ができているかどうか自問しているのです。あなたは、自分がすでに霊化されているかどうか、私が自
分を識別するために与えた「霊能者」という名前にふさわしい生き方をしているかどうか、自問自答しているのです。 

19 1948年、この民族を揺るがす激震が走った。私の正義があなたを目覚めさせたのです。あなたが狂信や日常の無
気力に陥ったとき、いつでもそうです。 
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20 もしあなた方が、私がこの時代に現れた当初から、私の新しいメッセージの意味を理解しようとしていたならば、
どれほど多くの痛み、どれほど多くの議論、どれほど多くの内なる葛藤を免れたことでしょう。しかし、あなた方は相変わ
らず、魂の自由と高揚を否定する外面的な教義に傾倒している。だから、自分のミスに制限を設けるべき時が来たのです。
あなた方は霊能者ですか？そして、礼拝、生活、互いの関係においてそれを証明しなければなりません。 

21 ある者は目覚め、真理が何であるかを理解し、霊化のための活動に着手しましたが、他の者は、慣習にしがみつき
、私がこれらの象徴をすべて示したので、それが彼らのための法だと言って、彼らの象徴、教団の形態、習慣にしがみつき
ました。 

22 諍いが起きたのは、神の教えを受けた人々 の間で初めてではない。すでに第一の時代、シナイ山の頂上で神が命じ
られた戒律の一つで、私は人に、神を象徴するようないかなる像も使ってはならないと命じ、同時に、神の真の奉仕とは、
神を愛し隣人を愛することに完全に限定されたその掟を果たすことであると理解させたのだ。 

23 それにもかかわらず、人々 は果てしない伝統を作り、日々 狂信と偶像崇拝を強めていった。今や、象徴はもはや、
より高次のものへの説明を受けるための意味像ではなく、偶像崇拝と礼拝の対象であった。 

24 私がこの世界に来たのは、あなた方がどんどん遠ざかっていく道を示すためだったのです。ところが、祭司たちや
パリサイ人たちは、わたしが伝統を宣べ伝えるために来たのではないと知ると、わたしを責め、わたしの言葉はモーセの律
法に反していると人々 に告げました。そして、わが声は高まり、偽善的な律法の代表者たちに、私は父が定めたものに反対
して来たのではなく、わが生命をもってそれを成就させるために来たのだ、私が心から根絶したかったのは、彼らが律法の
成就、すなわち、神を愛し、互いに愛し合うことを忘れてしまった無用な伝統と儀式だった、と答えたのである。 

25 今日、あなた方が聖霊の時代に生きている以上、あなた方がこの作品に持ち込んだ、伝統や外見上の礼拝の形式な
ど、霊能主義と呼ばれるものをすべて心から清めるのが正しいとは思いませんか。 

26 神が人類に与えた3つの啓示のそれぞれにおいて、あなた方が神の教えを理解し習得するのを容易にするために、
いくつかの象徴や礼拝行為が許されたのは事実ですが、それらを永遠に保持するためでもなく、さらにそれらを礼拝するた
めでもありません。これがあなた方の精神的停滞の原因であり、私がいつでもあなた方を危険な道から遠ざけ、真の光の道
へと導くためにやってきた理由なのです。 

27 今日、私は過去に定めたことを否定するのではなく、あなた方の生活と仕事に、より高い精神性、それも真実性を
与えることによって、それに従うよう教えているのである。 

28 なぜなら、あなた方はすでに偶像崇拝や物質主義から解放され、同じく霊である父の存在を、霊とともに求めるよ
うになっているからです。 

29 あなた方はやがて、外部のカルトに疲れ、その宗教的狂信にうんざりしている人々 の中に身を置くことになるでし
ょう。ですから、あなたが彼らに伝える霊化のメッセージは、新鮮でさわやかな露のように彼らの心に届くとお伝えします
。 

30 もし、あなたが狂信的なカルトや精神化に反する行動様式を持ち込めば、世界はあなた方を神のメッセージの担い
手として認めると思いますか？あなたがたに言うが、あなたがたは新しい宗派の狂信者とみなされるであろう。 

31 私があなたがたに話すことが明瞭であることから、私にこう言う者がいる。「先生、ロケ・ロハスが遺産として残
した多くの儀式を拒否することがどうして可能なのでしょうか？そのために、「第二の時代」のあの例をあげて、儀式や形
式、伝統や祝日を守るために、肝心の律法を忘れてしまっていることを理解させたのだ、と言っているのです。私は、あな
た方の師のこの行為を思い起こさせ、たとえあなた方がロケ・ロハスから伝統や儀式を学んだとしても、人々 がモーゼから
それを受け継いだように、今日でも伝統や儀式を忘れてはならないということを理解させるために、あなた方の師を呼び起
こしました。 

32 今、私は、彼らがあなたに何か悪いことを教えたと言うつもりはありません - 

いいえ。そのため、民衆が神の啓示を理解するのに役立つような象徴や行為に頼らざるを得なかったのである。しかし、こ
の目的を達成した後は、真理の光を輝かせるために、今は役に立たない拝金主義や寓話を排除する必要があったのだ。 

33 私があなた方に求めるのは誠意です。最後の「子供の弟子」に始まり、私の言葉を伝える声の担い手に。 

34 最も大きな責任は投票する者にある。なぜなら、彼らの口を通じて私は法律を宣言するからである。しかし、彼ら
はその責任を理解していない。私は彼らに言う、「目覚めよ。良心の声を聴け!この民を見よ、無知でわが言葉を熱望する
民が、謙虚さを身にまとい、あなたが差し出すものを受け入れるのだ。もし民衆が立ち上がり、あなたに準備と精神化を要
求したらどうなるでしょうか？なぜなら、それは自分たちの信仰、魂、この世の平和、そして永遠への道に関わることだか
らです。 

35 声を伝える者、わが言葉の伝達者、第三の時代の預言者たちよ、あなたたちの不器用さや未熟さや貧しさが、あな
たたちの仲介を通してわが身を人類に知らしめる障害となっているのではない。あなたたちの罪と準備不足が、わが言葉の
意味を制限し、わが民のためにもたらした真理を隠しているのだ。 

36 あなたがたに言うが、自分を霊化することができないと思う者は、唇を閉じて、真理に偽りを加えてはならない。
なぜなら、それを聞く多くの人々 は、麦と籾殻、つまり嘘と真実、余分なものと本質を分ける術をまだ知らないからです。 
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37 私の言葉は厳密で曖昧なものではありません。しかし、いいですか、この顕現もいつかは終わりが来るのです。私
があなたに託した霊的な仕事の頂点に、あなたの最高の仕事があることが必要なのです。 

38 あなたの口から出たこの言葉は、王国、帝国、王位を打ち倒し、愛と平和と正義の王国である天の国が、人の魂に
入り込むための霊的メッセージであることを知りなさい。 

39 他の国々 には、わたしのことばの使者を送った。彼らのために祈り、あなたの思いで彼らに力を与えてください。
彼らは種を育て、多くの人々 を団結させ、いったん霊化されれば、兄弟愛と理解の絆であなたと団結することでしょう。 

40 私は、この良い知らせを他の祖国にも伝える新しいみことばの使者を準備している。すべての人の上に、私の平和
のマントを広げます。 

41 あなたが生きている時間は、移行、発展、試練、変化、驚きの時間です。用心深く生き、見守り、祈り、私の律法
の中で忍耐してください。 

42 今日も闘争があり、今日も功労があり、今日も苦しみがあり、闘争があり、労苦がある。明日、あなたがたがすべ
て私とともにいるとき、魂の完成に達したとき、あなたがたは、万物が行き、完成に達した万物が保存されている父の懐に
住まいを持つことになる--その「懐」には、ここでは想像できない知恵と完成と栄光が秘められている。 

43 私の言葉は、あなたの魂を約束の地へと導く道であり、真理であり、命である。来るがいい、迷うな、愛する者た
ちよ。 

44 私の一筋の光は、山の上からあなたに問いかけます。なぜ、あなたはまだ山のふもとにいるのですか、なぜ、まだ
登ることができないのですか。 

45 多くの人が、心に大きな喜びを抱いてわたしを聞く。しかし、ある者は、わが言葉を聞くと、大きな悲しみにとら
われる。エジプトでのイスラエルのように、奴隷のように感じている人たちです。彼らはまだ鞭打ちの跡を持ち、自由と光
を求めているのです。 

46 私が来たのはあなたがたのためであることを知りなさい。あなたがたは正義と自由と愛に飢え渇いているのを見た
のだから。 

47 この声は、あなたがたに勇気を与え、力を満たし、啓発する。そうすれば、あなたがたはファラオに背を向け、投
獄され、傷つき、屈辱を受けた彼の地から旅立つことができるであろう」。 

48 目を上げて、神々 しい山があなたを誘うように登っていく様子を思い描いてみてください。来てください。頂上に
到達することを信じ、最初の一歩を踏み出し、登りましょう。やがて、あなたを縛っていた鎖と、あなたを縛っていたくび
きが取り去られたことを感じると、あなたの喜びは大きくなります。 

49 いつの時代も人々 よ。あなたの心から恩義を取り除き、あなたの父の平和を本当に経験することができるようにし
ます。 

50 こうして、目の見えない人は視力を取り戻し、疲れた人は力を取り戻し、足の不自由な人は歩き、病気の人は回復
し、苦しんでいる人は喜びを歌います。 

51 私は同胞を再会させ、人類への霊的使命を確認する。私は、亡者を隣人の役に立つ人間にし、勘当されたと思った
者を魂の預言者、医者にするのです。 

52 この第三の時代に私が来ることを証言しなければならないのは、あなた方なのです。国や地方があなたの証しを必
要としていることは知っています。しかし、あなた方が旅立つとき、それはあなた方が光の子であることを証明するためで
なければならないことを知っていてください。 

53 今、私があなた方に託している使命の精神的な大きさを、あらかじめ理解しておいてほしいのです。そうして初め
て、あなたの魂は自分の使命の責任を自覚するのです。 

54 しかし、もしあなたが、この光のメッセージを世界に伝えるために、あなた方が喜ぶまで私が準備するのを待たな
ければならないと考えるなら、それは大きな間違いです。人を贖い、その魂を救うのは私だからだ。あなた方は、道案内人
、アナウンサー、預言者、召使にしかなれないのです。それを実現するために、私はあなたに教えているのです。 

55 私は、弟子たち一人ひとりの心の中にエッセンスを置いています。このエッセンスは、あなたの考えや祈り、あな
たの言葉、あなたの愛の働きの中に存在することでしょう。 

56 人の間で霊的な香りとなれと言ったのを覚えていないのか。 

57 困っている人の魂の相談役、案内人、医者となること以上に、この世で望むことがあるだろうか。 

58 慈悲は愛の最も美しい花の一つであり、私はまさにその香りを仲間の間で広げるために、あなたの中でその花を開
かせたいのです。まことに、あなたがたに告げます。もし、あなたがたの魂に偉大なものを与えたいという理想や願望があ
るならば、私はあなたがたに慈悲の道を提供します。私は、人がほとんど通らないこの道を、あなたが私のもとに昇ること
ができるように、あなたに提供します。 

59 この旅の終わりには、私の教えを忠実に守ったという満足感を得てほしいのです。私の言葉は、あなたが最後まで
しっかりとした足取りで旅を続けることができるように、あなたを強くする。 
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60 わが顕現の最後の日に、多くの誘惑と障害があなた方の道に現れるだろう。だからこそ、私はあなた方に警告し、
目を覚まして見守り、祈るよう呼びかけるのだ。 

61 人々 よ、強くあれ、そうすれば試練は過ぎ去る。もし、あなた方が従順で忠実なままで誘惑に陥らなかったなら、
あなた方自身のために、多くの人の心を混乱させ、多くの心の信仰を破壊するような試練の無限の連鎖を作り出すことにな
るからだ。 

62 ミッションの計画はすでに設計されているので、そこから外れてはいけない。 

63 わたしはあなたがたに、わたしのことばに終止符を打つとき、あなたがたを準備し、研究し、考察し、あなたがた
の間でわたしの教えを行使するのに十分な時間を与える、と言ったのだ。わが民が霊化されたことを発見したら、私は道を
開き、あなたが出て行って、人類に知らせるために私があなたに託した光のメッセージをもたらすようにする。 

64 このように明確で単純な計画を私はあなた方のために考案しました。もしあなた方が霊能者と名乗りたいのであれ
ば、これを少しも変更したり、修正したりしないように。 

65 同胞を改心させる権威、すなわち、あなた方がまだ経験したことのないような病人を癒す力、奇跡を起こす力を得
たいと願う者は、わが律法に忠実で、わが戒律に献身するのだ。そうすれば、愛と知恵に満ちた偉大な仕事を行う霊感と力
を失うことはないであろう。 

66 わが教義の純粋な実践から生まれる霊的賜物と果実を軽んじる者は、賞賛と物質的報酬により誘惑されるため、魂
を養うことのない虚栄と偽りの満足で自分を飽食させるのです。これこそ、彼が地上で愛し、私の作品に求めていたもので
あり、私は彼にそれを受け取ることを許可する。しかし、本当に言っておくが、私が予見したことを達成しない者、停滞に
とどまり、狂信、虚栄、物質的欲望を捨てない者は、わが定めを愛し、それに心から従おうとする者が前進することを許さ
ない障害となるのである。 

67 私の命令に背く者たちは、私が、狂信と無用な伝統にとらわれて停滞したままの民衆を、第三の時代の使徒の到来
を待ち続けなければならない民衆を示すとき、どんな言葉や口実で私に答えるだろうか。 

68 私の愛があなたに語りかけるのです。私の光はあなたを絶え間なく見守り、あなたが精神的進歩の代わりに苦しみ
の聖杯を手にするのを防ぐために警告を発しています。 

69 私が最後に話す日のために、あなた方を準備しているのです。そのときから、この人々 の精神的なすべてが変わる
からだ。ですから、私は長い間、あなた方に、伝統主義者になってはいけない、外側の形を守ってはいけない、あなた方の
礼拝の行為を習慣や癖にして、その後、あなた方の心から引き離すことができなくなってはいけないと申し上げてきたので
す。 

70 すべてのものは、同じ形で無限に続いていかなければならないとお考えですか？皆さんは、このような出会いの場
で一生を共にするのでしょうか？いや、みなさん、今までのものがすべて視界から消えて、真の霊化の光が現れるのを感じ
ることが必要なのです。これまで皆さんは、私のメッセージの意味も、この作品の目的も理解していませんでした。 

71 確かに「最初の者たち」は、教義や教育の不足から、自分たちを驚かせるような啓示の意味を理解することができ
なかった。しかし、「最後」に属するあなた方、つまりこの時代の終わりを目撃することになった人たちは、「最初」の誤
りを保持し、第三の時代の夜明けを見ただけの人たちがそれを知らなかったように、このメッセージの意味を知らないまま
でいることが正しいと思うのか。 

72 いいえ、あなたの心が教えてくれるのです。私は皆さんに、この瞬間の確信が、誘惑の時にあなたから離れてはい
けないと言うのです。今日、私はあなたがたに、あなたがたの従順と誠実さのために、あなたがたの家庭とあなたがたの行
くすべての道に平和がもたらされると告げたことを忘れてはならない。 

73 迫り来る混乱の時代に備え、強く入るために、できる限りのことをしてください。宗派、教会、哲学、教義が真理
を否定する時が来た時に引き起こすものを、あなたの混乱で増やしてはならないのです。 

74 霊的な形で私から教えを受けたこの人々 が、冷静に、意識的に、警戒心をもって、謙虚にこの時代に入り、その存
在がその嵐に一筋の光と安心の息吹を与えることを望んでいるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 



U 254  

61 

インストラクション 254 
1 私は受け取るため、そして与えるために来たのだ。私はあなたの声を聞くため、そしてあなたが私の声を聞くため

に来たのだ。 

2 私は数え切れないほど、父として、また主人として、自分自身を知らしめた。今日、わが身を審判者として示そう
とするのは、私があなたがたに一年を託し、その実りを求めるからである。永遠にはこの期間は一瞬に過ぎない。しかし、
その中であなたが成し遂げた仕事は、あなたの人生の歴史を書き記す本に記録されたままです。あなたの精神で書かれたこ
の本は、あなたがゴールに到達するために苦労した痕跡を残し、あなたが最高の裁判官に提示するものとなるでしょう。 

3 今日、あなたが私に見せたのは、開発の道を一歩前進させた、ほんのわずかな期間を表すページだけです。 

4 あなた方が昇るにしたがって、あなた方の作品はより完成度を高め、私の作品をより深く把握するようになる。そ
のために、わたしはあなたがたを鼓舞し、わたしの約束を信頼させ、あなたがたを起こし、目覚めさせ、あなたがたを癒す
のである。 

5 あなたが愛の理想によって、努力によって、父を喜ばせようと思って手に入れた実なのだから、私はあなたの実を
受け取りたいのです。あなたは困難な試練に苦しみ、岩を乗り越えて歩いてきたのです。体の目が涙を流し、魂も嗚咽して
いる。 

6 その時、あなたの唇は沈黙し、魂は文句を言わず、あなたが受けたすべての苦渋を、私への希望と仲間への赦しに
変えるのです。あなたの従順さを祝福します。 

7 あなたは新しい日に目覚め、一歩を踏み出したと感じ、それ以来、あなたの精神はさらにあなたを啓発し、あなた
は私をよりよく理解するようになりました。また、あなたが父に対して、また世界に対して負っている責任を、正しく計る
ことです。 

8 今日、あなたは時間は無駄にしてはならない貴重な宝物であり、あなたの贈り物は隠すべきでない宝石のようなも
のであることを知りました。 

9 あなたにとって、闇と無知の時代は終わったのです。今日、使徒であるあなた方は、自分の言動や考えを知り、私
の恩恵を受ける権利を得るために、功名心に燃えているのです。あなたは光の中に生きている。もし誰かがその光に目を奪
われるとしたら、それはその人の視線が明確でないためだ。 

10 私はすべての人に同じように恵みを与えるが、各人がその霊的な準備と高みに応じて恵みを受けるのである。 

11 地上での生活は時間によって計られるため、私は今、受肉者の働きの結果を受け取っています。スピリチュアルな
生活に入ると、時間はスピリチュアルなものに影響を与えないので、永遠は時間や日数や年数では測れないことに気づくは
ずです。 

12 私は、すべての人類の目に見えない存在であり、私は彼らの父であるため、彼らの命は私の中で脈打っている-

彼らの人生と行いを完璧に判断できる唯一の方である。私は、人々 が混沌の中をさまよい、心の中に、さらには魂の中にま
で戦争を抱え、手だけでなく心の中にも殺人的、破壊的な武器を持ち、言葉をまさに諸刃の剣として使っているのを見ます
。ある者は攻撃し、ある者は防御する。ある者は死を蒔き、ある者は生にしがみつく。そして、新しい教えのマントが影の
ように広がり、ハートからハートへ、魂から魂へと進んでいくのです。 

この脅威を前にして、人々 や国は震え上がり、全能の神はなぜこのような絶望的な教えが広まるのを阻止しないのかと
自問している。そうすれば、これらの木は、その実によって人類に認識されるようになる。 

13 これらの教え、理論、世界観は世界中に広まり、人はすべての果実を食べた後、命の木に目を向け、真の果実、つ
まりその味に甘さを含み、その中身に命を含むものは、太古の昔から私の愛の法であなた方に提供してきたものだと理解す
るようになるのである。 

14 人の平和は儚い。私が提供する平和だけが永遠である。 

15 私は人間の知性を通してあなたに語りかける。私の言葉は、私がいつもあなたの中に蒔いているものと同じ愛の種
である。 

16 私はあなた方に力を与えた。しかし、それによって私の意志を仲間に押し付けるためではない。私はあなたの魂を
解放した。しかし、この自由を悪用するようなことがあってはならない。私の武器は、真実、愛、慈悲、平和、赦しです。 

17 あなた方が私を立派に代表し、私の忠実な証人となるためには、あなた方を分裂させ、ある者は礼拝の外形と伝統
を擁護し守ろうとし、他の者はわが教義の本質と霊性を求めて戦うような誤りに陥らないよう、わが教えを活用し、わが言
葉に没頭しなければならない。私がモーセを通して人類に与えた律法の第一の戒めにおいて、「あなたは自分のために、ひ
ざまずき拝むために、天のものの形ある像や似姿を造ってはならない」と言ったことを思い起こせ。それ以来、人間の道、
魂の道が明確に示されるようになったのです。 

18 モーセは十戒を人類に伝えるだけでなく、人間の生活に関する二次的な法律を制定し、神の霊的崇拝の中に伝統や
儀式、象徴を導入した。それはすべて、当時の人間の精神の発達段階に従って行われたのである。しかし、約束のメシアが
来て、伝統、儀式、象徴、犠牲を取り除き、律法だけをそのままにした。ですから、パリサイ人たちが、イエスはモーセの



U 254 

62 

律法に反対していると人々 に言ったとき、私は、律法に反対しているのではなく、律法を成就するために来たのだと答えま
した。もし、わが教えが伝統をなくすとすれば、それは、人々 が、伝統を果たすために、律法を守ることを忘れたからであ
る。 

19 そのケースは今回も繰り返されていますよ、皆さん。1866年、私のプレゼンスはロケ・ロハスによって人間の知
性を通して明らかにされ、あなた方に知られることになった。しかし、彼もまた、啓示の意味を理解するために、伝統や礼
拝の形式、シンボルを作り出したのです。 

20 私がこのような形で話をすることがなくなる時期が近づいてきたので、あなた方の教団や行動様式の中に存在しう
るあらゆる唯物論や狂信を心から消し去り、「聖霊の弟子」という名前を正しく名乗れるようにしたいのです。でも、わか
ってください。もし私が余分な伝統や習慣を排除するならば、私はそれ故にわが律法に反しているのではない。第二時代の
ように、伝統に従うために、真の神への霊的崇拝と人類への義務を犯すことがあるからです。 

21 もし、あなたが父なる神への献身において、すでにすべての物質主義から自由であるならば、自分が精神化の頂点
に達したと思うからといって、それを誇りにしてはならない。あなたが仲間の目の中にある目やにを見ている間に、私はあ
なたが引きずっている梁を見せることができます。 

22 人々 は伝統や形式、儀式に飽き飽きしているのです。光を求めて疲れた魂の休息所として、私の教えの光を見せた
いのです。 

23 人びとよ、私をあなたがたの裁判官とし、あなたがたの良心に語りかける私の声を聞きなさい。私にも報酬や賞賛
を求めるな、報酬を求めるな。もし私がこのような満足を与えるならば、あなた方はそれを悪用し、自分たちを領主に仕立
て上げるでしょう。わが子の最も小さい者として、謙虚に私を求めなさい。もし悔い改めるなら、わたしの前にひれ伏しな
さい。わたしはあなたの裁判官となり、最大の真実をもってあなたに語りかけ、慈悲をもってあなたを正すであろうから。
そうすれば、あなた方は私の言葉の背後に、決して予見されない何か、あらゆる欲望を超えた何かについての神の約束を認
めることになるでしょう。 

24 鐘の音のように眠っている者を目覚めさせ、力と癒しと命を与えるために、私はあなたがたに御言葉を贈ります。 

25 災難が人類を私のもとに帰らせるまで待ってはいけない。見守り、祈り、蒔くことで、わが霊の光と平和が心から
心へと広がっていくのです。 

26 私の言葉は人間の脳と唇を通過しますが、それは光と愛でできています。覚悟を決めろ、群衆よ。そして、わが声
なき者たちを通して、わが身を知らしめよ。そして、この高度で繊細な任務に選ばれたあなた方は、より一層の覚悟を決め
てください。私の言葉を純粋に伝えられないと感じる者は、覚悟を決めろ。もし、できないのであれば、黙って口をつぐん
でいた方がいい。しかし、あなたの貧しさも、不器用さも、謙虚さも、私の宣言を妨げるものではないことを承知しておい
てください。不器用な者や無学な者を利用して、世界を驚かせたことがある。私が反対するのは、不誠実さ、罪です。 

27 私の言葉の晩年には、私の啓示が次々 と行われ、集会所で不平不満が聞かれなくなるということに、あなた方がふ
さわしい存在になってほしい。 

28 私はすべての創造物から賛辞を受けました。最も偉大な星から、あなたの視線にかろうじて感知できる存在まで。
すべては発展の対象であり、すべてはその軌道に乗り、すべては進歩し、変化し、より高く発展し、自らを完成させるので
ある。そして、それが完璧の極みに達したとき、私の霊的な微笑みは、宇宙全体に無限の夜明けのように広がり、そこから
あらゆる傷、あらゆる不幸、苦しみ、不完全さが消え去ることでしょう。 

29 私の言葉の核にある私の正しさを知る。 

30 わが言葉よ、あなたたち大群衆よ、私があなたたちの心を開く鍵である--

私のためにあまりに小さく打ち震えていたその心をね。 

31 今日から皆さんは、準備のために託された最後の3年間のうちの2年目を迎えます。 

32 これまでどのような成果を上げてきたのでしょうか。決定的なものはない。良心の光に照らされた自己検証の結果
、あなた方は統一と霊性化に向けて一歩も前進していないことに気づきました。 

33 あなたは私の非難に慣れてしまったので、無関心に身を乗り出したままです。しかし、過信してはならない。私が
あなたがたの間に現れる時間を延ばすという意見を否定してはならない。この間違いに陥ると、騙されて生きていくことに
なるからです。 

34 私が与えた機会を、あえてもう一度求めようとする者がいるだろうか。愚か者か無知な者だけだ。しかし、あなた
がたは、私が毎年絶え間なく話しているのだから、知らないわけがない。 

35 なぜ、こんなことを言うのか？なぜなら、私は、ある人々 の心の底にあるこの願望とこの秘密の意図を見るからで
す。この願望と意図は、実行に移されなくとも、すでにわが仕事の真実性と誠意を冒涜しているのです。 

36 このように、私の言葉が延々 と続くこと、すべてが以前と同じように続くことを望むのは、自分に託された貴重な
時間を使わず、別の時間を欲している証拠である。しかし、示された時間が終わりを迎えるとき、誰も神の決定を変えるこ
とはできない。なぜなら、そうすることは、神が与えた完全なものを否定することになるからです。 
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37 人びとよ、わが命令に背いてはならない。もしそうする者があれば、その者はわが正義を目撃し、解き放たれた自
然の力がこの国を襲うのを見るだろう。 

38 その魂が異常から目覚め、自分の霊的退行を自覚するとき、また、古代人に起こったように、父なる神が依然とし
て自然の力によって彼らをかき乱し、苦しめることを経験するとき、それらの魂にはどんな悲しみと後悔があることでしょ
う。 

39 私はこの民の中の不純な種をすべて取り除き、明日人類が私を認識できるような良い種だけを残そう。混乱した、
不従順な、あるいは狂信的な人々 を通して、どうして人々 がわが真理の輝きを見ることができようか。 

40 この準備の日々 は、あなた方にとって深い内省と良心の吟味の後、自分の進みたい道を選ぶことができるようにす
るためのものです。 

41 私の指示に従う者には真の平和がある。なぜなら、彼は父に従う善意の人だからだ。私の指示に背く者には、ひと
ときの安らぎもないだろう。彼は絶え間なく良心の呵責を聞き、絶え間ない恐怖の中で生きることになる。 

42 私は誰も裁かないし、あなたがたの仕事の当然の帰結として、あなたがたに何が起こるかを、その時々 に明らかに
することにとどめている。私はあなたを愛しているから、そしてあなたがそれを避けるために、あなたが真実に直面し、道
から迷わないように、時間内にあなたに伝えます。 

43 不従順な者は常に高慢である。しかし、自分の意志を貫く、あるいは父親の意志を変えさせる権利があると考える
のは、いったい誰なのでしょうか。真の功績によって自分の中にある賜物を受け取ったと信じる者がいるか。この民が、わ
が神聖なる計画の実行のために、われに不可欠な存在であると、誰が信じるであろうか。 

44 心を暗くせず、良心の声を封じず、肉の誘惑に負けて魂をつまずかせないように、それは非常に悲しいことです。 

45 あなたが決して力を欠くことがないように、見守り、祈りましょう。反省し、自分を厳しく裁けば、あなたの霊は
あなたの心と体に光を注ぎ、あなたがたの間に平和が訪れるでしょう。 

46 私の指示は、あなたの魂がこの指示の時間が終了するまで、強く、準備されなければならないので、1ページずつ
生命の書を示し続けています。 

47 もしあなたが、第一時代の預言者のように機能し、彼らのように人類の道しるべとなることを真に望むのであれば
、霊化に向かうことである。 

48 私があなたがたに告げた霊魂の世代がこの世に生まれる前から、このメッセージは諸国民の間に広まり、主の声を
聞いた人々 や、主の証言を信じてこの民に加わった人々 が切り開いた道を見つけることができるようになることを、あなた
がたに知っていただきたいのです。 

49 皆さんには、この永遠の上り坂の道を、絶え間なく歩み続けていただきたいと思います。立ち止まるな、立ち止ま
ったら、意図を成熟させ、信念を強め、反省しなければならなかったので、役に立たなければならない。でも、その後に行
ってください。 

50 どれだけの人が心の中で私にこう言ったことでしょう。"師よ、なぜあなたはこの時代に人間として、あなたの存
在を見ることができるように来てくれなかったのですか"。しかし、私は別の質問であなたに答えます。あなたがこのよう
な形で世界に私の存在を望むとき、あなたは新たに私の血を要求していることに気づいていないのでしょうか？私をこのよ
うに受け入れてください：霊において、あなたの肉体の目には見えないだけで、あなたの魂のすべての感覚には知覚可能で
す。 

その時、私の教義で説いた愛を封印するために、私の血を流したのです。今日、私は、人々 に対する私の愛が、彼らの
恩知らずにもかかわらず、変わらないという証拠として、そして、それゆえに、彼らを私の王国で永遠に私と共に住むよう
に導く光り輝く道を示すために、彼らに近づくために、すべての人に神のエッセンスを浴びせます。 

51 また、霊的には、"せめて、あなたが愛情を込めて聞かせてくれたこの言葉を、私たちから奪わないでくれたら 

"と言う人もいます。このような人たちには、私の教えを本当に生かし、私の意図を理解しようとするならば、この宣言を
終了すると宣言する時が来たときに、それを放棄することは苦にならないでしょうと言います。そして、あなたの魂は私の
エッセンスに浸透し、私の光で満たされたままなので、彼らにとっては苦痛ではないでしょう。しかし、もしあなたが私の
教えの一部または多くを記憶しておくことができなかったならば、その場合には、私はこの時代の私の言葉を収めた本の作
成を命じたのです。私の神聖な教えから作られるこの本には、最初の霊能者たちが理解することができず、物やシンボルに
よって表現しなければならなかった、真の契約の箱が掲載されているのです。 

52 真の契約の箱は、私の言葉である。敬意を払い、霊化し、愛をもってこれを開き、中に入る者は、その底に知恵、
深い啓示、預言、あらゆる霊的賜物を発見することになるからだ。そして、瞑想のとき、勉強のとき、祈りのとき、あなた
の存在の最も繊細な部分にまで、すべてを説明する高次の光が届くのを目撃するでしょう。それは、精神から精神への真の
対話において、あなたにもたらされる私のインスピレーションの光となることでしょう。 

53 第一人者が遺した余計で不必要な儀式の多くをサービスから取り除き、必要なものだけを残すことができたあなた
方は、祝福されるべきです。しかし、まだ片付けなければならないこと、精神化しなければならないことがたくさんあるこ
とを自覚してください。 
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54 この地上で、私が期待する礼拝を捧げることができれば、あなたの魂はどんなに幸せでしょう。しかし、ここから
霊気圏に旅立つとき、わが業にふさわしくないものを残すと、新しい世代は、あなたが残した遺産を見直し、あなたが残し
た不当なものをすべて取り除く方法を知っているので、あなたが踏み出せなかった一歩を踏み出すことができるのです。 

55 あなたがたに言おう、あなたがたの礼拝の行いを清め、神への礼拝を完全にすればするほど、あなたがたの後に来
る者の苦しみは少なくなり、あなたがたは自分のために働いたのではなく、心の中で同胞を慈しみ、同胞のことを考えて行
ったので、私の前での功徳はより大きくなる。 

56 あなた方自身、先達の兄弟から受け取ったものを片付けるのに、どれだけ苦労したか、経験していないのですか？
だから、この辛い仕事を後輩に任せてはいけない。 

57 二度目は、別れが近づいたときに指導がピークに達した。 

58 弟子たちは、これが師と過ごす最後の時であることをよく知っていたので、その最後の言葉さえも聞いて、心に刻
もうと、全神経を集中させたのである。 

59 イエスは、弟子たちがイエスの救いの教えを伝える種となることを切望していたのである。そのため、父と子の最
後の会話である弟子たちへの最後の挨拶のクライマックスで、弟子は愛に満ちた調子でこう言ったのである。その最高の戒
めの光によって、彼は人類の最大の希望を燃やしたのだ。 

60 私があなた方への宣教を間もなく終えるこの時期でさえ、あなた方が私の教えに熱心に耳を傾けているのを私は見
ています。新しい弟子たちの心に深く刻み込まれることでしょう。 

61 当時、私の使徒たちに、この世で狼の中の羊のようになり、常に警戒しながら生活するようにと言ったように、今
、あなた方にも心の準備をし、見張り、祈るようにと言うのである。多くの者があなたがたに逆らって立ち上がり、中傷の
武器を用いて、あらゆる手段であなたがたを混乱させようとするからです。 

62 今は闘争の時だ、誰も驚かないように、皆さんも知っているはずだ。 

63 私は、あなたが私の教えを理解し、その意味を求めて理解できるよう、最大限簡略化しました。いざというとき、
どんな質問にも簡単に答えられるようになるのです。説得するために多くを語る必要はないでしょう。本当に準備していれ
ば、言葉はシンプルなものだけでなく、短いものにもなるはずです。科学者に答えるために科学を知る必要はありませんし
、神学者に答えるために神学を知る必要もありません。光の言葉はすべてを照らすから、あなたの口から光の言葉を出して
ほしい。 

64 この時代、わたしの言葉を聞いた者すべてが、わたしの言葉を証しするために立ち上がるわけではない。真に私を
愛する者たち、すなわち、自分の隣人において私を愛し、困っている人に目を向け、その人に慈悲と慰めを与える者たちが
現れるだろう。 

65 私の教えを理解し、深く感じる人は、信念を持ってそれを受け入れるでしょう。すべての反対勢力に対抗し、真理
と愛と正義の武器を手にしなければならないのは、彼らなのだ。この正義と真理から遠く離れた世界で、苦難を乗り越えて
、神への信頼と平和に満ちた種まき人が、第三の時代の霊的メッセージを世界に広めていくのです。 

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 255 
1 皆さんは、闘争と祈りと功徳の時代に入りました。あなたは今、快楽の時は終わったと感じ、人類が絶望している

からこそ、自分の歩みを急がなければならないと思い、言葉と行いをもって彼らにグッドニュースと私が来たという証をも
たらす責任があるのだ。 

2 あらゆる宗派の人々 が、わが来訪を告げるサインを発見しようと、時間、人生、出来事をどのように探求している
かをご覧ください。彼らは、私が長い間自分自身を現してきたこと、そして間もなくこのような現れが終わることを知らな
い無知な人々 です。しかし、こうも言っておく。私を待ち焦がれている者の多くは、私が姿を現すのを目撃しても、私を認
めないだろうし、むしろ、私を真っ向から拒絶するだろう。 

3 証言だけが彼らに届き、それを通して、彼らはやはり私がわが子たちの間にいたことを信じるでしょう。 

4 あなた方も内心では私を待ち望んでいた。しかし、あなた方が私を認識し、この時代に私の労働者の一人となるこ
とを私は知っていたのだ。  

5 世に我が身を揶揄するようなことがありますように。しかし、彼らは私を笑うのではなく、自分自身を笑うだろう
。なぜなら、彼らは、すべての被造物が神性にとって何を意味するのか、疑うことさえせず、理解することもできないから
です。 

6 私にとって子供たちにできる最も正しいことは、彼らが罪人であり不潔であるという言い訳をせずに、私が彼らに
授けた能力を通して私自身を知らせることです。子供にとって、父を知り、父を見て、父を感じ、父を愛すること以上に、
良い動機付けがあるでしょうか。 

7 古代の予言では、罪があろうとなかろうと、すべての目が私を見るようになると言われていた。今、このとき、あ
なたがたに告げた。わたしが来たのは、正しい者がその仲介によって自分を知らせるためではなく、人生の試練の中で自分
を清め、悔い改める瞬間のある罪人をまさに欲しているのである。彼は、自分が御父に愛され、感謝されていることを知る
とき、完全に刷新と美徳の道を歩む子供だからです。 

8 私があなたがたに語った声の担い手のうち、わが言葉を聞く前に、その人がすでに持っている賜物と、その人が運
命づけられている奉仕について、いったい誰が考えていただろうか。なし。彼らは、まるで坩堝の中で浄化されるように、
生涯を通じて浄化され続けたのです。しかし、その才能は明らかにするときが来るまで秘密にしておいた。 

9 これは、人間の魂が父とのより高いコミュニケーションを知るための始まり、あるいは準備であり、あなたは驚き
ました。もしあなたが、私が適切な時期にあなたに明かすことをすべて知っていたとしても、私がなぜあなたをそれほどま
でに愛しているのか、また、このような大きな恵みを得るためにあなたがしなければならない功徳を理解することはできな
いでしょう。 

10 1866年、このワークの弟子であるスピリチュアリストの最初の集会が誕生した。私の霊の光のもとで、エリヤの
指導のもとで、その最初の弟子たちは、今皆さんが受け取っているメッセージの光線を、その完結を前にして、豊かに受け
取り始めたのです。 

11 その後、現在に至るまで、ロケ・ロハスが設立した「木の幹」から枝分かれして、多くのコミュニティが形成され
ている。 

12 この民を構成する多くの人々 を一つの光で照らしてきた。しかし、さまざまな信徒の間には、なんと多くの違いが
あることだろう。長年にわたり、皆さんは単純明快で理解しやすい教えを通して、私の御言葉の顕現を楽しんできました。
しかし、その精神的な教えの意味を説明できる人は、ほんの一握りしかいない。 

13 この形での私の宣言が終わるのは、あと1年後です。しかし、大多数の国民は、まだ真実から大きくかけ離れてい
る。最初は全く理解できなかった神の啓示を具体化した事実を、「最初」から「最後」まで許したのです。しかし、霊的な
教えが何年もかけて広まり、わが言葉がこの仕事を少しずつ説明するようになってから、私は、あなた方が慣れた道を離れ
、わが教えの核心にもう少し入り込み、霊化への道を断固として踏み出すよう求める時が来たと見ているのです。 

14 シンボルやデザイン、外的な崇拝形態や物質化によって私を求め、崇拝する限り、あなた方はどのように私に従う
のでしょうか。あなたは私に、「それは "最初 "の遺産であり、我々 はそれを尊重する」と言いました。 

さて、皆さん、その「最初の人たち」は、彼らが始めた礼拝の形式と霊的コミュニケーションの形式を完成させるため
の先達に過ぎないということを、今、お話しします。 

15 神の法則と、その法則を解釈するために持っている宗教や方法を混同してはいけません。 

16 法は永遠で不変であり、宗教、礼拝の形式や行為は、それを公言する人々 の道徳的、精神的な発展に従って発展し
、変化していく。もし、この精神的な発展がなかったら、原始人たちのように星や自然の力の中に神を崇拝したままになっ
ていたことでしょう。 

17 私を愛し、私に仕え、私を崇拝する道を踏み外してはならない。常に前進し、もっともっと自分を磨き、完璧を目
指せ。しかし、律法に触れてはならない、変えてはならない、交換してはならない。常に最高のものを教え、それを完璧に
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満たすように指導してくれる。それは普遍的な法則として存在し、永遠に続き、神への真の愛と隣人への真の愛を教えてく
れるでしょう。 

18 習慣や礼拝の形式や伝統を守ってはならない。そうすれば、あなた方は何世紀にもわたって教義と無知の無気力状
態にとどまることになるからだ。その代わり、法と真実の番人であれ。 

19 この時代、伝統に縛られ、保守的で狂信的であったために、何世紀も待ち望んだメシアによってもたらされた天国
のパンを食べることができなかった「第二の時代」のユダヤ人のようであってはならないのです。その時が来ても、物質化
によって真理の光を見ることができなかったので、彼を認識することができなかったのです。 

20 この日、私はあなたに二つの言葉だけを残します。あなたがよく準備した上で、深く理解し、その意味をすべて引
き出すことができるように。瞑想し、祈り、目を覚ます、このようにして初めて、この教えに基づいて主に捧げるべき、真
の正しい神への礼拝がどのようなものであるかを理解できるようになるのです。 

21 そうだ、人々 よ、外面的な礼拝形式によって私を愛し、像や象徴に私を求め、典礼や儀式や祝典によって私を崇拝
するのなら、多くの教会や多くの宗派があり、そこで自分の心がまだ飢え、そうした礼拝の必要性を感じているなら、そこ
で満足できる。しかし、この霊的な仕事を通じて私に仕え、私を愛し、それゆえ、私を礼拝する別の形式を拒否したいのな
ら、「霊性主義」とは何か、「霊化」とは何かを理解しなさい。そうすれば、この教えの弟子になりたいと本当に思うなら
、習慣や規則や伝統や外的な礼拝形式を押しつける人たちに属さないだろうから、そのときは再び物質主義や偶像崇拝や狂
信に陥って、あなたは霊性の名前だけを知っていることになるのである。 

22 私の教えに適応するために、できる限り立ち上がるのだ。しかし、その逆、つまり、私の教えをあなたの限界や都
合に合わせて、実体化したり、変形させたり、偽ったりしてはいけません。 

23 今日のこの教えを聞いた人たちが、この教えに触発されて、長い間自分たちを捕らえていた網を破るためのエネル
ギーと熱意と愛と信仰に満たされるように、目覚めの呼び水となるようにしてください。そして、この光と完成の教えの真
の弟子となる崇高な理想が、彼らの心の中に生まれてくるように。 

24 愛する人々 ：いったんあなた方の相違が消え、現在あなた方の間に存在する不一致が兄弟愛に変わり、そしていっ
たんあなた方が自分の使命を理解すれば、あなた方の魂から願いが湧き上がり、心臓から衝動が出て、私の言葉で受け取っ
た霊化の種を蒔きに出かけることでしょう。 

25 この仕事の偉大さを最も明確に理解し、その底に想像もしなかったような素晴らしい啓示を発見して驚くような悟
りの瞬間が、あなたがたに訪れるでしょう。そうすれば、あなた方は自発的に出発し、地上に広がり、行く先々 で慈悲と光
と慰めを与えてくれるでしょう。隣人の裁きはもはやあなたを傷つけることはなく、家族の無礼もあなたを苦しめることは
ない。なぜなら、地上のあらゆる苦しみは、あなたの使命の偉大さの前では小さく見えるからである。 

26 苦痛を感じさせない精神性を獲得した者は幸いである、彼らは私の慈悲のマントで守られるからである。 

27 信仰、愛、霊性、この3つが第3時代の兵士と使徒を無敵にする徳目である。これらの美徳は、最も古い時代から
私の存在、私の存在、私の法則、私の真理を証言したすべてのしもべたちの中に存在していたのです。 

28 これらの奉仕者の中には、家父長、預言者、使徒、殉教者を見出すことができます。しかし、人類の歴史の中で彼
らだけがそうだったわけではなく、他にも多くの人々 が、あらゆる攻撃、嘲り、迫害、中傷に耐えて、自分の使命を遂行し
、私の真理の証人となるために、異なる道を歩んできたのです。彼らの信仰、自分を傷つける者に対する寛容さ、同胞に対
する絶え間ない忠実な愛、それは彼らの主に触発されたものであり、彼らは痛み、不正、死を克服することができました。
殉教者が死刑執行人に降伏したことを、他にどう説明することができるだろう？私を愛し、私に従ったすべての人々 の迫害
に直面した忍耐と平静を、どうして理解することができようか。 

29 このように私を愛すれば、もはやこの世の何も恐れることはないのだ。あなたの信仰が完全でなく、あなたの愛が
揺るがないものでない限り、闘いはあなたに恐怖を植え付けるでしょう。 

30 何を恐れているのですか？なぜ、自ら刑務所に入り、命を絶つのか？そのような時代は終わり、真理の敵に、殉教
、投獄、血の足場が、私のしもべたちの信仰を消す代わりに、彼らの愛の炎を燃やし、さらに大きな力で私の教えを広める
ようになることを証明するために、命を捧げた多くの殉教者がいたことを、あなたは知っているだろう。 

31 あなたは隣人の裁きを恐れ、この世の平和を失うことを恐れています。なぜ、むしろ神の裁きを恐れたり、自分の
使命を果たせずに魂の安らぎを失ったりしないのでしょうか。 

32 今日、私が「約束の地」にお願いすることは、とても多いように思います。しかし、一旦その中に入れば、そこに
いることを不思議に思い、その価値を感じなくなり、「こんな素晴らしい恵みに値するほど、私たちのしたことは小さかっ
たのか！」と言うようになると、本当に私は言います。 

33 あなたは心の中で私に尋ねます。"マスター、あなたはもしかして、私たちにふさわしい以上のものを与えてくれ
るのですか？"これに対して、私はこう答える。もし、私があなたがたの働きに応じて与えるならば、あなたがたはほとん
ど何も持っていないでしょう。あなたは、あなたが持っている命、あなたが持っている体、あなたの存在の中で蠢く贈り物
、そしてあなたの存在を取り巻くすべてのものは、あなたの功労に対する正当な報酬であると信じていますか？ 
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34 まことに、わたしはあなたがたを愛し、あなたがたの父であるから、あなたがたにふさわしい以上のものを、常に
与えてきたし、これからも与え続ける。 

35 あなた方が泣くのは、自分の信仰と愛の欠如を認識しているからです。そして、私に喜ばれ、私の前に功徳を積む
ためには、何をすればよいかを私に問うのである。これに対して私は、「最高の意志をもって隣人に仕えること、苦しむ人
の痛みを自分のものにすること、自分の才能を伸ばし、困っている人のためにそれを完成させること」と答えます。あなた
が仲間のために何をするかは、あなたが霊界に到着したときに何を受け取るかにかかっているからです。 

36 私としては、私が持っていないものを、あなたは私に与えることができますか？私には力がある、平和がある、光
がある、私は宇宙の所有者である、私は愛され、仕えられている。私の精神には利己主義の影は微塵もない、私は完全であ
るからだ。 

しかし、私の霊の子である同胞の間では、なんと悲惨なことが起こっていることでしょう。どれほどの痛みと闇がある
のだろう。どれだけ悲惨なことか。なぜ、その中で私を愛さないのですか。なぜ、互いに愛し合うことで、自分の中にある
すべての愛を私に与えないのですか。 

37 皆さん、これが私の質問に対する答えであり、皆さんの決意表明のための天の助言です。 

38 人類を代表して私が受け取る愛する子供たちよ、人間の心を通しての私の顕現の終わりが近づいているのです。そ
の後、あなたの霊は、私の神性と霊対霊の対話をするよう努力しなければなりません。 

39 今日、私の言葉はあなたの防御であり、あなたの動機である。しかし、この私の宣言の後、あなた方は私の存在を
感じることができるようになるでしょう。 

40 世の中に精神的なガイドが必要だった時代は終わりました。今後、この道を歩む者は、私の法のほかに道はなく、
自分の良心のほかには案内人はいないのだ。それでも、偉大な光と霊的な力を持つ人々 が常に存在し、彼らの模範とインス
ピレーションによって、多くの人々 を助けていくことでしょう。 

41 そうでなければ、モーセやエリヤのような霊をすでに地上に送り、道を示し、絶えず律法を思い出させるようにし
たはずだ。彼らはまた、あなたのそばに立ち、あなたを守り、あなたに同行しますが、もはや人間の形ではなく、霊的なも
のからです。誰が見ているのか？誰もいない。しかし、心の準備をすれば、常に人類と接し、人類の中で果たすべき大きな
使命を持っている偉大な霊たちの存在を、あなたの頭上に感じることができるようになるのです。 

42 そして、もしあなたが彼らを本当に信頼するならば、あなたがたは決して滅びることはないでしょう。 

43 もう一度言いますが、世の中には偉大な光に恵まれた人々 がいて、あなた方の道を照らし、あなた方の人生を愛で
包んでくれる人がいなくなることはありません。人類は常にそのような人々 の存在を地上においていましたが、あなた方が
作り出した偽りの世界を排除し、平和が息づき、真実が支配する新しい世界を立ち上げるために、光の高次元の大軍団が世
界にやってくる時代がやってくるのです。 

44 彼らは人の悪意によって多くの苦しみを受けるだろう。しかし、神の使者は誰一人として迫害や嘲笑、敵意を免れ
たことがないのだから、これは今に始まったことではないのだ。彼らはこの世に存在することが必要だから、この世にやっ
てきて宿らなければならないのだ。 

45 彼らは来て、人の心に愛情をもって語りかける。御父の義を帯びた彼らの言葉は、魂の謙遜の衣を虚栄心、高慢さ
、偽りの力、偽りの栄光の輝きで置き換えたすべての人々 の傲慢と高慢を打ち砕くでしょう。 

46 これらは最初に立ち上がり、怒りに震える指を私の使者に向けるだろう。しかし、このことは、私のしもべたちが
受けるあらゆる試練において、彼らが世にもたらした真理の偉大な証しをするために役立つことでしょう。 

47 それがどのような形で人間の生活に現れるかは、今のところわからない。しかし、ある者は偉大な宗教団体の懐に
現れると私は言っている。これらは、全人類の統一と精神的調和のために戦うことになる。また、科学者の中から、科学の
真の究極の目的は人間の精神的完成であり、人間の貧困化や破壊ではないことを、その霊感の実をもって示す者も出てくる
でしょう。こうして、人生のあらゆる領域において、わが律法を心に刻み、私がこの時代にあなた方に語ったことをすべて
言葉と業で確認するわがしもべたちが現れてくるのである。  

48 また、あなたがたが受けたこの教えである私の種は、あなたがたのうちに実を結び、その実があなたがたの子やあ
なたがたの子の子として受肉する偉大な魂となることを、私はあなたがたに告げます。 

49 これらはすでに私の最後の教えですが、それでも私は新しい教えをあなた方に語ります。それは、私が最後の瞬間
までマスターとしての使命を果たし、私の言葉の一つ一つに光を注ぎ、苦渋と痛みの時代、神の正義がこれまでになく感じ
られるように、あなた方が暗闇にとどまらないようにするためです。 

50 愛する人々 よ、世界のために見守り、祈りなさい。 

51 私のもとに来なさい、私は慰めであり、平和である。 

52 あなたが地上で苦しみや不幸を経験したのは、魂が人間の苦難を乗り越える能力や才能を開発しなかったからです
。 
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53 人々 が善意を持っていれば、この世界は涙の谷ではなく、楽園になるはずです。私はこの家に恵みを蒔き、道に棘
を撒き散らしません。人の痛みは、その罪から来るものです。しかし、彼らが痛みを作り出したように、それを取り除く努
力もしなければならないだろう。 

54 わたしの声を聞くあなたがたは、迷う者でも、さまよう者でもない。あなた方は、大樹の陰に住み、その枝が絶え
ずあなた方に実を与えてくれる家族のようなものです。 

55 この影で新たな力を得て、傷を癒すのだ。山頂に登るためには、放浪の旅を再開しなければならない。 

56 すでにあなたの精神は天の梯子の六段目に上ることができます。そこであなたはすべての誤りを取り除く光を見つ
け、七段目に到達するための援助を提供します。 

57 七つの封印について、あなた方の間にある混乱と悪い解釈を取り除こう。本当にあなたがたに言う。あなた方は特
定の封印に属しているわけではありませんが、-

あなた方の魂はこれらを最初から最後まで通過しなければならないので、今日、第六の封印の時代、あるいはその魂の発達
の第六期に生きているのです。 

58 魂が一つの封印から次の封印へと進むために通らなければならなかった教訓と試練は、なんと偉大なものだったこ
とでしょう。どれだけ多くのメリットを得ることができたのだろうか。しかし、クライマックスである7番目のそれは、ま
だ見つかっていない。 

59 誘惑に満ちた悪の力は、しつこくあなたの前に立ちはだかります。しかし、あなたは、世界、痛み、肉に打ち勝っ
たあなたの師を思い出し、彼の模範によって、試練から勝利を得ることができるのです。己の精神に戦う剣を求めよ。ここ
には、常に用意された揺るぎない武器がある。 

60 魂は、決して消えることのない私の光の輝きをその身に宿しており、私はあらゆる点でその魂とともにあるのに、
どうして私から取り返しのつかないほど失われてしまうのだろう。その反抗が続く限り、あるいはその混乱が続く限り、こ
れらの暗黒の力は決してわが永遠を耐え抜くことはできない。  

61 私はあなたを新たに自由にした。それとも、狂信的な過去や偏見を取り除いた後、自分の魂がより自由になったと
感じないのだろうか？ 

62 私は生命であり、すべての人に等しくそれを注いできた。しかし、私は常にある人々 、あるいは何人かの人々 を探
し求めて、彼らに自己を明らかにしてきたのである。これは、彼らを人類への奉仕におけるわが神性の使者、預言者、ある
いは証人とするために行われたのであって、私が彼らを他の者より大きな愛や博愛によって区別しているからではない。 

63 私の子供たちよ、私の言葉によって自らを強めなさい。そうすれば、真の慈愛をもって同胞を見つめ、罪人、悪人
、狂信者、自己中心的な者を裁く者となることはないであろう。そうすれば、あなたがたの良心に、「純粋な者が最初の石
を投げよ」という私の声が聞こえ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256 
1 私の平和は、人々 よ、あなた方が私の善意の言葉を聞くとき、あなた方の魂に感じられるのです。 

2 私は、あなた方の心の庭を手入れし、私の愛の天の水で水を与える神聖な庭師である。私はこの神の愛を、人類の
あらゆる苦悩の上に一滴も流した。父の国へ続く道を示す。その道の終わりを発見することはできないが、常に前進し、新
しい栄光を知ることができる。 

3 今、私の言葉はあなたを削り、形にしています。私は立派なノミであなたの魂に働きかけているのです。私の法則
を実現することで、自らを鍛え、美しい姿を手に入れることを学びましょう。そして、その後、あなたがこの世界での大き
な使命である、同胞をこの愛の道に引き入れることを達成できるように、あなたの仕事を祝福します。 

4 私はあなたがたの主人である。しかし、私を父から切り離して見てはならない。御子と聖霊の間には何の違いもな
い。聖霊と御子は一つの霊であり、その霊が私である。時代を超えたわが啓示の中に、多くの様々 な教訓によってあなた方
を教えてきた一人の神を見よ。ページ数の多い1冊の本。 

5 そうすれば、無知と罪の夜から救い出してくれる光を、あなたの中に見出すことができるだろう。 

6 皆さん、私の言葉によって形作られる前の自分を覚えていますか？以前は、今の自分にはできないような恩知らず
な行為をたくさんしていたのを覚えていますか？今の生活と以前の生活を比べてはいけない。かつてあなた方は、自分の存
在を幸せにし、そこに希望を持たせてくれるような光を持たずに、自分の道を旅する孤独な地上の巡礼者だったのです。今
日、あなたは私の教えの弟子となり、その愛の泉で渇きを癒し、傷を洗ったのです。私の愛は、あなたの足にある棘を抜き
、あなたの十字架に釘があれば、それも抜きましょう。 

7 私はこの世界とすべての世界の光であり、あなた方にこの光をまとってほしいのです。私の言葉は癒しのバームだ
。それで癒し、それを聞き、それを適用する。すべての言葉は、命の泉の一滴。なぜ、あなたは自分の中に神を持っている
にもかかわらず、病気になり、苦しみ、泣いているのでしょうか？自らを吟味し、正すべきは正し、清めるべきは清めよ。
つまり、あなたの魂は、その意志と願望において、あなたの物質的または人間的な部分と調和する必要があるのです。 

私はあなたの内なるイメージを形づくる。それは、あなたが人には隠しても、私には隠せないものだ。自分の外見を形
成し、その顔が魂を映し出すようにすれば、誠実さと真実味が行動に表れます。人が互いに信頼しあえないのは、一つの顔
を世間に見せながら、もう一つの顔を隠しているからです。 

8 私の指示に従い、あなたの才能を活かしてください。 

9 傷の検査はお済みですか？私が与えたバームを彼らに流したか？ 

10 私のバームの効果を疑うのであれば、新たに治療してください。でも、もし信じるなら、そのままにしておけば、
私の愛で癒され、探した時にはもう閉じていることでしょう。 

他の人々 には、信仰や祈り、思考の力によって健康を得ることを認めます。大勢の霊的存在がやってきて、その力と力
を結集してあなたに「油」を注ぎ、あなたはその助けによって癒されるのです。 

11 私の言葉は必ず実現します。「あなたの信仰とあなたの功績があなたを救うのです」。その後、あなたが健康にな
ったとき、私はあなたの人生の最高のもの、すなわち隣人への愛を達成するために、あなたを戦いに送り出します。 

人のために光となることは、あなたにとって喜ばしいことではないでしょうか？もし、あなたの言葉に真実のエッセン
スがあれば、それはあなたにとって喜ばしいことではありませんか？あなたに慰めを求める人たちに、何か指示を与えるこ
とができたら、あなたは喜ばないでしょうか。なぜなら、もしこれがあなたにとって喜ばしいことであれば、あなたはそれ
を実現することができます。あとは全部、私がやります。 

12 精神化された人は、"人生ってなんて美しいんだろう！"と言う。日常的な人間、唯物論者は言う。"人生はなんと
苦しく、なんと悲しく、なんと陰気なものだろう "と。 

高次の心を持たない人は、何にでも腹を立て、何にでも傷つく。精神的に高揚している者は、道の逆境にさえ気づかな
い。高邁な心が他人と接するとき、それは他人の美点を誉め、欠点を弁明することであって、決して裁いたり非難したりす
ることではない。心の卑しい者は、他人の悪事を裁き、中傷し、広め、それを喜びとする。 

13 同胞を裁く者、同胞の問題に関心を持つ者に問う。自分の罪の重荷があまりにも軽く見え、他人の罪を増やすこと
に喜びを感じるのか？自分の重荷を取り除くことができないのに、なぜ仲間の重荷を加えるのか。なぜ、仲間から宝石を求
め、その光を楽しむのではなく、自分を汚すために汚物を扱うことを好むのか。 

14 父の家には多くの住まいがあります。しかし、高い精神領域に住む人々 は、人が重荷から解放されるのを助け、あ
るいは重荷を負うのを助けますが、人を裁かず、その不幸をほくそ笑むこともありません。 

15 私は、あなたがある日冒涜し、次の日に悔い改めるのを見てきました。あなたが私の宣言を否定し、それが真実で
あると証言するのを見たことがあります。私は、あなたがある日中傷し、次の日には中傷したものを擁護するのを見てきま
した。誤りを正すのは良いことだが、これ以上悪を犯さなければ、正す必要もないだろう。 

ある日、あなたが必要のない人に恩恵を与え、本当に貧しい人に恩恵を与えないのを見たわ。しかし、私はあなた方を
非難したり、裁いたりしたいのではなく、あなた方がもう罪を犯さないように、私の教えの光であなた方を啓発するために
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来たのだ。また、あなたが親切で、寛大で、慈善的で、理解力があるのを見てきたこと、そして、これらの長所が常に考慮
され、私に信じられてきたことを伝えることができます。しかし、あなた方の心の中には、すでに麦の方が多いはずである
ことを理解しなさい。 

16 無感動に、機械的に唇を動かして祈るのはやめましょう。声を出さずに、気持ちを込めて祈る。過去に偽りの誓い
を立て、無駄な誓いをしたその安易さを、今日、真実を語るために使ってください。 

17 外国のものを持ち出さないこと。外国のものを取る者は、苦痛と恥辱をもってそれに報いなければならない。誰も
指ささないが、私の言葉から、自分に関係することを汲み取ってほしいのだ。 

18 私は、あなたが無知と未熟と物質化の暗闇の中で自分の道を歩んだときに行ったことについて、あなたを非難した
り、責任を問うことはしません。しかし、もしあなたが今日、私の律法が何であるかを十分に知っているにもかかわらず、
不法なこと、不純なことに固執するならば、あなた自身の良心においてあなたにとってどうしようもないことを証明する神
の前で、あなたの行為に答えなければならなくなるのです。 

19 あなた方は私の種であり、ご主人様がそれを刈り取るのです。もし、良い種の中に不純物の種があっても、私はそ
れを愛情を込めて手に取り、黄金の麦に変えます。 

20 私は心の中に雑草の種、泥の種、犯罪の種、憎しみの種を見ますが、それでも私は刈り取り、あなたを愛します。
私はこの種を、太陽の下で小麦のように輝くまで撫で、清める。 

21 私の愛の力が、あなたを救済することができないとでも？あなたがたを清めた後、私の庭に蒔き、新しい花と実を
結ばせてあげよう。私の神業は、あなたを私にふさわしくすることです。  

22 私はあなたを喜び、あなたの心に語りかけるために来たのです。私の存在は、私があなたに託した使命を果たすた
めの力を与えてくれます。 

23 しかし、あなたは--

人々 の痛みを感じないのでしょうか？死が良心の光の代わりにこの世の罪を奪うのを見るとき、あなたは悲しみを感じない
のでしょうか。 

24 第三の時代のイエスの弟子として、あなた方は、私の言葉を聞き、私から学んだ人々 の中にいるので、非常に大き
な使命を担っているのです。 

25 人間もまた、科学によってあの世とのコミュニケーションを求めていることを知れ。私の教えに揺さぶられたくな
ければ、私の教えの証人になることを目指せ。 

26 私の存在をしばしば否定してきた科学者が、自然をくまなく探索し、地球を、海を、宇宙を探索し、あらゆる場面
で私に出会う。なぜなら、彼の発見するものすべてが、私がすべての創造物を創造した愛について語っているからである。 

27 私の光があなたの仲間に届き、原子から星の大群に至るまで、創造されたすべてのものが生命と栄養と幸福と完璧
をもたらすように運命づけられていることを理解するようになるために、あなたは多くを語らなければなりません。 

28 私の教えを完全な形で知らしめ、無知な者が不完全だと思わないようにしてください。よく蒔けば、あなたの子孫
は、あなたの欠点で苦しむこともなく、遺産として苦痛を刈り取ることもない。 

29 あなたの中から、祝福を運ぶ純粋で健康な種を湧き出させてほしいのです。 

30 善い模範的な仕事で人生の道に種をまき、私の教えを偽らないでください。この点では、「第二の時代」の私の使
徒たちを例にとれば、彼らは私の教えを教え、説明するために、決して官能的なカルトに陥ることはなかった。その後、人
類が堕落した偶像崇拝を非難することはできない。彼らの手は、神の霊的崇拝のために祭壇を建てることも、宮殿を建てる
こともなかった。しかし、彼らはキリストの教えを人類に伝え、病める者に健康を、貧しく悩める者に希望と慰めをもたら
し、師と同じく、迷える者に救いの道を示したのです。 

31 今日、あなた方が知っているキリスト教は、私の使徒たちが実践し、教えていた教えの反映ですらありません! 

32 その弟子たちの中に、謙遜、愛、憐れみ、高揚の完璧な模範を見出すことができると、もう一度言っておきます。
彼らは口が語る真実を血で封印した。 

33 人類はあなたの証言を信じるために、より多くの血を要求するのではなく、あなたに真実性を要求する。 

34 私の教えでは、人間は物質主義になるなということを常に教えてきました。しかし、地上の財を侮蔑することを教
えるには程遠い。あなたがたに告げます。地とその驚異と美と喜びを、わたしによって創造されたすべてのものを愛するべ
き愛をもって愛せよと。しかし、必要であればすべてを拒絶する覚悟を持ち、あなたの魂は一時的に現世にいるに過ぎず、
霊的に安らぎを求めて去った世界に戻らなければならないことを忘れてはならない。 

35 今日、あなたは心の底から、よりよく私に仕えるために、物質的な生活を軽んじ、地上で愛するものをすべて忘れ
るべきかどうか、私に問うのです。これに対して私は、私がこのように言ったと信じる者は誤りであり、私の指示を把握し
ていないのだと答えます。 

36 私はわが子たちの糧のために自然を創造したのに、どうしてあなた方から物質的な生命を奪うと考えることができ
ようか。私が作ったもののうち、あなたに不利になるものはない、だから私はそれを禁じる。しかし、すべてを節度を持っ
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て使いなさい。私が「放蕩と物質主義から離れなさい」と言ったのは、いつも卑しい情熱、悪徳、恥知らず、あるいは有害
で悪いものを使うことを指しているのである。 

37 今日、私の教えを詳しく説明すると、魂や肉体を支配する法則の外で行うことは、すべて両者に害を及ぼすことを
理解させなければなりません。 

38 良心、直感、知識は、安全な道を示し、転ばないようにするためのガイドです。これらの光は精神に属するもので
すが、それを輝かせることが必要なのです。一人一人の中にその明確さがあれば、"父よ、あなたの救いの種が私の存在の
中で発芽し、あなたの言葉が私の人生の中でついに花を咲かせました "と叫ぶことでしょう。 

39 私は、あなた方の心を動かして偉大な仕事をするために、偉大な思考であなた方を鼓舞します。しかし、本当に言
いますが、この教えはこの人たちだけにとどまるものではありません。の教えや啓示がある。 

聖霊は一人だけのものではなく、すべての人のためにあるのです。あらゆるものを一掃する激流のように、精神主義的な大
衆が形成する洪水は、その勢いがとどまるところを知らないので、誰も止めることができないだろう。そして、その行く手
を阻もうとする者は、流れに押し流されることになるのです。 

40 いったい誰が、魂の発展や神のご意思の実行を止める力を持つことができるでしょうか？誰もいない。絶対的な力
と正義を持つ唯一の存在であるあなたの父は、すべての魂が完全なものへと進歩するよう定めているのです。 

41 もし、私の神々 の法則が人々 に少しも無視されたのなら、私の声は、霊的生命を失った人々 にも、大きな鐘の音の
ように聞こえるようにするのだ。  

42 この民の声は、同様に鐘の音のように心の中に響き渡り、あなた方を目覚めさせ、祈りと瞑想に誘うことでしょう
。しかし、あなた方は謙虚さを身にまとい、心を慈愛で満たすことが必要であり、そうすれば、あなた方の業は人類の真の
模範として輝き出すでしょう。 

43 人を愛し始めるために、自分の人を愛することをやめなさい。自分の名前のために名誉を求めず、自分の行いが純
粋であることだけを気にすれば、不滅の世界に入ることができる。あなたがたに言うが、謙虚に種をまく者は、この世にそ
の歩みの跡を不滅に残すことができる。一方、世の中の賞賛と栄光を望んで私の作品に取り組む者は、その作品がやがて忘
れ去られ、彼の後の第三世代には名前さえ知られなくなることに気づくだろう。 

44 私はあなたに美しい仕事を託しましたが、同時にそれを果たすのは難しいことです。しかし、だからこそ、あなた
方の力を超えることはないのです。 

45 人類の救済は、一人の人間によって成し遂げられるものではなく、一人の民族によってさえも成し遂げられない。
あなたがたに血潮を与え、それによって私の愛を表現したのは私であり、この時代に人々 を立ち上がらせ、キリストの教え
られた道を求めさせるのも私である。 

46 常に見守り、祈りなさい。今こそ、暗黒の混乱した力が解き放たれ、闇の軍勢が人々 を取り囲み、混乱させる時な
のです。 

47 私の出現は、あなたの魂を癒し、解放し、再生し、光に昇華させるためであり、偉大な知識を明らかにし、人には
理解できない謎を説明し、また、あなたに隠されていたものを明らかにするために、あなたに起こったのだと完全に理解し
てください。 

48 エッセンスと永遠の命に満ちた私の言葉を保ち、あなたの中に私の力を感じてください。心配しないで、わたしは
すべてを知っている、あなたの最後の苦しみさえも、わたしの前に存在している。 

49 私の正義が、あなたのことを解決します。私はあなたの涙を乾かし、人生の拠り所となる杖を差し出し、額にキス
をして、ご主人様に油注がれ、愛されていることを実感させるのです。 

50 小石を恐れるな、小石を乗り越えても自分を傷つけないことを学べ、それは人間の生活の惨めさの上に立って生き
ることと同じである。 

51 そのような信仰と慈愛をもって国々 のために祈りなさい。あなたの影響が同胞に伝わり、私の愛のマントがあなた
方すべてを包んでいるのを感じることでしょう。 

52 私があなたの魂の成長のために与えたすべての時間において、あなたはより多くの光を獲得してきました。 

53 この光は、あなたの知性と感情を照らすものです。 

54 あなたが地上に来る前から、私はあなたの人生の道筋や傾向を知っており、あなたの人生の旅を助けるために、あ
なたへの愛によって道を照らす心をあなたの道に置いたのである。この心は、男と女の両方の心であった。それで、あなた
が信仰と道徳的な強さと慈悲を必要とする人々 のための杖となるように、助けを与えたいと思ったのです。 

55 あなたたちは、わが来臨を公然と語るために唇を開くことを恐れている。そして、あなたたちの中には、善を行い
たいという願いと拒絶されるのではないかという恐怖との間で葛藤がある。そして、あなた方は、私から受け取った贈り物
や仕事を持って、自分の身を隠すことを好むのです。しかし、子供たちよ、あなたが持っている才能を隠すことは、私を否
定し、あなた自身の成長を否定することと同じであることを忘れないでください。 
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56 もし、この人々 が団結し、信仰と勇気をもって、この良き知らせを言葉と行いで伝えようと出発したなら、私が今
、人に知らせている知識は、すでに地の果てまで届いていたことだろう。 

57 それでもまだ弱いと思うなら、わたしはあなたがたに言う、食べなさい、飲みなさい。 

58 私の意志を実行しなさい。あなたの中に私の愛を感じるとき、そして、あなたが通り抜けて私の顔を見るように誘
う扉として、あの世の平和を予期するとき、報酬はすぐにやってくるでしょう。 

59 皆さんには、祈りの中で魂を高めることを教えています。この恵みによってリフレッシュする方法をすでに知って
いる人もいれば、以前の印象が心に深く残り、宗教的な習慣や伝統を忘れていないために、まだそれができていない人もい
ます。しかし、そのすべてが、儀式の浄化、刷新、精神的な高揚のために尽力しているのです。 

60 人間の知性によって私の存在を信じた者は幸いである。彼らは霊と霊との交わりの時にしっかりと足を踏み入れる
であろう。 

61 あなた方が私に近づいたのは、あなた方の生活に必要な安らぎと温もりを得るためです。これは、大きな試練を乗
り越えて魂を鍛え上げる金床のようなものだからです。しかし、あなたの運命に対する信頼は大きく、この坩堝から純粋に
戦いに出ることができると知っています。 

62 毎日毎日、あなたの霊的な祈りは私に届きますが、その言葉はあなたの地上の本性は知りません。霊の祈りは、人
間の能力や感覚を超えるほど深いものです。 

63 その祈りの中で、霊は高位の霊が住む光と平和の領域に入り、そこでそのエッセンスを飽和させてから、滅びゆく
肉体に戻り、その力を伝えるのだそうです。  

64 今こそ、人は自分の魂を解放し、長い間縛っていた鎖を解き放ち、真の平和を心に刻む時なのです。 

65 あなたたちと同じように、私の神性から託された使命を果たそうとする者たちと戦わないように、警戒しなさい。
真の預言者と偽りの預言者を見分け、一方の働きを確認し、他方の働きを破壊することができるように。今こそ、すべての
力が戦いに立ち上がる時だからです。善は悪に、光は闇に、知識は無知に、平和は戦争に、どう戦うかを見てください。  

66 あなたは今、聖霊を受け入れ、眠っている人を目覚めさせ、境界線と制限を取り払い、すべての人間を愛で結ばれ
た一つの家族にする光を見ることができるのです。 

67 私は、すべての私の弟子と私の「子弟」が、最後の日に私の声を聞き、人類の代理人として彼らを迎えることを望
んでいるのです。腕は広げますが、あの二度目の十字架の時のようにはしたくありません。私は、人間を通してのこの神霊
の顕現を終わらせるために、あなたを愛の抱擁で抱きしめたいのです。 

68 魂の命が死んだ者でも、大鐘の音を聞く時が来たのだ。 

69 わたしがこの時代に選んだ者たちのうち、だれひとり、自分の霊的な賜物によってほかの者より優れていると思い
込んで、傲慢になる者がないようにしなさい。あなたがたは、まだヨハネと比較することができないからです。ヨハネは、
預言者の中では最も偉大であったが、天の御国では最も小さい者であったと、わたしが言った人物なのです。 

70 あなたの兄弟姉妹である父の子供たちを愛し、父のために生きれば、あなたは不死を得ることができるのです。も
し、あなたが自己愛に陥り、自らを閉ざしてしまったら、あなたが残した種は、あなたの記憶より長続きすることはほとん
どないでしょう。 

71 優しく、謙虚な心を持ちなさい。そうすれば、あなたはいつも私の恵みに満たされるでしょう。   

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 257 
1 あなたは黙ったまま、あなたの思いはあなたの父に向かう。 

2 歓迎せよ、とマスターはあなたに言う。あなたは静寂や平和や安らぎを求めて、わたしの声を聞くようになったの
です。 

3 もしあなたがイエスの言葉の意味を求めるなら、-

本当に、あなたに言いますが、あなたもそれを見つけることができます。 

4 イエスの言葉は、神聖な「言葉」の声だったのだ。イエスはキリストの体の名前でした。私の精神を納め、私の言
葉で真理を明らかにする神殿のような体でした。 

5 しかし、もしあなたが私を信じ、私を愛し、私に従うなら、あなたが多くの呼び名の中から私に与える名前は重要
ではありません。完璧にこなせというわけではありませんが、大切なのは「私」を感じることです。 

6 その霊的な受容力が許す限り、自分の存在の中に私を感じる者は幸せである。 

7 ある者は力強く心臓を鼓動させ、ある者は私に何かを伝えたいと思いながら、考えがまとまらない。また、涙を流
して目を潤ませる人もいれば、鋭い視線にさらされて恐怖を感じる人もいる。 

8 自分で準備し、私の存在を感じることができる人は、本当に恵みのパンを食べるために霊的なテーブルに近づくこ
とができる人なのです。彼らは、レッスンからレッスンへと、いつの日か知性と人間を越えて、私の言葉の意味を突き詰め
、そこにその霊的な内容を見出す魂なのです。 

9 彼らは平和の源を見出しているので、不和と争いの中に生きる人々 を思い浮かべると苦しくなるのです。彼らは、
慰め、励まし、暗くなった心に光をもたらし、肉体的・精神的な病を癒すために生きる人たちである。 

10 私の存在を感じ、私の言葉の意味と愛を魂につかんだ者だけが、後に苦しむ人々 への思いやりを感じることができ
、人々 の痛み、裸、貧困、悲劇を感じることもできるようになるのです。 

11 私があなた方を私の食卓に招き、霊的に私の存在を楽しむための準備をするよう求めたとき、私は、あなた方は皆
、天の国の食物を楽しむ運命にあると同時に、あなた方には、不和が生えていた畑に愛で種をまき、悪と不幸と無知が隠れ
ているすべての場所を光で満たすという仕事があると述べているのだ。 

12 この教えは、あなたに対する限りない愛のゆえに、あなたを闇から救うために、人となり、迫害された生活を送り
、十字架上で死ぬまで嘲られることを許さなければなりませんでしたが、すべてを捨て去った方によって与えられているの
です。 

13 弟子たちよ、あなたが地上で一歩を踏み出す前に、わたしはあなたの人生、あなたの行い、あなたの考えをあらか
じめ知っている。だから、あなたがこれから始める人生の旅に必要なものは、すべて私が与えるのです。 

14 魂は、その肉体によって試練の時を迎える。しかし、世の中の誘惑に負けないように、あらかじめ自らを啓発し、
強くしているのです。 

15 時には、心に大きな不義理を抱えた人の中に宿ることが彼女にとって好都合であり、その場合、彼女の光を現すこ
とは難しいようです。その心が彼女の試金石となり、人生における試練となる。もし彼女がその心を鎮め、肉体と精神が調
和して初めて人間は平和を見出すことができると説得することに成功すれば、彼女は試練を乗り越え、より高い世界を望む
ことができるようになるのだ。 

16 人生の苦しみや不幸に直面して心が弱り、冒涜的になるとすれば、それは魂が苦しみに打ち勝つことを許し、物質
のレベルにまで沈んで、自分のためにあるのではないすべての苦難や些細なことを自分のものとしてしまったからである。 

やがて正気に戻り、祈り、信仰を強める者は勝利することができ、その試練から経験の果実が残り、失敗したり弱った
りすることはないのです。一方、束の間、自分の存在の核心を忘れ、世の中のために生き、苦しむことに満足する者は、物
質の力、人間の生活の苦難、誘惑、惨めさに負けて、堕落してしまう。 

17 ああ、もしあなたが地上での最初の一歩から、両親の口から賢明で、強く、慰めに満ちた教えを聞くことができた
なら--これが、あなたの神への昇天において、心と心を導くためにどれほど魂を助けてくれることでしょう。 

18 人間が良心の声と調和して生きるためには、偉大な精神的指導が必要である。なぜなら、すべてのものは神の愛に
貫かれ、人間の利益と幸福のために賢明に創造されたものですが、この世で彼を取り巻く物質は、魂が自分の属さない世界
に住み、自分とは異なる性質を持つ身体と一体化する瞬間から、魂にとって試練を意味するのです。 

19 そこには、魂が過去を忘れてしまう理由があるのです。生まれて間もない無意識の生物に転生し、融合した瞬間か
ら、その肉体と密接に結びついた生活が始まるのです。精神のうち、良心と直感の2つの性質だけは残っているが、人格、
成し遂げた仕事、過去はしばらく隠されたままである。これが父の意図するところである。高い家の光からこの世の惨めな
境遇に生きてきた魂が、もし過去を思い出したら、どうなるのだろう。また、別の人生で自分の魂に存在した偉大さが明ら
かにされたとしたら、人の間にどんな虚栄心があるでしょうか。  

20 魂は地上に転生する前に、長く、時には厳しい試練にさらされるため、徹底的な準備をすることを知らなければな
りません。しかし、その準備のおかげで、現世に入っても邪魔されることはない。彼女は新しい存在に目を向けるために過
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去に目を閉じ、最初の瞬間から自分が来た世界に順応していくのです。肉体とこの世を離れたあなたの魂が、霊的生活の敷
居の前で自分を調整する方法は、どれほど違っていることでしょう。そのため、「故郷」に戻るための真の準備がなされて
おらず、混乱し、物質的な身体の感情がまだ支配しており、何をすべきか、どこに向かえばよいかがわからない。そのとき
こそ、自分の過去がすべて新しい経験と一体化するために待っている霊の世界へと再び目を開くことができるのであり、自
分の過去の功績はすべて新しいものに加えられるのである。 

21 光を取り戻した彼女の心は厚いベールに包まれ、彼女が残したすべてのものの頑固な影響により、魂の振動を感じ
ることができない。しかし、その影が溶けて彼女の真の核と一体化するとき、どれだけ取り乱し、どれだけ苦しんだことだ
ろうか。 

22 このメッセージを聞いたり読んだりして、役に立たない、あるいは誤った教えだと拒否する人はいないだろうか。
極端な唯物論か、盲目的な無教養の段階にある者だけが、この光に魂を深く動かされることなく拒否することができると、
私は言っているのだ。  

23 この間、私はその魂の過去を人間には明かしませんが、それでも、その魂は以前にも生きていたこと、地上で高い
使命を果たすために来たこと、そして、傷一つなく、持ってきた光と同じだけでなく、さらに大きな光を持って故郷に戻ら
なければならないことを保証しています。 

24 地上に住まう魂たちよ、私の存在を感じ、あなた方に注がれる神聖な光を見よ。あなたの父は、その光線とインス
ピレーションをあなたに到達させるために多くの手段を持っています。しかし、それ以上に、私が人間の知性器官を通して
知らしめたこの言葉をあなた方に送り、あなた方に到達させ、あなた方がそれを考察できるようにするのである。それは、
あなたの砂漠にある命のマナであり、あなたの存在の不毛にある恵みの露であり、あなたの痛みにあるバームであり、あな
たの暗闇にある無限の光です。 

25 それは、あなた方、あなた方の大勢の聞き手、そして私の発現の証人の心を動かす。私の神聖なメッセージが全人
類に届くように、あなた方は準備するのです。 

26 私の無限の慈悲は、あなたたち全員を受け入れる用意がある-

疲れて泣いて来る者も、真の信仰を持たずに私の話を聞きに来る者も、また、良い弟子として熱心に来て、自分の使命遂行
の実りを私に捧げる者も、だ。 

27 私は、あなたが不安と混乱の時代に生きているので、あなたの魂を光で満たそうと求めている父である。 

28 私は人類に、真の慈悲、精神的な有用性、高揚をもたらす業を実現するよう導く教示をもたらし、それによって人
は後世に記憶され、祝福され、模範とされるのです。真理を含む作品の痕跡だけが、この世で不滅のものとなるのです。真
理の基礎に立たないすべての業は滅ぼされ、その石は他の石の上に一つも残らない裁きの時が近づいているからです。 

29 弟子たちよ、君たちが同胞の心に種を残そうとするならば、それは君たちの働きと模範となるべきもの、すなわち
虚栄心のない働きである、と私は言う。道を曲げたり、逃したりしないためには、あなたがたは、その業があなたがたの霊
に書かれているキリストの謙遜な僕、従順な弟子でなければならないことを、常に意識してください。 

30 そこでは、私の模範的な作品が、多くの嵐やハリケーンにもかかわらず、存在し、永遠で、消えないのです。 

31 人々 よ、この時代、私の言葉があなた方を人間の苦難から救っていることに気づいているか。そして、仲間にも同
じことをしなければならないことを知る。主よ、あなたは私たちに贈り物と恵みを与えてくださいました。どうしたら隣人
に同じことができますか？これに対して、私はこう答える。たとえあなたが霊的な贈り物を授けることも、恵みを与えるこ
ともできなくても、あなたの仲間があなたの口から私の教えを聞いたとき、彼らの贈り物と能力が目覚めるのを感じさせ、
彼らの父と交わることを学ぶことによって、彼らが行うべき課題をインスピレーションによって受け取るようにすることは
できるのです。今のあなたには、自分の仕事が十分に偉大で立派なものに見えないのでしょうか？ 

32 弟子たちよ、言っておくが、もしあなた方が自分の作品が私の前に価値を持つことを気にかけるならば、そのため
に仲間に何も要求してはならない。 

33 第三の時代の神聖なマナがこの民に降り注いだのです。どうしてあなた方は光の子から闇の子、冒涜と不従順の子
になってしまったのでしょうか。私の啓示の受託者に任命されたあなた方が、どうして地上で惨めな存在になるのでしょう
。 

34 誘惑に陥らないように、また、恐れやわがままからか、自分の贈り物を誰にも隠さないように、よく見守り、祈り
なさい。それは、あなたがたが同胞の中に置くために与えたのだから。 

どんなにたくさん持っていても、何も与えなければ、何も持っていないのと同じであることを知りなさい。あなたがた
は、わたしから多くのものを受けていながら、ここに来て、何も与えず、わたしの愛のことばを蒔かなかったために、空の
手をわたしに見せているからだ。 

35 本当にあなたがたに言う。もし、あなたが自分の使命を果たすための動機付けが必要なら、真の慈善活動を行いな
さい。私の教えを実践することで、あなた方はインセンティブと報酬を見つけることができるのです。 
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36 われの慈悲を期待しながら、それを行使しない者は、自分のやり方ではそうすることができるにもかかわらず、仲
間に対しても自分に対しても慈悲を持たなかったのである。それはまるで、巣から落ちた弱い小鳥や、秋の木々 から落ちた
枯れ葉のように、風に吹かれて彷徨う者たちである。 

37 おそらく、あなた方は、わが顕現を、罪深い被造物を通して与えるという事実のために、欠点を見出すのだろう。
確かに彼らは純粋な存在ではありません。しかし、この人間の唇を通した私の言葉があなたの心に響かなかったか、あるい
はその甘さがあなたの心に抱いた苦味を取り除かなかったか、私に教えてください。 

38 お前たち、心に傷を負い、心を乱し、魂を引き裂かれてここに来たことを思い出せ。そして、私の話を聞いて、力
を得て立ち上がったことを。誰がこんなことをしたのだろう？ 

39 女性たちよ、あなたたちは泣き疲れた目と心でやってきた。しかし、もう涙はないと思ったとき、私の言葉を聞い
て、あなたの頬は再び涙で溢れました。しかし、今は希望と感動の涙である。私の声を聞くまで、誰があなた方の心の底に
届いていたのでしょう。 

40 この教えは、空虚な言葉ではなく、神の本質を帯びていることを証明したのです。したがって、その深遠さと意味
は、その文に根拠があるからこそ、その形式は単純なのである。 

41 私が来たのは、あなたの苦難を慰めるためであり、また、あなたの魂に光を与えるためである。すべての闇の力が
解き放たれ、その深淵にかき立てられるからです。そして、あなた方は自らを守る方法を知ることが必要です。 

42 あなたのランプに新たな光を灯し、あなたの心に愛を呼び起こし、永遠の命に心を砕き、あなたの魂を憐れんでく
ださい。そうしてこそ、隣人への思いやりが生まれ、人生の一部を愛の活動に捧げることができるのです。 

43 自分の「宝物」を守り、人と共有し、その中身を常に有効活用する。そうすれば、あなたの中に今まで経験したこ
とのないような力、健康、光が生まれるでしょう。この強さ、光、健康は魂から生まれ、身体に反映されます。 

44 人間、もはや手当たり次第に灯りを探す放浪者ではない。もう見つけたんですね。 

45 このみことばは、あなたを生き返らせる奇跡を起こし、あなたを起こし、あなたを癒す力となったのです。私の力
としか思えないような存在の変容を経験しながらも、それが神からのものでないと誰が説得できるだろうか。 

46 あなた方は今、人生を向上させ、役に立ち、霊的な世界で自分の魂にふさわしい家を作り上げるための美しい機会
を手にしているのです。このチャンスを誰が奪ってくれるのか？- 

誰も、あなたが見守り、祈ることを忘れ、あなたの不注意が誘惑に陥らない限り、です。 

47 私の教えが告げる大いなる出来事が起こるとき、安らかでありたいと願うなら、自分の決意を忠実に守りなさい。 

48 あなたは、大教会の代表者たちが神の存在を感じ、新時代の到来を認識するときを見るために生きているのです。 

49 彼らは互いに相談し、質問し、提案する姿を見ることができます。しかし、彼らは虚栄心のために、自分たちが優
れていると短時間でも信じてしまうのです。 

50 この闘争の時間は、あなたの魂にとって忘れられないものになるでしょう。なぜなら、この闘争の中で、物質主義
を克服し、信仰、愛、霊化の道を歩んで神のもとに昇ることへの憧れを強めることができたからです。 

51 霊能者の精神と心は、その存在の高次の部分の喜びを分かち合い、その中に生命がある限り、魂の高い使命の遂行
に協力するのである。しかし、彼らが地上の懐で休息する時が来れば、平和のうちに、主の仕事に専念したという満足感と
ともにそうするでしょう。その人の最後の思いと最後の鼓動は、神の戒めに従った謙虚で気高い身体の殻に住んでいた人の
魂に忘れがたい印象を与えるでしょう。 

52 肉体が、良心に導かれ、人間の人生において唯一の支配者であり、唯一の光である魂を服従させようとする笏とそ
の力を、肉から奪い取らなければならないことを理解させたからです。 

53 わたしはあなたがたの理解力に応じて話した。あなたがたにわたしの言葉の意味を理解してほしくないからである
。 

54 すべての魂は、その父に対して大きな義務を負っています。あなた方への愛のために、私はこの地上で、あなた方
が私の前で自分を正当化し、精神的な償いをし、次の家に移るために自らを浄化する新しい機会を提供したのだ。 

55 ああ、祝福された三度目の正直あなたは、世界が束縛から自らを救うために必要なすべてのものを、あなたの「契
約の箱」に入れて持ってきています。あなたの光を使う者は幸いである。 

56 私は、あなたの魂の成長の旅路の間、あなたを導き、あなたを試し、この時代の啓示のために準備してきた。新し
いイスラエルの国を形作るのは人ではない、私がそれを形作り、清め、育て、人類の間に送り、この国が成長し、前進でき
るように障壁を打ち壊しながら、その使命を果たすのである。イスラエルをエジプトから連れ出し、海を越え、砂漠を通ら
せた時もそうでした。 

57 ここにいる人たちは、人類を精神的に覚醒させるという使命を持っています。しかし、それが果たされ、人々 が自
分たちの生きている時代を認識したとき、あなたは彼らの心から光を求める欲望と、人間の生活を根底から揺さぶり、世界
を変える高揚の理想が湧き上がるのを見るでしょう。 
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58 そのとき、良心は聞き入れられ、従い、聖霊に召された者は理解され、霊的なあこがれと権利は考慮され、尊重さ
れ、神を知り、神を感じ、神に近づき、神の真実を見たいという願いがいたるところで輝き出すことでしょう。 

59 飢えと渇きで抵抗力の限界に達したとき、高慢が破れ、主の前で罪を悔い改めたとき、私を否定しようとしたとこ
ろから、私を裁き、否定したところから、王座や栄華の座から降りるとき、人の中にこれらすべてが現れるのだ。それは、
彼らが自らの過ちを悔い改め、目を私に向け、何世紀にもわたって彼らを待ち続け、その愛を浴びてきた父に対する子とし
て、私に語りかけるために起こるのです。 

60 人間は、物質主義の中で、すべてを創造された方を否定するまで、どんなに卑屈になったことでしょう。どうして
人間の心はそこまで暗くなるのだろう。あなたの科学は、どうして私を否定し、生命と自然を劣化させたのでしょうか？ 

61 あなたの科学が発見するすべての作品に、私の存在があり、すべての作品に私の法則が明らかにされ、私の声が聞
かれる。この人たちは、どうして感じないのか、見ないのか、聞こえないのか。私の存在、私の愛、私の正義を否定するこ
とが、進歩や文明の証明になるのか？ 

62 あなた方は、あらゆる自然の力や自然の驚異の中に、神聖で、より高く、賢く、正しく、力強い存在の働きを見出
す方法を知っていた原始人よりも進歩していないのです。彼らは、すべての良いもの、存在するものすべてをその存在に帰
し、それゆえそれを崇拝していました。 

63 知能を高めることで、身体的な感覚が認識するものを理解しようとしたのだ。彼らはすでに私にどんな完璧な礼拝
を捧げることができたのだろうか。真理を完全に理解することができるのだろうか？それでも、彼らの驚きと信仰と礼拝は
、わが霊が時代を超えて世話をしなければならない広大な畑の初穂として、私に受け入れられたのである。 

64 あれから今まで、私は人類にどれだけ多くの教えを与えてきたことか。そして、わが愛がどれほど多くの啓示をそ
れに託したことでしょう。それにもかかわらず、これらの人々 は理解の頂点に達し、神への崇拝は完全であるべきなのに、
彼らの利己的で高慢で非人間的な科学は私を否定するために立ち上がり、存在する宗教団体は日常と伝統の無気力に生きて
います。 

65 私はあなたに自由意志を与え、私の子供たちに与えられたその祝福された自由を尊重しました。しかし、私はまた
、あなたの存在の中に聖霊の神聖な光を置き、それによって導かれながら、あなたの能力を正しい道に導くようにしたので
す。しかし、私はあなたに言う。魂と肉体の戦いの中で、魂は敗北し、痛ましい転落を経験し、私である真理の源から次第
に遠ざかっていった。 

66 彼女の敗北は最終的なものではなく、一時的なものです。飢え、渇き、裸、暗闇に耐えられなくなったとき、彼女
は奈落の底から立ち上がるのです。痛みは彼女の救いであり、その後、彼女が精神の声を聞くとき、彼女は強く、輝き、熱
狂し、鼓舞され、その能力を新たに発揮するのである。しかし、もはや善にも悪にも使う自由はなく、神の法則の成就にの
み捧げることで、私のスピリットに提供できる最高の奉仕となるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 258 
1 民よ、あなたがたはわたしを恐れている。あなたが恐れるのは、わが正義か、それとも不義か。もし、それが私の

正義であるなら、あなたは自分の作品について神の裁きを受けることに同意しなければならないことを知りなさい。もしそ
れが不正であるなら、あなたは間違っている。私はそのような不正を行うことはできないからだ。 

2 この裁判官は、あなたの罪を公表したり、親しい人々 にあなたを裏切るのではなく、あなたを一人ずつ呼び、あな
たの心に語りかけ、必要に応じてあなたをテストし、仕事を終わらせるか、過ちを償うか、新しい機会を与えてくださいま
す。 

3 もし御父の最大の愛が神の正義に存在しないなら、もし御父の正義がこの起源を持たないなら、この人類はもはや
存在しないでしょう。その罪とその絶え間ない違反は、神の忍耐力を使い果たすでしょう。しかしこれは起こっていません
。人類は生き続け、魂はまだ受肉しています。そして、あらゆる場面で、あらゆる人間の仕事の中で、愛と無限の慈悲であ
る私の正義が顕現しています。 

4 私が話す内容を理解するためには、人々 は私の教えの意味に浸る必要がありますが、これまで彼らは地上の事柄や
目標に忙殺されてきました。しかし、今、彼らは、自分たちを占め、奴隷にしているものをしばらく置き去りにして、大空
に視線を上げ、内心で私に尋ねる時が来たのである。私たちの生活はどうなってしまったのか、私たちが気づいていないこ
とは何だったのか。"これは、これから多くの人が持つであろう悟りの瞬間である。 

5 他の人々 は、私がこの時代に与えた言葉に驚き、あなたたちであるわが使者、わが証人、弟子たちの心に届くだろ
う。 

6 人々 はわが啓示に対する真理を否定しようとするだろう。しかし、事実、証拠、出来事がこの真理を語り、証言す
る。この真理は、わが民の唇から「第三の時代」の偉大なメッセージとして発せられるだろう。また、わが教えは著作を通
じて世界中に広まる。これは、わが使徒たちに古くから与えている許された手段だからである。ただ、私の真実を見守り、
最も純粋でシンプルな方法で心に伝えてほしいのです。 

7 弟子たちよ、まもなくその言葉を終わらせる主人が、すべての教えの中で、あなた方の闘いのための霊的準備のレ
ッスンをどのように与えているかを見なさい。 

8 あなた方は、運命が変わる広大な砂漠を越えて、私の教えを受けに集まってきているのです。その理由は、あなた
の魂が、私の帰還が予告された時が来たと感じ、それを呼ぶ神の声を聞いたからです。 

9 病人、飢え、渇き、疲れた人々 が、希望の光に鼓舞され、愛のパン、命のマナを待ち望みながら、創造主の御前に
やってくるのです。 

10 皆さん、どうぞよろしくお願いします。私の平和の陰で休み、食べ、飲み、あなたの病気を養いなさい。 

11 このみことばを根気よく聞き続け、人生の苦難を耐え抜くことを目指せば、信仰と知識が強くなったので、重荷が
軽くなるのを感じることができるだろう。 

12 私にこの世の財や宝だけを求め、霊的な賜物の存在を認めない者は、失望を経験し、召された道から離れるとき、
その手は空しく、その心は荒れ果てるであろう。彼らはまだ不浄を愛する魂であり、私は彼らに別の時間を与えなければな
らない。そうすれば、彼らは成長し、経験を積み、私の道に戻ったとき、より私を受け入れる準備ができるだろう。 

13 霊性を持ってやってきた者にとって、この言葉による私の存在は、愛と正義と知恵と平和に飢えた者の欲望が、霊
的王国の最高の食物を提供される、真の光の饗宴なのです。これらの者は私の道から離れることができず、その上に世の中
の財を受ける方法を知っているのです。 

14 私の作品は彼らの生活の中で必要不可欠なものであり、素材は自分たちを生かし、託された仕事を全うするための
補助的なものとなるでしょう。 

15 ああ、もしあなた方がこの御言葉の太陽がすぐに隠されてしまうことを理解していれば、その価値と光を何か心に
留めておくことを急ぐことでしょう。しかし、あなた方は理解するのが遅すぎるし、抵抗がありすぎて、新しい時代の到来
が近いことを見ることができないのです。 

16 確かに、私があなた方と一緒にいた形態での私の存在は短いものであり、あなた方が初めて私の言葉を聞きに来た
時に持っていた大きな荷物の一部である過去の多くの習慣、信念、考え、行動様式を忘れて、現在と未来を生きることが必
要なのです。 

17 私は魂の救済者であり、あなたの信仰と人生の守護者である。私の慰めの声を聞かせず、私の霊から湧き出る真の
光を見せないで、あなたが奈落の底に落ち、砂漠で迷子になるのを放っておくことはできません。 

18 あなたがたは、私があなたがたの心に平和を与えることを聞くだけで満足し、仲間の心に私の仕事を蒔き、私の弟
子となる準備をしないでいるのですか。 

19 そうすれば、あなたは私について、わが律法と教義について語ることができ、たとえそれが絶対的な真理、あらゆ
る時代の知恵の光であっても、新たに現れるあらゆる光と戦う用意をしている人々 に驚かされることはないだろう」。 
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20 私があなた方を呼んだのは、あなた方の苦難を慰めるためだけでなく、同胞の痛みを感じ、その苦しみを慰めるこ
とを教えるためであることを理解しなさい。 

21 もし、あなたがたが人の間で何をすべきかを知りたければ、あなたがたが最初にわたしの言葉を聞いた日から、わ
たしがあなたがたの間で行ったことを考えれば十分である。 

22 私はあなたを許し、無限の慈悲と愛であなたを受け入れ、あなたの日々 の労苦からあなたを休ませたのです。私は
、あなたの社会的地位、あなたのことを考えるのをやめませんでした。 

私は、あなたの階級やカーストを判断したわけではありません。私はあなたの罪のらい病を清め、あなたの病苦を癒した。
私は、あなたの欠点を理解し、許し、慈悲深く判断したのです。私は、あなた方が隣人を救うことによって自分自身を救う
ことを可能にする愛の教義を与えることによって、あなた方を真の生命に戻したのです。 

23 私があなた方ひとりひとりにしたこれらの私のわざの中に、あなた方は、身も心も困っている人たちが大挙してや
ってくる中で、最も良い手本となるものを見出すことができる。 

24 私がここでこの人たちと話すとき、私は人類に向かって話しているのです。明日のあなた方の仕事は、人々 の心に
語りかけ、救済の業を完成させるわが言葉を友愛的に伝えることである。  

25 今日、あなた方は痛みに苦しめられ、この杯によって自らを清めることを理解しないことがあります。染まってい
るのに、どうして私のことを話すことができるのか。もし、あなたの心が利己主義に満ちていたら、慈悲と人間性の感情を
通して現れる愛が、どうしてあなたの心から流れ出るでしょうか？ 

26 神の子たちの不完全さによって、痛みが生じました。その痛みは、あなた方の心に働きかけ、あなた方が失った道
を示す教師となっています。私の愛があなたの心に宿り、そこからすべての悪を取り除く。 

27 この姿であなた方の間に響くこの声を聞きなさい、聞き飽きないように。私は、あなた方の心の荒れをなめらかに
し、1950年以降に私が姿を現さなくなったとき、あなた方の信仰を揺るぎないものにするために、私の顕現を長引かせた
のだ。 

28 人は科学に没頭し、心も体も地球上の生活に完全に没頭している。だから、私は人間の中から、この人たちを選び
、この人たちを通して、単純に、科学的なことなしに、話をするようにしたのです。私はこれらの心に触れ、そして私の光
で彼らの心を貫き、この愛のメッセージを私の民に届けたのです。 

29 この光は、あなた方の人生の道を照らし、そのためにあなた方は私に自らを捧げたのです。私の旅立ちの後、私の
真理を証しするために、あなた方を人類の中に残し、弟子たちの中に、その作品によって霊的愛の教義を説く師匠たちが現
れるでしょう。 

30 天の国の喜びは、すべての人のためにあるのです。この地上では、その平和と永遠の生命を少しばかり垣間見るこ
とができます。地上において善良であれ。そうすれば、私の平和を欠くことはない。 

31 私があなたに言葉を与えてから、あなたは命の書の多くのページが過ぎ去るのを見た。一つひとつが完璧な教えに
なっています。ある時は父の愛が語りかけ、ある時は師がその椅子の前に置き、ある時は裁きがあなたをかき乱したのです
。 

32 皆さんは私の言葉を受け取りました。ですから、皆さんは従うべき霊の指示と課題を受け取りました。ある者は着
手し、ある者は出発の時を待ち、ある者は準備中である。あなた方の中で、展開する能力を受けていない者は一人もいない
。しかし、私がまだこの形で自らを現しているので、すでに展開し始めた人もいれば、私の顕現の時期が過ぎてから魂の展
開を始める人もいます。しかし、このような時代だからこそ、皆さんは一つの精神として立ち上がりましょう。 

33 あなた方には、私の言葉を理解し、私のインスピレーションを受け、これから起こることを知らせるヴィジョンを
受け取る才能があります。 

34 今日立ち止まった者たち、すなわち私の神聖な光線を受け取るための贈り物を受け取った者、あるいは彼らを通じ
て霊界が顕現することを許可すべき者で、その使命を果たしていない者たちは、後でそれを果たしにかかります。ただし私
はすでに、彼らが人類に混乱をもたらさないよう、伝達形態を変えなければならないと伝えているところです。 

35 ある者はある国に、ある者は他の国にと、世界中に散らばっていても、私がもたらした霊的な調和によって、皆が
一つになったと感じる日が来るでしょう。 

36 私は、あなた方が互いに愛し合い、その絆によって強く、無敵の存在となるよう準備します。そのため、私は愛情
深く忍耐強い主人として、その模範を示して弟子たちに道を示してきたのです。あなたの歩みを、あなたの仕事を、あなた
の言葉や考えさえも見守ってください。あなたの不完全さを判断するのは人間ではなく、常にあなたの良心を通してあなた
を正すのは主人である。 

37 私の力と私の愛を証明するために、罪深い人々 を通して私を知らしめることは、私の意志であった。さあ、御霊に
よって、あなたの父に向かって、あなたも父を愛していることを証明しに行きなさい。この目標に向かって努力し、精神と
精神との崇高な対話に到達し、最初に刈り取った果実に満足することなく、完全なものに到達したときに初めて、その果実
を得ることができるのです。そうすれば、すべての人間は、創造主の愛への欲求の中で上方へ進化する方法を知っている人
の々ために定められた道を永遠に導く、神聖なガイドを自分の中に持つことになります。 
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38 言葉となった私の光も、人生も、試練も、すべてはあなたを物質主義から解放するためのものです。明日には、人
間の科学でさえ、精神性、高揚感、高貴な目的を持ち、外見上隠されていたもの、現実には発見できなかっただけのものに
ついて語る術を知ることになるのです。なぜなら、秘密を突き止めるのは知性ではなく、魂であり、それは純粋さを獲得し
たときにのみ起こるからだ。 

しかし、皆さん、霊とそれに属するものに目を向けるために、人間の生活と地上の任務がおろそかになり、その結果、
皆さんの健康と身体が、今日まだ皆さんが疑っていないような結果になることを心配しないでください。なぜなら、今日の
人々 の魂が、今日生きている汚物から立ち上がるとき、その身体に新しい力と今まで知らなかった光を感じ、人々 を幸福と
福祉と健康に満ちた存在を創造するように導くからです。 

39 人はなぜ、一過性の、時には無意味な礼拝行為によって、絶え間なく自分の魂に近づこうとしたのでしょうか。永
遠の命の本質や実体のない儀式で、魂や心を惑わすべきではありません。 

40 この光が早く人々 の心に届くことが必要なのです。最初は紛争や闘争の原因になることは問題ではありません。光
と闇、真実と虚偽、善と悪は常に衝突してきた。夜の影が日の光で消えていくように、人の悪も私の愛のメッセージの前で
は消えていくでしょう。 

41 その「第二の時代」に、私が人間としてやってきたことは、ごく一部の心しか信じてもらえなかった。しかし、人
類はその後、救世主の誕生を新しい時代の始まりと判断するようになった。同じように、この時代、私があなた方に示すこ
との始まり、すなわち、私が聖霊として来ることは、明日、別の時代の始まりとして確立されるでしょう。 

42 神聖な愛の体現者であるキリストが語ることに耳を傾けてください。 

43 善意の人々 、真理を愛し愛の種を蒔く人々 に平和を。 

44 私は、彼らが私に届かなかったからこそ、人々 を探し求める『言葉』なのです。なぜなら、真理こそ、あなた方が
わが意志に従って入るべき王国だからである。 

45 もし私が最初に、真実のためには多くの離脱が必要であることを告げなければ、どうやって真実を発見するのでし
ょうか。 

46 真理を見つけるためには、時には自分の持っているものを捨て、自分自身を捨てることも必要です。 

47 自己満足、唯物論者、無関心な人は、自分の住んでいる壁を壊さない限り、真実を見ることができない。私の光を
直視するためには、彼が情熱と弱さを克服することが必要なのです。 

48 唯物論者は人間の命だけを愛している。しかし、自分の中のすべてがはかないものであることを認識し、それを強
烈に生きようとする。そして、自分の計画や願望が実現しなかったり、何らかの苦痛を受けると、絶望して神を冒涜し、運
命に挑戦し、自分が受ける権利があると信じている利益を与えてくれないと非難するのです。 

49 彼らは不屈の肉体を持つ弱い魂であり、道徳的に未熟な存在である。彼らは、物質化の際に、あまり価値のない作
品を誤って評価することを理解させるために、さまざまな方法で試されている。 

50 マテリアライズドは、どれだけ自分の運命を変えたいと思っているのだろう。自分たちの考えや意志のままにすべ
てが進むことを、どれほど望んでいることだろう。 

51 神の正義に挑戦したり、神の力に不信感を抱いたりすることなく、人は神から望むすべての善を得ることができる
。私の愛は、自分の存在を向上させたいと思う人の話を聞く準備ができています。 

52 真理を愛する善意の人々 に平和を、彼らは神の意志に従うために何かを行うからです。そして、私の保護のもとに
身を置く者は、必然的に私の存在を感じなければならない。彼らの魂と人間生活の両方において、彼らの闘争において、彼
らの必要において、彼らの試練においてである。 

53 善意の人は、父の掟に従う子供たちです。彼らは正しい道を歩み、大きな苦しみを受けたとき、赦しと平和を願っ
て私に魂を捧げるのです。痛みは必要なものだと知っているから、我慢して耐えているのです。耐えられなくなったとき、
初めて自分の十字架の重荷を軽くしてくれるように頼むのです。「主よ」と彼らは私に言います。「私の魂が上へ向かうた
めには、浄化と苦しみが必要だと知っています。私が何を必要としているかは、あなたが一番よく分かっているはずです。
必要のないものは与えられない。それゆえ、汝の意志が私のために行われるであろう。このように考え、祈る人は幸いであ
る。彼らは、自分の人生の試練に適用するために、師の模範を求めるからである。 

54 確かに、あらゆる痛み、苦しみは、心を新たにし、魂を揺さぶり、汚れを落とし、上へ上へと成長する機会を与え
てくれるのです。 

55 この杯を愛と忍耐で飲むとき、魂の痛みはどれほど良いものになるのだろうか。 

56 あなたの魂の試練は遠かった。あなたは、風が吹くと痩せた葉を落として裸になり、後に新しい葉で覆われる千年
樹のようなものです。こうして、木は父の意志を実現する。同じように、皆さんも、御父が生涯にわたって与えてくださる
試練や教訓によって、古い衣、魂の不純物やぼろ布から解放され、新しいお祝いの衣を身に着けることによって、それを果
たすべきなのです。 

57 弟子たちよ、痛みは心の中の悪い実を取り除き、経験を積ませ、誤りを正させることを知りなさい。 
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58 このように、お父様はあなた方の心を明るくするために、あなた方を試されるのです。しかし、もしあなたが私の
賢明な教訓の意味を発見しないために理解できず、実りのない苦しみを味わうなら、あなたの苦しみは無意味であり、あな
たは教訓を評価しないのである。 

59 この間、私はあなた方に人生の意味を説明し、その中であなた方の苦痛の理由を知り、償いと賠償の意味を知り、
なぜあなた方が自らを清めなければならないかを説明しました。私の民が私の教えを理解し、感じるとき、新しい人類の基
礎が築かれるのです。 

60 痛みに震えることがありますか？枝が曲がり、痩せた葉が抜け、悪い実が落ちていませんか？あなたの魂が獲得し
た善は、この世で最も価値のあるものとは比べものにならないほど価値があると、私はあなたに告げます。 

61 例えば、木が暴風にあおられる様子など、自然の中で日々 観察できる例を挙げています。物質的な自然は神性の現
れであり、だからこそ、現世であなたを取り巻くすべてのものの中に、あなたの精神に対する教訓や啓示を見出すことがで
きるのです。 

62 体が生きるために、空気、太陽、水、パンを必要とするように、魂もその性質に応じた生活環境、光、栄養を必要
とするのです。もし、滋養を求めるあまり飛び立つ自由を奪われたら、弱くなり、枯れ、鈍くなる。まるで、子供がいつも
ゆりかごの中にいて、部屋に閉じこもることを強いられるように。手足は不自由になり、顔色は悪くなり、感覚は鈍り、能
力は衰える。 

63 魂もラメになることに気づけ!世の中には、精神的に不自由な人、目の見えない人、耳の聞こえない人、病気の人
で溢れているとさえ言えます魂が自由に成長することなく幽閉されたまま生きていると、知恵も力も徳も成長しない存在に
なってしまいます。 

64 荒れ狂う嵐を待たずして、不純物を浄化し、季節の訪れを待って、その中で自分を新たにし、浄化し、花を咲かせ
ることができるのです。 

65 他の高い世界に行くために、この世界で学ばなければならないことがたくさんあります。 

66 学び、考え、理解し、戦い、苦しみ、希望する。常に愛と、そして信念を持って。信仰と善意の人であれ、そうす
れば偉大な魂となる。 

67 あなたを取り囲む自然の中に私の存在を求めたいなら、そうしてください。わたしはすべての中に、わたしのすべ
ての働きの中にいるのだから、あなたがすべての中にわたしを発見することを知っている。 

68 わたしが、わたしの神聖なことばを彼らの口から流れ出させるために、しばらくの間、わたしを隠しているこれら
の人々 を通して、わたしがどのように自分を知らせるかを見てください。いつになったら、この世のものを超えて、私を見
ることができるのか。いつになったら、人間の楽器を使わずに、あなたの霊的な感覚を通して、私の声を聞くことができる
のでしょうか。 

69 神様の永遠の教えの言葉は、神様が「言葉」であるからこそ、絶え間なく響くのです。しかし、悟りを開いた人だ
けが、それを直接、つまり霊から霊へ聞くことができるのです。 

70 あなたが神と人間との直接的な交わりを得れば、あなたの存在の調和を達成すれば、天使と人間、天と世界、あの
世と地上界、霊と物質が一体となる歌を聞くことができます。すべての人は、自分の作品に命を与え、彼らを自分の子供と
した神聖な存在への愛の賛歌で一致する。この賛美歌の中で、弟子たちは一致団結するのだ。 

71 人の手によってではなく、神の心によって建てられた自分の内なる聖域に入ることが必要なのです。そこで真理の
啓示を知り、永遠の本質を理解し、あらゆるはかないものにまさってそれを愛することができるようになると、私はあなた
に告げます。 

72 あなたの身体は何ですか？飛翔の短い儚い小鳥。無意識のうちに、消えゆく自分の姿を歌う鳥。エゴイズムの中で
、自分自身に多くを求め、要求する哀れな身体。一方、魂は、世界には見えないが、純粋で明るく、時間の経過とともに高
く昇っていく鳥である。それは、年齢も年数も世紀も存在しない存在である。 

73 何月何日、何時、何年に生まれたか。しかし、あなたは自分がいつ霊的に生き返ったのか知っていますか？ 

74 魂を上げてください。それはあなたの人生の本質であり、あなたの運命であり、あなたが創造された目的なのです
。起きなさい、そうすれば私のところに来ることができるのだから。私は、あなたがこの世で出会ったものよりも、はるか
に多くのものをあなたに与えることができるのです。 

75 愛がやがてあなたを征服し、愛によってあなたは私を知ることになるに違いない。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 259 
1 ようこそ、私の弟子たちよ。あなた方は私の教えを聞きに来たのだ。私はあなた方のために宴会を準備し、永遠の

命の食べ物であなた方を養うようにする。 

2 たとえあなたの「肉」が弱くても、あなたの魂は私に従えるほど強いのです。心を整え、世に属するものを捨てて
「みことば」を聞く弟子は幸いである。 

3 あなたの魂に恵みの衣を捧げます。時の流れの中で、あなたがたは私が与えたものをボロ布にしてしまったからで
す。 

4 私の律法は、あなたがたが常に受けてきた教えであり、あなたがたが従わなかった律法であり、その不従順によっ
てあなたがたは混乱に陥ったのである。今、私は聖霊の光であなた方を新たに啓発しているのです。 

5 私は、計り知れない価値を持つ宝石をあなたに託し、人類の前で輝けるようにしました。隠さず、奪わず。 

6 今日、あなた方は私の古代エルサレムへの凱旋を記念している。今日、人間はまた、その物質的な手に棕櫚の枝を
持って私の前に姿を現している。しかし、彼の心に安らぎはないようだ。 

7 そのとき、群衆は主の恵みが自分たちとともにあることを知ったので、魂をこめてホサナを歌って私を迎えた。こ
うして彼らは、神の子が民衆とともにいることを証ししたのである。 

8 その後、あなたがたの使命を果たすことを教えるために、十字架の聖なる祭壇の上で生贄となったとき、多くの人
が、イエスが預言者たちによってずっと前に告げられた真の神の子、神の子羊であるはずだと疑った。しかし、小羊がその
血によってあなたがたを啓発すると書いてあったとおりです。 

9 今日、私は聖霊のうちに来て、あなたがたに新たに私の指示を与え、あなたがたを霊化し、聖霊の光で闇を払い、
あなたがたの心を新たにし、徳が完全に発現するようにするのだ。 

10 人はまだこの言葉を聞いていない、彼らはお互いを軽視している。しかし、私はあなた方を「強いイスラエル」と
呼びました。なぜなら、あなた方は私の力に満たされ、人類の間に私の霊的存在を目撃するために旅立ち、私の真実をもた
らし、今、世界が空にしている苦しみの聖杯を取り除くことができるようになるからです。 

11 あなた方の中には、飢えた狼がいる。あなたは見て祈り、私の教えを実践しなければならない。私の戒めに従う者
は、私の平和を感じることができる。 

12 この間、わたしは、あなたがわたしを理解できるように、明瞭にあなたがたに話してきた。私はこの道が通れるこ
とを示したのだ。痛みがあなたを襲うとき、それを送られたのは父ではありません。その原因は、あなた方自身の不従順に
あるのです。 

13 私は無限であり、崇高であり、聖なる愛であること、私はすべてを愛していることを悟ることです。しかし、私は
あなたがたに言います。父があなたがたを愛するように、あなたがたを愛しなさい。 

14 私は、るつぼの中の金のように、あなた方を浄化し、人類の模範となるために来たのです。私の教えを理解するこ
とが必要です。そうすれば、あなたは仲間の間で、すべての魂を照らす光の松明となることができます。 

15 あなたの霊魂こそ、私から出たものだから、私が永遠の命を与えたいと思うのだ。私は、それが私に従い、霊から
霊へと私と交わることができるように、それを準備しているのだ。 

16 物質的な椰子の枝は私に届かないから、霊的な方法であなたの椰子の枝を私に見せてください。人類が苦悩の聖杯
を空にするとき、あなた方は生きているのです。あなたもその苦しみに襲われないように、見ていてください、祈っていて
ください。 

17 この時代、人類はわが受難を記念しているのです。しかし、本当にあなたがたに言うが、今あなたがたは、私があ
なたがたをよみがえらせる時にいるのだ。 

18 人類がその狂信、その異常と罪の中で、いまだに私を十字架につけているのを見るとき、わが霊の痛みは偉大であ
る。しかし、あなた方は、悟りを開いた選ばれた人々 であり、永遠に人の間に君臨するわが真の教義に従うのである。人は
私の愛を拒むことはできないし、私の神聖な光を曇らせることもできないでしょう。私は、あなたがたが私の足跡をたどり
、私の律法を果たすことができるように、私のことばで励まし、導いているのだ。 

19 明日、あなた方は私の神性に祈りながら立ち上がり、直感に啓発されて、仲間の道を導く者となるのです。 

20 私があなたに託した使命は、あなたが常に果たさなければならない使命です。あなたの仲介によって人類は私の光
を受けなければならず、私はそれを恵みの生活へと引き上げるからです。 

21 イスラエルは、眠り続けたいという願望がない。もしそうすれば、自然の力があなたを目覚めさせ、私があなたに
託した崇高で困難な使命を果たしていないことを非難するでしょう。 

22 私はあなたに自分の才能と、私があなたに託して清め耕させた畑の広大さを知らしめたのです。 

23 あなた方は私の保護下にあり、命の木の葉の下にいる私の子供たちであり、あなた方の魂は喜びに満ちているので
す。選ばれし民よ、あなたがたに言おう。あなたがたのうち、わたしの慈悲を願った者が、それを受けなかったものは誰で
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あろうか。私の大いなる恩恵を知って、父があなた方とともにおられることを証しするために旅立ったあなた方は幸いであ
る。あなたがたのあかしのために、大勢の人々 が旅立つからです。 

24 人々 が魂の中に恵みの生命を持つことができるように、人々 が私の中に最高の医師を発見することができるように
、そして人々 が霊から霊へと私を求めることができるように、私があなたとともにいたことを証ししてください。 

25 第二の時代、私の弟子たちは私の教えを広め、人類がそれを学び、反省し、適用するようにしました。しかし、そ
の後、人間は私の教えの核心から離れ、大衆を導くために独自の法則を作り出しました。しかし、私は人間が異常なまでに
物質化して作り出したものを認めない。私はただ、私の真の神殿はあなたの心と魂に建てられなければならないことを、あ
なたに思い出させるだけです。 

26 この時代、私を求めるあなた方に、私を心に感じ、私の教えを刻み、恵みと光に満ちた生き方をするようにと教え
てきました。 

27 この平和のメッセージを人類に届けるため、謙虚な姿勢で準備し、出発してください。あなたの父が、その律法を
すべての人に認めさせ、従わせ、彼らが恵みの生活を送り、霊から霊へ私を求める方法を知ることができるように、彼らの
ために祈りなさい。 

28 と言ったことを思い出してください。あなたがたのうち二人または三人がわたしの名によって集まるとき、わたし
はあなたがたの中にいて、あなたがたの準備にしたがって、自分自身を明らかにする。 

29 私はこの時代、人類に私の愛の証しを与えるために、選ばれたあなた方の間で自分を知らせるために来たのだ。 

30 あなたは人に証しし、人が覚悟を決め、物質化を取り除けば、その霊で私を感じ、見ることができることを教えな
ければなりません。それゆえ、私は人間の知性を通してあなた方に語りかけ、この罪深い人間を通しての顕現は、あなた方
が私の言葉を受け取り、後にそれを人類にもたらすために、私があなた方に与えた愛の証明となったのです。 

31 イスラエルよ、備えよ。人間の知性を通してわが顕現の時は短い。備えが足りないために、明日、孤児のように感
じて、派手な教会に集まり、儀式と物質的な歌で満足する群衆のような真似はして欲しくないのである。 

その大勢の中で、私を感じている人は少ない。しかし、私はあなた方の心を整え、魂を啓発するために来たのだ。愛に
満ちたわが言葉を与えるために、あなた方がわが存在を感じ、明日、この愛と平和を同胞に伝える者の一人となるように。 

32 もし、あなたがたが私の言葉を通して愛に満ちた心を準備しないなら、大きな試練と嵐が人類を襲う時を経験する
とき、あなたがたはどうなるのか、あなたの隣人はどうなるのだろうか。 

心に平安がないのです。もし、これらの人々 が慰めを求めて短期間、快楽に身を委ねたとしても、これらの快楽のすべ
てには、私の平安を感じない苦しみと病気の魂があると、私は真実に告げます」。彼らが求める気晴らしは、肉体的な感覚
を満たすだけで、魂には苦痛しかない。 

33 この人類は私を感じていない。この人類に手を取って道を示す者は、まだ誰も来ていない。私は彼女を罪のない者
のように迎え入れ、その罪を憐れみを持って裁く。彼女に償いの機会を与える。 

しかし、選ばれた人々 よ、わたしに耳を傾け、わたしが自分自身を現した者たちよ、霊的な場所に到着し、わたしへの
不従順を告白するとき、わたしの前でどう感じるだろうか。あなた方は父から恵みを受けた人たちであり、私はあなた方の
困難な使命を果たすとともに、あなた方を迎え入れたいのです。私は、あなた方が私の前で非難されることを望んでいない
。私は、父親のような微笑みであなた方を迎え、光の精霊として、隣人を導き、保護する者として、再びこの世に送り出し
たいのだ。 

34 本当にあなたがたに言う。あなたがたは、エリヤがいろいろな方法であなたがたを拾い、羊として私のところに連
れてきた選ばれた者たちであるから、私のところに来たのである。エリヤの羊小屋の中にいる者は、誰でもエリヤに守られ
る。この疲れを知らない羊飼いは、狡猾な再現からあなたを守ります。 

35 聖霊があなたを啓発しているのです。しかし、この恵みを持つのは、わが神璽を持つ者だけでなく、エリヤによっ
て準備され、導かれてわがもとに立ち上がる者すべてである。 

36 聖霊の光は、あなたがたが霊と真理において私とともにいることができるように、あなたがたを啓発した。これこ
そ、あなた方が私の愛を感じ、救いを見出す方法なのです。 

37 私はエリヤが私の前に連れてきた羊を受け取ります。彼は失われた者を求め続けるだろう。わたしは地のすべての
民と来るすべての世代に、わたしの慈愛を授けるからだ。 

38 この無尽蔵の水源、澄みきった水を飲み、永遠の命のパンを養い、ぶどうの木の実をとるのだ、と。見よ、わたし
の食卓に、あなたがたのために最高の場所を用意した。 

39 イスラエルよ、あなたがたに問う。あなたがたは、諸国のために何を求めるのか。この特典は、あなただけのもの
ではありません。諸国がいかに大きな苦痛の試練を受けたかをご覧ください。しかし、あなたがたに言う。イスラエルよ、
あなたがたが同胞のためにとりなし、祈るならば、わが意志は全人類において達成されるであろう。 
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40 男たちが私の教えを歪曲したのだ。しかし、私は、私の教え、私の知恵で、もう一度あなた方を訓練するために来
たのだ。そうすれば、あなた方は私の弟子となり、明日、世界の人々 を指導し、その魂に私の存在を実感させる者となるで
あろう。 

41 各国は新たな戦争に突入する準備をしている。しかし、もしあなたが見守り、祈るなら、私は人類にわが平和を捧
げ、与えるだろう。 

42 私はこの第三の時代に、あなたを墓からラザロのようによみがえらせるために、霊でやってきたのです。私はあな
たのハンセン病を癒し、あなたの苦しみを取り除いた。 

43 私の愛を胸に抱いて、人類を導く覚悟で旅立ち、あなたに木陰を与え、その実で命を与えてくれた木を示すために
、私はあなたに指示を与えました。 

44 人々 を私のもとに招き、わが父なる愛撫を与え、魂を啓発し、果てしない悪の海から救い、乳と蜜を与え、その人
生から苦味を取り除くために。 

45 もし、あなたが同胞にこのように話すなら、あなたはいつでも、私があなたに与えた任務を果たしたことになるの
です。愛する人々 よ、自らの内に良心の声を聴き、私を愛し、同胞を愛する決意を固めよ。 

46 私はあなたの心の愛を求め、あなたがその中に私のための聖域を築くことができるようにします。私はあなたを愛
している。私はあなたを神の恵みで飾り、あなたが私に仕えることができるように、あなたを啓発した。 

47 私はこのみことばをあなたがたの中に置き、明日、良い種として増やしていく。あなた方がこの形で私の声を聞か
なくなったとき、大勢の人々 が私の弟子たちに向かい、声の主を通して聞くことができなかった教えを受けることになるか
らです。あなたは彼らを指導し、私は彼らとともにいる。あなた方はわが法則に献身し、従順でなければならない。そうす
れば、わが仕事はあなた方を保護する防御として役立ち、あなた方は霊化の旗を掲げることができるのだ。 

48 イスラエルよ、人類を苦しめる大きな試練が用意されているのは、人類がそれを望み、破壊の決意がまだ彼らの心
に生きているからであり、また彼らがこの世に自分たちの神を作り出したからである。しかし、人間が自分の意志を行う前
に、父なる神は人類の間で新たにご自分を感じられるようにされます。 

あなた方、私の民は、その時ノアが人々 に語ったように、私の律法である救いの箱舟を再び示すために立ち上がるのだ
。 

49 私の民よ、あなたがたのもとに来る者を受け入れる準備をしなさい。私の愛を与え、互いに愛し合うことを教え、
私の律法を示し、彼らの心に信仰の炎を燃やし、私の言葉をもって平和を与え、彼らの道にそれを糧とすることができるよ
うに。あなたはそれらの大勢に、霊から霊へと私を求めることを教えなければならない。 

50 あなたはこの使命を果たすために地球に来たのです。そのために、私は私の言葉を通して、この澄んだ水であなた
の魂の渇きを癒し、あなたを強くし、癒すために用意したのだ。あなたは大胆に立ち上がり、私の名によって人々 に語りか
けるのだ。あなた方は私の使者であり、あなた方の仲介によって、私の光を彼らに与えるであろう。 

51 祈りのうちに立ち上がりなさい。私はあなた方と共にあり、霊的な世界とともに、あなた方は徐々 に人々 を目覚め
させていくのです。私を感じず、苦しみの中で嘆き、私に言う者のために見守り、祈りなさい。"父よ、父よ、なぜあなた
は私たちを聞いてくださらないのですか"。 

しかし、霊から霊へと私を求める方法を知っているあなた方は、沈黙の中で、そして自分の魂の高揚の中で、祈り、私
を求めることをあなたの同胞に教えるでしょう。わたしは彼らにわが赦しを明らかにし、光と知恵を与えて、わが律法を全
うさせる。 

52 私を認め、私と共にいるあなた方を通じて、私は広大な悪の海で滅びゆく人々 を助ける。私は彼らを許し、祝福し
ます。しかし、あなたがたの神、主から善を受けたあなたがたは、私があなたがたに教え、啓示したすべてのことを人類に
証しし、彼らも私を愛し、その霊的使命を果たすようにしなさい。 

53 この地上の現代に、新しい神の民、「イスラエルの民」が現れると預言されているのだから、わが言葉は必ず実現
される。しかし、私が「New People of 

Israel」と言ったところで、ユダヤ人のことだと勘違いしてはいけない。私があなたがたに話す民は、あらゆる民族とあら
ゆる言語から形成されるからである。その共同体は物理的なものではなく、霊的なものであり、その使命は霊的なものであ
るのと同じです。 

54 第一時代のイスラエルは十二の部族から成っていましたが、今は新しい民が遂行する12の任務、つまり十二の神
の任務があり、その相互作用によって無敵の民としての力を発揮します。 

55 人々 は新しい部族を形成するためにグループを形成する必要はないだろう。私は彼らを作り、それぞれに異なる使
命を与え、人々 の間で実行させるつもりだ。 

56 直感、啓示、霊感の賜物が新イスラエルの精神に目覚め、それらを通して私のメッセージを受け取ることになるか
らです。 
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57 新しい人々 を形成する人々 は、地上で選ばれるのではなく、私の愛のために、彼らはすでに進化した存在として、
光の存在として、彼らのために定められた道から外れることができないように、魂の中に印をつけられ、あるいは封印され
るのである。 

58 第一時代、イスラエルが約束の地を求めて砂漠を越えるために準備と命令を行い、部族ごとに異なる任務を任され
たように、この時代もある者は他の者を霊的に強化し、それぞれが自分に任された任務を果たすのです。 

59 今、私の声を聞いているあなた方は、この民の一部に過ぎず、やがて全地に散らばり、大空の星のごとく多くなる
であろう。 

60 あなた方の何人かが受けたその印は、この第三の時代の新しいイスラエルの民の中で任務を遂行する一人一人がそ
の魂の中に持つ印の象徴に過ぎない。 

61 何度も言いますが、あなたの魂は、地球に来る前から、自分の中にすべてを秘めているのです。ですから、あなた
が「封印」と呼ぶその行為は、あくまでも象徴に過ぎなかったのです。しかし、あなた方の任務はすでに決まっているのだ
から、喜びなさい。あなた方は、新しい民の懐で、あなた方の運命と役割をすでに知っているのだから。 

62 あなた方は、わが指示を諸国民に告げる先駆者であり、私があなた方を受託者とした神のメッセージを人類に明ら
かにする者であろう。このメッセージによって、すべてのメッセンジャーとマークされた者は霊的に統合されるからです。
あなたは、魂のすべての才能と能力が解放されるときを人類に告げ、それらを発見し、展開し、使用する方法を教えなけれ
ばならないのです。 

63 霊感、直感、言葉の賜物、癒し、預言、啓示、霊的対話、これらは私の民に注がれ、すべての人を新しい人類にす
る賜物である。しかし、祈り、信仰、勇気を持ち、同胞の間に平和、正義、慈愛を広めることができるようにしましょう。 

64 私の使者は、あらゆる場所で、あらゆる機関の懐で、任務を遂行する。彼らの心は、自分が果たしている霊的な使
命を知らないでしょうが、彼らの霊魂は、自分がしていることのすべてを完全に認識していることでしょう。それは、心が
この世で果たさなければならない運命を示し、心が実現しなければならないすべてを明らかにする。 

65 このメッセージを受け取ったあなた方の責任は、なんと大きいことでしょう。あなたがたは、聞いたことをあかし
し、霊性の模範となり、教えとなるために、自らを準備しなければならないからです。 

66 あなた方が人に福音を告げるために唇を開くとき、あなた方の間には一点の曖昧さもあってはならないし、あなた
方の言葉や文章だけでなく、作品にも真実と寛容さが表現されなければならない。 

67 では、お聞きします。あなたは、人類のためにモーニングコールを鳴らす人になりたいですか？その音は、真実が
心を呼ぶチャイムで、人類を目覚めさせたいですか？それとも、あなたの足跡がなくなるまで待ち、新しい世代が世界の人
に々この証を伝えることを望むのですか？ 

68 君たち一人ひとりを送り出したのは、私にとっても間違いではなかった。 

69 自分の弱さを知っているからこそ、選ばれ、送り出されることを疑ってしまうのです。しかし、これらの弱点は、
私が送り出した霊魂にあるのではなく、地上であなた方の試練となる肉体にあると言えるでしょう。 

70 やがて霊魂が肉体を凌駕し、すべての心に知の光を放つ時が来る。そうすれば、あなた方は自分の中でひとつにな
るのです。それは、新しいイスラエルの民の立派な子供となるために、父からあなたの魂に書かれた戒めに従うことです。 

71 マスターの神聖な光は、地球全体に広がっているのです。私は「働き手」に呼びかけ、あなたがたが主の食卓につ
くようにと呼びかけます。あなたの従順さと謙遜さを表現し、あなたの中に愛と理解と慈悲を持つことができるように、自
らを養うために来なさい。 

72 私、最高師範は、私の「労働者」たちに完璧な例を示しています。私はこの第三の時代に私の弟子たちを準備し、
あなた方が法を守り、慈悲を行使する心となるようにしています。 

73 愛する弟子たちよ、私の愛であなたたちを励ますために来たのだ。あなたたちが私を感じ、私を知ることができる
ように、あなたたちが誰から御言葉を聞き、それを研究し調べることによって理解することができるようにするために。 

74 愛する「労働者」たちよ、その中に身を浸してください。憎しみ、貪欲、虚栄心といった闇が人類に広がっている
のです。しかし、あなた方には大きな力がある。あなた方は私の仕事を語らなければならない。そうすれば、病人、「らい
病人」、不信心者が、この時代に「神聖な言葉」が何を伝えているかを認識できるようになる。 

75 あなたは世界の光です。しかし、あなた方は人の間で輝いているが、まだ自分自身を知らないし、人もあなた方を
認めていない。 

76 不信心な人類が口を開いてわが力を否定するのは、第二の時代に私が与えた証拠と奇跡を見ることを期待している
からである。人は魂を高める方法を知らず、祈り方を知らず、求め方を知らなかったから、偶像崇拝を養うのです。 

77 私があなたに尋ねることを教えたとき、私はあなたを真実の道、上向きの発展、準備の道に立たせました。あなた
がたは、人々 に見張ることと祈ることを教えなければならない。 
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78 考えて、勉強して、あなたは理解するでしょう。主人は、あなたの卑しさの中で、光と赦しと祝福を与えるために
ご自身を明らかにし、あなたを決して見捨てなかったのです。あなたの十字架を軽くするため、慰めを与えるために、私は
あなたとともにいる。 

79 畑と農具を預かったので、畑を耕し、耕作してください。 

80 人類は、私があなたに託した真実に飢え、渇きを覚えているのです。人類は暗闇、奈落の底、破滅に向かっている
。しかし、私を愛する心は、言語も人種も肌の色も違う人たちがいる。違いを見ずに魂に呼びかけをするだけです。 

81 イスラエルよ、あなたこそ、彼らに道を示し、私の指示を与えなければならないのだ。 

82 あなたが持っている恵みと、わが言葉の価値を認識しなさい。心を一つにして、心を一つにして、意思を一つにし
て、私があなた方に託した使命を正当に果たすべく、仕事に取りかかりなさい。 

83 互いに愛し合い、団結し、謙虚な姿勢の模範となる。私の言葉を伝え、健康を与え、慰めを与え、ラザロを墓から
よみがえらせ、盲人に視力を回復させ、足の不自由な人を癒し、そして人類はこれらの霊的奇跡を通して私を認めるように
なるのです。 

84 1950年以降、あなた方はもはや声の主を通して私の声を聞くことはないでしょう。そしてその時、あなた方は、
人間の理解力を通してご自分を知らしめたのは師であり、聖霊であったことに気づくでしょう。 

85 今日、私は父としての私の恩寵と、主人としての私の指示をあなたに与える。私は鐘の音であなた方を呼び、様々
な道からあなた方を拾い上げ、この時代に人間の指導者とする。私は、あなた方が果たすべき使命を思い起こさせ、象徴や
図形によって私を見ることができるよう、あなた方の霊的な目を訓練してきたのです。わたしから受けた啓示を人類に証し
するために、わたしはあなたがたに言葉の贈り物をしたのだ。 

86 あなたがたは、わたしに選ばれた者であり、あなたがたの行くところには、光の跡を残さなければならないと、わ
たしは告げたのだ。しかし、この痕跡を残すためには、自らを新たにし、覚悟を決めなければならない。 

87 もしあなたが私の教えに従うなら、あなたは世界から何を恐れることができますか？私は、あなたが私を理解し、
私に従うことができるように、すべての明確な方法であなたに話します。 

88 あなた方が真理の言葉を世界に伝えることができるように、また、あなた方が私の存在を実感できるように、私は
あなた方を教える。あなたの心の花を私に捧げ、あなたの善行の香りを私の霊に昇らせ、あなたの仲間の良き手本となり、
明日、これらの声の担い手を通して私の声が聞こえなくなったら、私の良き弟子として、人類にこの道を示すために出発し
てください。 

89 人は私の作品を不当に扱い、道を踏み外した。しかし、あなたがたは自らを鍛え、これ以上偶像崇拝に陥らないよ
うにしなければならない。人間の手によって作られた映像は、話すことも、感じることも、聞くこともできないからです。
私のエッセンスは、あなたと一緒にいるために物質化する必要があるのでしょうか？真実はどんなときにも勝てるわたしは
、あなたがたもわたしのあかしをすることができるように、いつも真理のことばを与えてきた。 

90 誘惑は、獲物を狙う鳥のように、あなたの才能を奪おうとしています。しかし、あなた方は信仰の自由がある時代
に生きている。抑圧の時代は終わったのだから、この自由を利用して、人間の悪意と嘘の奴隷にされることを許してはなら
ないのだ。 

91 この教えを愛をもって伝えなさい。愛こそ、私があなた方に与えたものだから。私は、あなたを信じさせるために
鞭を使ったのではありません。そうすれば、私はもはやあなたがたの父ではなく、あなたがたの神でもなくなるからである
。 

92 世の中の道と道において、あなたは痛みに遭遇しています。さあ、私の真実があるこの道をよく考えなさい、あな
たの霊的な視線でその栄光をよく考えなさい。私はあなた方に鍵、賜物、力を託した。人類があなた方を私の弟子と認める
ように、これらすべてを上手に使ってください。 

93 今こそ、あなた方は、声の主を通して私の声が聞こえなくなったときに、自分の使命を果たせるように、自分自身
を準備する時なのです。私は決してあなたから離れることはありません。私は、あなたが困難な使命を果たすことができる
ように、あなたを鼓舞し、精神から精神へと語りかけます。 

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 260 
1 あなた方は今、わが新しい教えを聞き、あなた方が忘れていたわが教義の法書を受け取り、人々 があなた方から隠

していたわが啓示の書を求めるために、わがもとに戻ってきたのである。 

2 私はあなた方の前に、生命の書のもう一つの章、第六の封印を開いたが、そこには無限の知恵が含まれており、私
は今、それをあなた方に分かりやすく解き明かしているところだ。この啓示は、あなたが突き止めることができなかった秘
密を説明するものです。 

3 第六の封印が完全に開かれたので、そのページを次々 とお見せしています。 

4 あなたがたの準備が大きく、わたしに耳を傾けたときはいつでも、あなたがたは偉大な神の啓示を得たのだ。あな
た方は知恵の書の相続人である。それゆえ、あなた方が準備するとき、第六の封印の内容があなた方に注がれる。そうすれ
ば、あなた方は、彼が聞いた声がわが声であることを確認する証人となり、あなた方の作品を通じてそれを証することがで
きる。 

5 もし父がご自分を子供たちに知らせなかったら、子供たちから完全な理解と愛を期待できるでしょうか。時の流れ
の中で、私は私の教えをよりシンプルにあなたのスピリットに知らしめたことを思い出してください。 

6 あなた方は聖霊の時代に生きているが、まだ私を完全に認識していない、私が誰であるか完璧に理解していない、
私があなた方に啓示したことを理解していない、と言わざるを得ない。しかし、あなたの愛は、あなたのマスターの言葉に
励まされながら、人生の旅路のゴールへとあなたを導いてくれることでしょう。 

7 あなたは精神の砂漠を彷徨っている。足の裏を焼くのは熱い砂ではないし、顔の皮膚を傷つけるのは太陽の光でも
ない。あなたを苦しめるのは水やパンの不足ではなく、あなたが生きる犠牲と苦難と不幸の人生もまた、あなたがゆっくり
と、しかし平和の国に到達することを強く希望して渡る砂漠なのです。 

8 エリヤはこの時、人々 を導き、道を示し、闘う人々 を励ますリーダーである。 

9 この放浪は、あなたの魂に進歩と完成を残すでしょう。しかし、「第一の時」に弟子であった者は、「第二の時」
には弟子となり、今度は師匠になるための訓練を受けることになることを自覚しなさい。 

あなたは警戒しなければなりません。ある人は科学的と考えるかもしれませんが、私の仕事を調査し始めるでしょうか
ら。そして、霊的な教えがいかに世界を変えるかを彼らに告げ、同胞への愛の業をもってその証人とするのです。 

10 私は人間の科学に反対はしない。科学とは知識であり、認識であり、光であるからだ。しかし、わが教えはあらゆ
る人智を超えたものである。私の言葉の中で、私は霊魂について、霊的なもの、神聖なものの知識について、物質と物質の
すべてを超えた高次の生命についての知識について、あなた方に話しているのだ。私は、人類のために人が開発したこの科
学を祝福する。 

11 これからは、魂と科学が盛んに語られる時代です。科学は、肉体的に鍛えて勉強する人だけの特権ではない。なぜ
なら、それは神から受け取った霊魂から湧き出る光だからです。 

12 私の神聖な指示は、魂を完成させることを教える高次の科学である。そのために、私はあなた方に脳と心を与え、
そこで思考と感情を磨くようにしたのです。 

13 今、私があなたに与えている教えには限界がなく、すべてを包み込み、無限に広がっています。その中に、精神的
、物質的な人生の真の知識がある。 

14 私の教えを理解し、その秘密を突き止めることができるようになったようですね。物質科学を通じて、あなたは物
質的な創造物を支配する法則を知るようになった。それは、あなた自身の体の中に凝縮されている法則である。 

しかし、それまで謎であったことを知るようになったとき、あなたは自分があの世の敷居の前にいることを自覚し、そ
こで絶え間なく自分自身を伝えようとする父の心を感じるようになりました。私の教えを知ったところで、何が未知になる
のでしょう。 

15 だから、私の教えは、この世の学問の前であなたの心が絶望するのを防ぐ、より高い知識を与えるものであると、
あなたがたに告げる。 

16 自然界や自分の人生におけるあらゆる出来事の意味や意義を理解するために、科学の書物を参照する必要はない。
心を整え、心を清め、唇からインスピレーションが溢れ出すようにすれば十分です。 

17 あなたたちに対する私の愛は、あなたたちがまだ未熟であるにもかかわらず、私の王国をあなたたちに提供し、私
の血をあなたたちに与えるために降りてきたほど、偉大なものなのです 

18 今、私が教えているこの人々 は、そのために他の人々 より偉くなるのではなく、私が彼らに託したもの、私が彼ら
に明らかにしたものに対して、より責任を持つようになるのです。あなたの仕事は、あなたが持っているものを他の人にも
分け与えさせ、彼らをあなたのようにさせることであり、そうすれば、あなたは最初に受け取ったにもかかわらず、謙虚さ
のために最後になることができる。後輩が自分より進歩することを恐れてはならない。与えれば与えるほど、あなたの知識
は増えていきます。一方、あなたが父から受けたものを何も伝えないなら、あなたの魂は裸のまま、あなたの心は空っぽ、



U 260 

87 

あなたの手は力のないままになります。そうすれば、宝物を失ったことになり、本は閉じられる。あなたの口は無言のまま
、霊的な教えを語らなくなり、イエスから託された癒しのバームを失うことになります。 

19 あなたの使命は、平和と愛です。あなた方の霊は、第一時代、あなた方がわが律法の子弟であったとき、私があな
た方を道具として使い、あらゆる時代の人間に教えと手本を示したとき、すでにこの使命を持っていたのだ。第二の時代、
あなた方はイエスの弟子でした。十二使徒が聞いたことを私の唇から聞き、すべての民が証人となるように広めたからです
。ですから、私が去った後、多くのキリストの弟子たち、そして多くの殉教者たちが生まれました。 

20 人々 ：私が聖霊としてやってくるこの時代に、神と直接交わることのできるマスターとして、あなた方を訓練して
おくつもりです。 

21 ほとんどの人間の被造物は、人間の知性を通して私の言うことを聞くことはないが、あなたを通して私の指示を受
けるだろう。すでに、私がこの世であなたがたにわが言葉を与えるこの形式を永遠に廃止する時が近づいているのだ。しか
し、私の声を聞かなかった多くの民が、あなたたちを通して私の声を聞くようになるのです。今日、あなたと私の契約は、
私の血でではなく、私の光で結ばれるのです。 

22 人にどうすればいいか聞くことも、質問されて口ごもることも、黙ってしまうこともないのです。あなたの中にい
るマスターは、あなたに語りかけ、あなたを奮い立たせてくれるでしょう。あなたの祈りは、奇跡を起こすのに十分な強さ
と力を受け取るでしょう。 

23 世界が大きな必要に迫られている中で、イエスが第二の時代に人類に戻るという約束を熟考し、この時代を取り巻
く出来事が私の差し迫った来訪のしるしであるという希望を持って、以前の時代の預言者たちを研究している様子をご覧く
ださい。 

24 もし、あなた方が私の作品に従う者として、仲間に対して劣等感や軽蔑の念を抱くならば、あなた方は愚かで無知
であると思われることでしょう。 

25 それは、私が無知な者を通して自分自身を現すと言うときに使う表現に過ぎない。わが霊感を通す脳は、魂に光を
与え、光は知恵となる。 

26 私は、あらためてあなたに言います。ファイト!魂が発展の道を歩む限り、誘惑にさらされるからです。だから、
私はあなたがたを指導し、あなたがたに力を与えて、悪い気を克服させる。魂が強ければ、心に力を与え、肉の欲望に打ち
勝つための確固たる意志を持つことができます。人間は光が足りなければ、魂が育たない。そして、人生のあらゆる激動が
彼の心に力強く影響を与え、嵐の中で転覆する舟のようになるのです。 

27 人間が魂の準備をするとき、まるで誘惑の陰湿さに対して不滅の鎧を身につけるようなものです。 

28 私がこれらの教えを明らかにしたのは、あなたが道中で一瞬でも転んだりつまずいたりしたとき、自分の犯した罪
を認識し、再び修正への道を模索するためである。 

29 謙虚であれば、その先に待っている人生において、精神的な豊かさは増していきます。そうすれば、あなたの存在
の中で最も美しい感覚を与えてくれる平和を手に入れることができるでしょう。そして、あなたの霊には、私が創造したす
べてのものの忠実な守護者となり、苦しみの慰めと平和のない者の平和となることによって、父に仕えるという切なる願い
が生まれるでしょう。 

30 このような瞬間に私の存在を告げるのは、私の言葉だけでなく、私が与えるその平和の中で私を深く感じるのは、
あなた自身の魂である。 

31 マスターはあなたとともにある。あなたの魂は、私の天の食卓に座ったのです。あなたがたに言うが、この食卓に
は特権的な場所はなく、わが慈悲に包まれているので、みな平等である。 

32 私の愛があなたがたの存在に浸透し、私があなたがたを愛するように、あなたがたも隣人を愛するようになり、あ
なたがたの心に第一位も第二位もないようにするためです。もし、あなたがすでに国や地方や村に出発していたなら、愛の
ない、慈悲のない人類を発見し、どこでも苦痛と悲惨を発見するでしょう。どこにでも、私の種をまくのに適した土地はあ
るはずだ。 

33 人類は、私がどのような方法で自らを知らしめたかを知らずに、私の存在を感じ、その恐るべき祈りの中で、私の
血だけが自分を救うことができる、私のパンを与えれば、飢えと愛への渇きから滅びることはない、私の光だけがその対立
に解決をもたらすと私に告げるのである。痛みと絶望に満ちた彼女の声が、私に問いかけます。「なぜ、あなたは来ないの
ですか？なぜ、苦しみの中であなたを呼び、懇願する者に、あなたは近づかないのですか。" 

34 彼らは、毎日毎日、私の話を聞き、わが霊の臨在を受け、その恵みによって、亡者を神性のしもべに変える人々 が
いることを知らない。 

35 もし私がすぐにまた旅立つと知っていたら、慰めや霊的な言葉や一筋の光を必要としていることに無関心なあなた
を、恩知らずだと冷酷に判断することでしょう。 

36 私は今、あなた方が人生の激動の中でも結束し続けることができるよう、私の出発後の時代に備えている。"言葉 

"はあなた方の中で霊的に振動し続け、あなた方に大きなインスピレーションを明らかにするからだ。あなた方が集まって
霊的な発現について話すとき、あなた方は私から神聖なインスピレーションを受けるでしょう。その瞬間、あなた方はマス
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ターの心の温もりと、頭上にある彼の手の甘い重みを感じることでしょう。そうすれば、まるで私の愛しい声を聞いたかの
ように、あなたに私の平和を与えてくれることでしょう。 

37 私は、あなたが迫害されたとき、人々 の間で奇跡的な癒しを行うことができるように、癒しのバームを一滴与える
。科学に未知の奇病が発生する大流行期には、私の弟子たちの権威が発揮されるからだ。 

38 私はあなたに、最も錆びた錠、すなわち最も頑固な心、さらには牢獄の門を開ける鍵を託している。あなたはいつ
も平和に暮らし、私を信頼している。あなたが行くところには、私の天使が守ってくれるからだ。彼らはあなたの使命を果
たすために、家庭、病院、刑務所、不和と戦争の場など、あなたがわが種を蒔くために行くあらゆる場所に同行してくれる
でしょう。 

39 その時、第六印の光は力強く輝き、その光線は万物の松明のようになり、私の教えの名は人類の間に知られるよう
になるのである。 

40 私がこの時代に自分を知らせたこの地の一角は、新しいエルサレムの反映となり、その「12の門」を開いて、外
国人が大勢やってきて、この時代に主人がどこにいたかを尋ね、主人が行った奇跡とその証しを求め、主の言葉を学び、主
の弟子となった人々 を観察するためにアクセスするようになるのである。多くの人が過去の予言の聖句を持ち出して、私が
本当にあなた方の間にいたのかどうかを判断するでしょう。 

41 私の弟子のうち、何人かは今いる場所に残るだろう。しかし、他の人々 は他の国へ旅立たなければならない。使徒
や宣教師として向かう途中、破壊と死の跡が残る戦場を目にすることになるのだ。彼らは死んだ都市、廃墟、悲惨さを見る
だろう。そして、「死者」を信仰の生活、光の生活、愛の生活に連れ戻すための闘いが始まる。しかし、もし人々 がわが「
働き手」の真実性を疑うならば、私は彼らの仲介で奇跡を起こすだろう。その時、不信心者は改心し、彼らは泣き、大勢が
この使者たちの心にその痛みを浴びせるだろう。 

42 自分が誰に呼ばれ、迎えられるかはわからない。しかし、どこに行っても、誰に対しても、常に謙虚で柔和な態度
で話をしなければならない。あなたは、律法、過去の時代の啓示と教え、そして聖霊によってこの時代に啓示されたことを
解釈します。しかし、私の比喩表現とたとえ話を説明する方法を知っていれば、大人は理解し、子供は目覚め、老人は頭を
悩ませることはないだろう。 

43 この御言葉に改心した者は、「働き手」に加わって、私のために心と魂を勝ち取るために旅立つのです。 

44 その痛みは、あらかじめ心を豊にするものだから、対決は激しくも実り多いものになるだろう。 

45 私が教えることによって起こる変化を認識しよう! 

46 物質的な暴力は無効化され、科学は混乱し、プライドはへりくだり、情熱は抑制されるでしょう。 

47 人間の魂は、その進化のためにすでに展開されており、やがて私のドクトリンの啓示を理解し、適切なものにする
ことでしょう。物質主義、利己主義、虚栄心の裏には、私の到来を待ち望む霊魂が存在しているのです。 

48 あなたが蒔く種は、私があなたに託したように純粋であることを確認してください。 

49 自分とは違う考え方をする人、違う感じ方、生き方をする人、習慣や事情、法律、教え、儀式なども心に深く根ざ
している人たちに出会うことができます。 

50 ある者は私の掟を部分的に守り、ある者はこの原則から完全に背を向けて、世界観や教義の争いを目撃することに
なるでしょう。対決させ、戦わせる。 

51 この対立の中で、あなたは偉大な宗教団体が愛と慈悲よりも暴力と不正をより多く利用するのを見るでしょう。弱
者を自分たちに縛り付けようとする彼らの努力を目の当たりにすることでしょう。 

52 分解はすべてに現れる。なぜなら、真理には、まさにその真理を守るための武器があるからだ。しかし、「真実は
どこにあるのか」という問いが男性に生じたとき、「愛の中にある」と答えるべきだ。 

53 弟子たちよ、あなたたちの喜びは大きい。なぜなら、私の言葉がまだあなたたちとともにあるからだ。この言葉は
あなたたちに命を与え、試練の時にあなたたちを支え、あなたたちを養った。彼と出会ったとき、皆さんは自分の傷がふさ
がり、人生が変わっていくのを体験しました。 

54 あなたの魂は、霊的な種をもって善い行いをすることで、人生を生かす機会を得たと喜んでいたのに、物質に関す
る多くの願望があなたの心の中で死んでしまったのです過去に目を向け、以前の自分と今の自分を判断するのです。あなた
は自分の霊的な進歩に気づき、心の底から私に感謝するのです。 

55 もし、あなたが罪を犯したとしても、他の人に裏切ることなく、愛情をもってあなたを正しました。私は、世間が
あなた方の中にある弱点を見て、あなた方を改善することを望まないからです。世界は残酷であり、その正義には慈悲がな
い。 

56 私の霊界があなたを矯正することを許可してください。彼らはあなたの親友であり、愛の業を捏造しない愛の兄弟
姉妹である。どれだけの深淵と危険からあなたを救い、どれだけの誤った判断からあなたを思いとどまらせたことでしょう
。あなたの心の情熱が、あなた自身のための文章になるはずの言葉を発しないように、彼らは何度あなたの唇を閉ざしたこ
とでしょう。 
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もし、あなたが良いと思った悪い努力で失敗したのなら、彼らはその時、あなたのために良い道を切り開いてくれたの
です。看護師として、そして保護者として、あなたのそばでたゆまぬ努力を続けているのです。私がしゃべらなくなったら
、彼らもコミュニケーションをとることができなくなる。しかし、これらの存在からすべての愛を取り除いてはいけません
。彼らはあなたの近くにいて、あなたに助けを与え続けるからです。 

57 私の仕事は、もうあなた方と話すことはなく、私の精神世界もないので、終わりはありません。それどころか、父
との完全な対話の時が訪れ、霊的に父の声を聞くことができるようになるのです。 

58 わが言葉は、モーセがシナイで聞いたように、嵐の轟音の中で具体化され、第二の時代でイエスの唇で聞いたよう
に人間化され、あなた方がこの時代に聖霊から聞いたように人間の声帯を通じて聞くことはない。このことは、一部の人の
特権ではなく、覚悟を決めた人は皆、霊と霊との対話に到達します。 

59 魂がコミュニケーションの方法を知り、自分が出現した魂の言語を知ることは、最も自然なことなのです。 

60 スピリチュアライゼーションは、眠っている才能や能力を呼び覚まし、心のあらゆる繊維の繊細さをもたらします
。 

61 私の存在は、きっと伝わります。私の仕事について語るとき、あなたは私に触発され、多くの知識を持つ人をも驚
かせる計り知れない知恵の文章で語ることでしょう。このコミュニケーションにおいて大きな進歩を遂げた者は、言葉や文
章やアイデアだけでなく、完全性に満ちた教義的な言説全体を受け取ることができるのです。あなたの手は、聖霊の霊感を
受けて、使徒ヨハネのように「金の羽」のような字を書くことができるようになる。 

62 もし、あなたが不信心者、律法学者、祭司に囲まれていて、わが霊に満たされていると感じるなら、あなたの口を
通して話すのは父であると、誰にも言ってはならない。しかし、私はこれからもあなたを通して人類に語りかける。このコ
ミュニケーションにおいて、あなたの目は開かれ、あなたの魂は、その瞬間に唇が明らかにすることに驚いて、うっとりと
するようにします。 

63 シーラーシップによる予言の才能も同様に解放され、まだ明かされていない秘密を明らかにし、未来を見通すこと
ができるようになるでしょう。しかし、予知能力者は、決して仲間を裁いたり、暴露したりしてはならないのです。 

64 1950年、あなた方の間で私の言葉が終わっても、私の仕事は終わらないということを、私はもう一度あなた方に
伝えるために、何らかの形で霊から霊へのコミュニケーションを行うことになる。その運命、地球全体における使命はこれ
からも続く。 

65 そして、コミュニティセンターであれ、自宅であれ、野外であれ、あなた方が集まるときにはいつでも、霊的に私
の存在を感じることができるようになるのです。 

66 しかし、偽りの弟子たちも現れ、自分は父と直接対話ができると宣言し、偽りの指示や霊感を伝えてくるから、気
をつけなさい。私は、真理と偽りを見分け、その実で木を見分けることを教えたのです。 

67 私はある者とある者を試し、真の弟子たちはその信仰によって立ち、偽りの弟子たちはその弱さによって倒れるの
を見るだろう。 

68 私が最後の演説をするとき、私の教えを生かさない人々 には悲しみを、私の出発の意味を理解した人々 には、その
進歩のために満足を見るだろう。 

69 私はあなたに、私に到達するための道しるべとして、祈り--

唇が発するものでも、唱えによって言うものでもなく、純粋な思考と高貴な感情に彩られたもの--を残します。 

70 もし、これらの行動で反対されることがあっても、恐れることはありません。祭壇や像の前にひざまずかないこと
で非難されたとしても、どちらも恐れることはありません。あなたの発言の瞬間が訪れ、あなたは真実で納得するのです。
あなた方の神への礼拝は、公的なものでも、外的な効果に関係するものでもなく、内的で霊的なものであることを示すので
す。人はこのすべての中に間違いを探すだろうが、それを見つけることはできない。 

71 そうすれば、偶像崇拝者たちが自分たちの間違いに気づき、自分たちの手で偶像を破壊するのを見ることができる
だろう。 

72 あなたがたに言うが、私の言葉が実現するよりも、天地が過ぎ去る方が早いのである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 261 
1 私の言葉は明快であり、そのシンプルな表現は教養のある人もない人も納得させ、感動させます。その明晰さを前

にして、あなたは理解できなかった、あるいは受け入れたくなかった多くの教訓を容易に理解したのです。 

2 今日、あなたは、人間が自分の神を認識するために、感情の高揚を必要とせず、感情を通して霊的なものを認識す
ることができることを知っています。今日、あなたは、あなたの限られた頭脳にもかかわらず、神と人間の完全な交わりを
実現するための考えを形成できることを知っています。ちょうど、あなたが私の声の担い手の知性を通して私の顕現の真理
を確信するようにです。 

3 わたしを聞いた人の中では、それが光となり、そのため、偽りや不純なものは、もはやその心に入ることができな
いのです。 

4 今こそ、人間が信じるだけでなく、私の真実を理解し、推論し、感じることができる光の時である。 

5 私の教えの目的は、正当な理由なくこの世に生を受けた者はいないこと、その理由とは神の愛であり、すべての人
間の運命は愛の使命を果たすことであると、すべての人に納得してもらうことにあります。 

6 いつの時代も、人は「自分は何者なのか」と自問してきました。私は誰のおかげで生きているのだろう？なぜ、私
は存在するのか？私は何のためにここに来たのか、どこへ行くのか。"彼らの不安や知識不足の部分については、私の説明
の中で、また、私が時間をかけて明らかにしたことを彼らが振り返ることで、その答えを受け取っています。なぜなら、神
の知恵の書に収められていることは、人に明らかにされない限り、人が発見することはできないからである。この神の知恵
の書には多くのことが書かれており、その内容は無限である。 

7 この世界は、真実の実現に向けて、また一歩前進することになるでしょう。突然、混乱に見舞われるが、その後、
落ち着いて理解できるようになる。 

8 人間は常に真理の知識を得るために苦心してきた。しかし、その後、観察と考察を重ねるうちに、これほど多くの
奇跡や完璧な作品が無から生み出されることはありえない、創造的な力、知性、より高い力が存在するはずだと考えるよう
になった。この確信が人々 の信仰を強め、人々 は、すべての生き物がそこから生まれた神を崇拝するために、カルトや儀式
を作り出した。 

9 神とは誰なのか」「神は誰なのか」という新しい問いが人間の心の中に生まれた。どんな方なのでしょうか？彼は
本当に存在するのか、しないのか。"人々 は、私の存在について、また私の存在について、これらやその他の質問をしまし
たが、私はいつもすべての電話や質問に答えました。 

10 人類が誕生して以来、神は人間に多くの証明と啓示を与えてきた。それは、被造物の純真さ、無知、単純さに応じ
て、物質的、触れることができる、目に見える形で現れた。そして、神霊の光のおかげで、愛と知識によって高められた神
の子、すなわち自分の本質、運命、存在理由を自覚する偉大な弟子となるのである。 

11 そのため、人生で勝つために常に神のサポートや助けを求めてきた人もいれば、知性が発達するにつれて、自分は
自立したパワフルで賢い人間だと思い込んで、傲慢になっていった人もいます。彼らは、自分たちが創造的なアイデアを思
いつき、自給自足ができると考えていた。 

12 スピリチュアリストとマテリアリストは、この人類の中に常に存在し、一方と他方が世界観の戦いを繰り広げ、そ
れぞれが自分の所有する真実を証明しようと戦ってきたのです。 

13 このときの私の霊的存在は、あなた方をなだめ、和解させ、あなた方の質問にすべて答え、霊的なもののために戦
う者も、物質的な生活に含まれるものだけが真実だと主張する者も、どちらも正しくないことをあなた方に証明するために
起こりました。前者は狂信者として、後者は無知として罪を犯したのです。彼らは、一方が他方のように、その真理の一部
を持っていることに気づいていないのです。しかし、それらをどのように調和させ、互いに和解させ、愛で一体化させるか
を理解していないのです。 

14 あなたにとって、お互いを理解することは不可能に思えるでしょうし、そのような壮大な統一を信じることはでき
ないでしょう。しかし、本当に、この統一が現実になることを、私はよく知っているのです。 

15 そうでなければ、あなたはもはや神が創造された完全な性質ではなく、父のすべての業と同様に、あなたの良心に
私の光を持たせて、公正で正しい方法で働かせることはできないでしょう。しかし、その光、つまりあなた方が霊と呼ぶ神
聖な部分が、これらに与えられた意志の自由の全過程を人間に通過させて、人間を再生、回復、霊的上昇の働きに導入する
ために、もう少し待つことが必要です。 

16 あなたは自分の心を聖域として整え、その中に私を迎え入れました。その前に良心の呵責を感じ、多くの目から懺
悔の涙を流したことでしょう。 

17 私はあなた方全員の声を聞き、あなた方全員を祝福します。 

18 裁判に弱く、敵を赦すと私に誓ったのに、赦せずに痛い目にあった人を知っています。しかし、私のもとに戻って
話を聞くと、すぐに良心の呵責を感じ、謙虚に自分の罪を告白し、もう一度機会を与えてほしいと私に頼んだのです。 
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19 私は、あなた方がもう倒れないように強くし、無限の忍耐と寛容をもってあなた方を指導し、すべての人に、理解
、努力、意志、進歩を証明する新しい機会を与えることを知ること。 

20 真摯な悔い改めは、多くの汚れを洗い流し、重荷を軽くし、心に平安を与えることを実感してください。そして、
重荷から解放されたと感じたら、祈らないのに苦しんでいる仲間がたくさんいることを思い出し、私の癒しのバームがすべ
ての病人や貧しい人々 に注がれると完全に確信して、彼らのために祈ることができます。 

21 何時間も続く祈りではなく、短くて心のこもった祈り、形は単純でもその精神性は深いものを求めているのです。
その瞬間があれば、私はあなたに私の慈悲を与えるのに十分である。 

22 祈りとは、人間が私の神性と交わるために私が考え出した霊的手段である。ですから、初めから、あなた方の中に
、憧れとして、魂の必要性として、訪問の時間の避難所として現れているのです。 

23 真の祈りを知らない者は、それがもたらす祝福を知らず、そこに含まれる健康や利益の源を知らないのです。彼は
、私に近づき、私と話し、私の前に自分の要求を提出したいという衝動を感じています。しかし、彼には霊性が欠けている
ため、自分の思考を高めるだけの供物は、彼にはとても貧弱に見え、その方が私に敬意を表することができると考え、すぐ
に私に供える物質を探してしまうのです。 

24 このようにして、人は偶像崇拝、狂信、儀式、外的カルトに陥り、魂を押し殺し、父に直接祈るという祝福された
自由を奪ってきたのである。痛みが激しく、苦悩が人間の力の限界に達したとき、初めて魂は自らを解放し、形式を忘れ、
偶像を倒し、自らを高めて心の底から「私の父、私の神！」と叫ぶのです。 

25 祈りによって、人は平安を得、知恵を得、健康を得、奥義を理解し、心を悟り、魂を励ますことができる。 

26 霊から霊へ祈る方法を知っている人は、どこでも守られていると感じるが、霊の存在を感じ、安全だと感じるため
に、そこに行かなければならない人物やイメージを探す人は、そうではない。 

27 この物質主義の時代に、国同士が戦争に明け暮れているのがわかりますか？しかし、その戦いの中で、多くの人々
が祈りの秘密を発見していることを、私はお伝えします。そして、その道中で依頼された奇跡を体験したとき、彼らは、神
と話すには魂の言葉以外に方法はないことを知ったのである。 

28 弟子たち：共同体を形成するあなた方は、教訓だけでなく、本全体を受け取ったのだから、これまで誰も語らなか
ったように、私について語る用意ができているはずだ。 

29 私は今、あなた方が任務を遂行するための多くの機会を与えているのだから、それを利用しなさい。すべての人に
与え、すべての人に指示する。私があなたに与えたものには限界がなく、同じものを通してあなたの心は決して空っぽにな
ることはありません。それどころか、与えれば与えるほど、あなたの中でそれが増えていくのがわかるでしょう。愛すれば
愛するほど、徳は大きくなる。 

30 私の存在の証として、私の愛を私の民の中に残しておく。 

31 私の宣言はあなたとともにある。私の光は人間の知性を照らし、その媒介を通して人類に私の愛のメッセージを送
るのだ。 

32 あなた方は、私の言葉が地方から地方へ、そして心から心へと伝わるメッセンジャーとなるのだ。 

33 それは、あなたが純粋に私を愛しているのか、それとも狂信に陥っているのかを本当に知るために、あなたの内面
を吟味するためです。欠点を改善するのに好都合な時間です。 

34 スピリチュアライゼーション」という言葉の意味を勉強することによって、あなた方は、象徴と呼ばれる形を通し
て神聖なものを表現しようとするのは間違いであることを理解しました。 

35 私は常に知性において、生命において、愛において、力において、自分自身を現すのであって、決して生気のない
姿ではないことを忘れないでください。今日でも、あなたは、人間の知性を通して起こる私の顕現の一つに参加しています
。なぜ、魂のないイメージや図形で私を表現することにこだわるのか。私が私自身を現す人は、私をその魂に、さらにはそ
の身体に深く激しく感じ、その喜びは深く、その歓喜は彼の知性に届く光を明瞭に見させる。 

36 あなたはこの人のような人です。それなのに、なぜ、あなたの心の中にも私を感じないのですか？ 

37 この教えをよく考えてみると、神を物質化しようとする傾向があるところでは、霊化はありえないという結論に達
するでしょう。 

38 今のところ、皆さんは「精神化」の意味を理解していませんし、私がなぜ皆さんにこの内なる高みを目指してほし
いとお願いしているのかも理解していないでしょう。私が何を求めているのかさえ分からないのに、私の戒めに進んで従え
るでしょうか。しかし、師が弟子に抱かせる理想を理解し、その指示に急いで従う者もいる。 

39 象徴主義や形式を愛し、イメージを崇拝することは、人類の精神的な幼年期、つまり、人々 が神を信じるために外
的で目に見えるものを必要とした原始時代を思い起こさせるものである。 

40 人間の知能が発達しはじめた頃。当時、私は人間に対して、「魂に属するものを調査し、理解せよ」とは言わなか
っただろう。しかし、今日、人間は科学のあらゆる道に入り、多くの哲学を発展させ、多くの分野で知性を発展させたので
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、ついに精神主義を理解するようになったのではないでしょうか？私の新しいメッセージを前にして、彼は混乱してしまう
のだろうか。いいえ、皆さん、人間の魂は私の救いの教義を必要とし、切望しているのです。 

41 この教えを広め、蒔くための苦労を恐れてはならない。すでに多くの民族が、自由に考える神聖な権利を尊重して
います。その後、人々 は今まで人類が知らなかった心の自由を知ることになるのです。 

42 世界では戦争が続き、死と破壊の脅威が民衆に重くのしかかっています。これは、頑なに哲学や教義にしがみつい
ている人々 が、真実を認識しようとしないからです。 

43 私は、失敗を恐れないように、人々 よ、精神的な励ましを与える。私があなたの魂に当てたこの光が影を払うと言
ったのなら、私は今、真実を語ったと繰り返す。 

44 今この瞬間、私はあなたを私の神性の光で包んでいるのです。私は、愛と慈しみ、謙遜と赦しの言葉と業をもって
、同胞を指導する主人として、あなた方を準備するために降りてきたのです。しかし、本当に言っておくが、作品は常に言
葉よりも雄弁である。 

45 人間も同様に人類愛、兄弟愛、平和を口にするが、その行いでその言葉を否定している。 

46 今日、御父が人間の知性によってあなたがたに御自分を知らせるために降りてこられたので、私はあなたがたに言
います：愛を語って憎しみを運び、善を語ってその反対を行い、平和を語って戦争を引き起こす者の中にいてはなりません
。いや、私の言葉があなた方の間で栄えるように、心からの働きによって語らねばならないのだ。 

47 魂を通して語るのだ、聖霊の時の絶頂にいるのだから。いつも楽しくて仕方がない。もし、あなたがしばらくの間
、私を遠くに感じるとしたら、それは私が去ったのではなく、あなたが魂を弱らせたからです。私はあなたの心の中に永遠
に生きているからです。 

48 神霊と人間の心の間にある距離や障壁は、人間自身が作り出したものです。しかし、私はあなたの近くに住んでい
るので、あなたの視線で地平線を探さなくても、私を見ることができるのです。私の聖域で私を発見するために、献身と思
索をもってあなたの内面を貫くならば、それで十分です。 

49 この時の私の啓示は、あなたと私の神性との霊的な接触、つまりあなたの魂が常に求めていた親密さをもたらしま
す。 

50 私は今でも、この人類が私に媚び、私を近くに感じようと、儀式や聖歌、言葉の祈り、様々 な形の礼拝で私に呼び
かけるのを見聞きしています。すべての人に、私は私の存在を感じさせ、私はすべてとともにいる。しかし今、主は子供た
ちの礼拝が完全であること、父とのコミュニケーションも完全であることを望まれる時が来ました。そして、この教えは、
この時代にあなた方に明らかにしたものなのです。今日、あなた方は私から祈り方と、霊と霊との対話を獲得する方法を学
びました。 

51 この道を進むために、私はすべての儀式と外的な崇拝を捨てるように勧めました。すると、会議室から、神の性質
を表現しようとしたものが次第に消え、神への霊的崇拝の意味や外在性も失われていった。 

52 私の教えは、地上での人生の旅路に力と自信を与えるだけでなく、この世を離れ、あの世の敷居をまたぎ、永遠の
家に入る方法を教えることでもあります。 

53 すべての宗派は、この世を通過する魂を強化しますが、魂に啓示し、あの世への偉大な旅に備えることは、いかに
少ないことでしょう。そのため、多くの人が死を終わりと考え、その後に真の生命の無限の地平を見ることを知らないので
す。 

54 あなた方は私がこの時代に聖霊として与えた教えをスピリチュアリズムと呼んでいますが、それは聖霊があなた方
に多くの不可解な秘密を明かしたからです。もはや、死後の世界と人間の間にベールが存在するのは現代的ではないのです
。私は、あなたが理解できる限り、その人生を明らかにし、私の意志であることだけを明らかにする。 

55 墓を終末と見ず、その先に虚無、死、闇、無を見ず。肉体の死の先には、生があり、光があり、すべてがあるから
です。 

56 その領域に入る前に、自分自身を準備しなければなりません。そして、魂を高めることによって、まだ転生してい
ない今でも「霊の谷」に住む、あるいは入ることができるようになるのです。 

57 あなたの体の中に鎖や敵や死刑執行人を見ないで、あなたの体の中にあなたが強化しなければならない弱い生き物
を見なさい、そうすれば、それはあなたのしもべ、あなたの支え、仕事を成し遂げ、山に登るための最高の道具になるから
です。狂信に陥ることなく精神化し、祈りの中で自らを切り離し、思考の翼で病人に癒しのバームをもたらすことができる
ようにするのだ。 

58 第二の時代、私が弟子たちに私の王国について話したとき、彼らは理解できず、私に尋ねた。「主よ、あなたの王
国はどこにあるのですか？しかし、私の旅立ちの日が近づくと、私の言葉はもはや寓話ではなく、はっきりと理解できるよ
うになり、すべての人がそれを理解したのである。 
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59 今この時も、私がこの姿で姿を現さなくなる時が近づくにつれ、寓話的な表現をやめて、私があなたがたのために
蓄えておいた偉大なことを単純に話すようになりました。1866年以来、私があなた方に話してきたことはすべて、この3

年間の私の教えに集約されるでしょう。 

60 人の心を照らす神の光によって、あなたが今聞いたこの言葉は、あなたにとって魂のための新しいマナだったので
す。それは、イエスが砂漠で行ったパンと魚の奇跡のようなものでもある。 

61 これからお話しする時間は、すでにとても短くなっています。あなた方は自らを鍛え、私の言葉と私の模範を用い
、それとともに人類に出かけていって私の教えを証しすることができる。多くの扉が開かれ、他の扉は閉ざされたままです
。 

大勢の人があなたの話を聞きに来ますが、その中には「耳が聞こえない」人もいるでしょう。しかし、人の心は土のよ
うなものだから、種を蒔かなければならない。わたしは、あなたがたの種まきに露と雨を降らせ、種を蒔く。 

62 他の民族のもとに行く運命にある者は、平和の使者として国境を越える。 

63 世界はその痛み、悪徳、病気、傷のすべてを持つ罪滅ぼしの谷としてあなたを待っている、すべての悪を癒す、私
があなたに託したバームをつけることができるように。 

64 あなたは偉大な行いができると思っていないが、私はあなたの仲介によって、あなたの愛と慈悲の小さな部分によ
って、あなたが値しないとさえ思うような驚くべき業を成し遂げるだろう。 

65 この集会所に私の言葉が響かなくなったら、あなた方は集まって私の教えの講話を読み、そこから今まで理解でき
なかった多くの教えを理解するでしょう。幻視者は、聖霊として新たな啓示を与えてくれる師の姿を見ることになる。そこ
では、あなたの中で、病人は痛みを和らげ、末期患者は命を取り戻し、喪主は慰めを、絶望している人は新たな希望を見出
すことができるのです。 

66 あなた方は自分の生き方を手本にして教えなさい、あとは私がやります。この愛の業にあなた方を参加させるのは
、あなた方が同胞を愛することによって、私自身を愛するようにとのわが意志であった。 

67 私の最後の教書演説の日まで準備しておきなさい。私の最後の言葉を受け取るのは、第二時代の最後の食事のよう
なものだからです。 

68 私の指示に従わず、霊化の努力もせず、時代遅れの風習や伝統に頑なにしがみついていた者たちは、涙を流すこと
になるでしょうし、後に、私がこの時あなた方に託す書物を読むとき、自分の間違いに気づくことになるでしょう。そして
、痛みと自責の念に駆られ、過ちを改善しようとするのです。 

69 私の愛の光は、暗闇が世界を覆い尽くそうとするとき、世界とその道を照らします。毎日毎日、大勢の魂が立ち上
がり、行き先もわからずにこの世を去っていく。彼らを忘れないでください。あなたの祈りと慈悲の光を彼らに与えてくだ
さい。光の存在たちはすでに光の中にいて、あなたのためにとりなしてくれているのですから、心配しないでください。人
のためにだけ祈るのではなく、すべての隣人のために祈りなさい。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 262 
1 わが霊は、あなた方が同じように主人に近づきたいという思いで結ばれているのを見るとき、喜んでいるのだ。こ

こで、私の言葉の顕現の中で、あなたは不幸、恨み、妬み、苦しみを忘れるのです。 

2 あなたが心を清めるのは良いことだ。あなたが心を聖所として整えたとき、私の言葉はそこに臨む。 

3 謙虚さと簡素さこそ、神への霊的な礼拝に存在すべきものであり、物質的で派手なものが、父への愛と隣人への慈
しみという本質からあなたをそらさないようにするためなのです。このような高揚の瞬間を迎える準備ができたとき、あな
たの思考は神の思考に順応しているのです。 

4 真理と善行を愛し、新しい兄弟姉妹の到来を喜び、唇に笑みを浮かべ、心に真の慈愛を、魂に祈りをもって迎え入
れる、団結した友愛の民を形成してください。あなたは、わたしの話を聞いている間に蓄積したものを、彼らに与えるので
す。あなたは、私があなたのために示した真の道を彼らに示し、あなたが私を手本にしていると考えて喜ぶでしょう。知識
がまだ浅くても問題ありません。あなたの慈愛が偉大であれば、真の奇跡を起こすことができるのです。 

5 この使命は、それを遂行する者がその作品を愛で照らすならば、決して困難なものになることはないだろう。一方
、単に義務として遂行する人にとっては、重い十字架に見えるかもしれません。 

6 このようなデリケートなミッションを遂行するには、自分はまだ不完全だと考えても、がっかりしないでください
。善意はすべてに打ち勝つ。 

7 私は今、あなた方の日々 の仕事がすべて高貴な気持ちで行われ、訪問や困難があなた方を止めたり後退させたりし
ないように、ある種の心構えを教えているのだ。新しい日の光に目を開けたら、祈り、思考を通して私に近づき、そして私
の光に触発されて日々 の計画を立て、今、人生の闘争に立ち上がるのだ。その際、一瞬たりとも従順と信義を破ることのな
いよう、自らを強くもって臨むように。 

8 本当にわたしはあなたがたに言う。やがてあなたがたの堅忍不抜と，あなたがたの働きの結果は，あなたがたを驚
かせるであろう。 

9 己の行いに真実と純粋さを求めよ、仲間から嘲笑されることを恐れるな。その瞬間、彼らは自分が何をしているの
かわからなくなるからだ。 

10 侮蔑的な判断や批判を恐れているようですね。馬鹿にしないでほしい。しかし、もしあなたの良心が咎めていない
なら、私はあなたを怒らせたかもしれない人々 を赦し、彼らの心に真理の光を照らそう。 

11 慈悲とは何か、それをどう感じ、どう与えるかについて真の知識を持ちなさい。そうすれば、慈悲はより大きくな
り、あなたは仰々 しくなくそれを働かせることができる。常に「あなたの右が何をしているかをあなたの左に知らせないよ
うに」、つまり、仰々 しく与えてはいけないのです。 

12 私は、これらの共同体のそれぞれで、あなた方が互いに愛し合い、苦しみの中でも必要とするときでも互いに寄り
添い、あわれみを発揮することを互いに学び合う、真の家族を作りたかったのです。その気持ちが心の中で展開され、成熟
したとき、あなた方は、愛と光を必要とする人々 が何千人もあなたの道を横切るので、その良い果実を提供するために、闘
いの道に踏み出すことができるようになるでしょう。 

13 今日、私の教えを聞くために集まっている大勢の弟子たちの中から、あなたがいなくなる日が来るのです。しかし
、あなた方は地球のさまざまな場所に散らばっていますが、闘争と使命の遂行において、精神的に一致団結していることで
しょう。この心の絆は、誰にも断ち切ることはできない。 

14 父と調和しているのだから、祝福されなさい。この神との交わりの時間、不純な考えは一つもない。全ては調和で
あり、その中であなた方は、人が集まる場所から遠く離れた自然の懐で私の言葉を聞いた。 

15 見よ、あなたを取り囲むものの栄光を。高い山々 は創造主への絶えざる敬意を表す祭壇であり、太陽の星は人の命
を照らす計り知れない大きな灯火であり、鳥たちの調和のとれた歌は父への祈りの歌のようであり、この栄光の中であなた
の魂は神の言葉の合奏に感激するのだ。 

16 私の慰めの霊はあなた方と共にあり、私の光は光線となって降り注ぎ、同時に私はあなた方が私のために持ってき
た供物を心から受け取っている。 

17 ですから、この高揚したスピリチュアリティの雰囲気の中で、皆さんは最大の奇跡が現実のものとなるのを見るこ
とになるでしょう。病人のために、貧しい人のために、不在の人のために、失われた人のために、求めよ、求めよ、そうす
れば、彼らは豊かに受け取ることができるのである。 

18 最高の供物を求める最愛の人々 が、私の前に自らを差し出すために。あなたは自分を清め、良心が指し示す罪を洗
い流し、罪を犯したことを悔い改め、私と交わるための聖域を準備するのです。 

19 誘惑に打ち勝って、もう罪を犯さないように、見守り、祈りなさいと、主人は教えています。自分のために、そし
て祈り方を知らない人のために祈りなさい。毎日どれくらいの時間、祈る必要があるのでしょうか？あなたの魂を私に捧げ
るための長い時間について？いや、みんな、5分もあれば十分だろう。この短い愛の時間、私への降伏の時間は、あなたが



U 262 

95 

生きている一日のための私の事前計画にあなたの降伏とあなたの従順を私に提供するために必要な時間である。私はあなた
の必要を慰め、あなたの仕事を励まし、あなたの事業の繁栄のためにあなたを啓発します。 

20 あなたが親友を必要とするときは、いつでもわたしを頼り、あなたの心の中にある苦しみをわたしの前に打ち明け
てください、わたしはあなたに最善の方法、あなたが求める解決策を助言します。もし、あなたの魂が重荷で圧迫されてい
るとしたら、それはあなたが罪を犯したからです。私はあなたを受け入れ、慈悲深く判断し、あなたの修正への決意を強め
、あなたが失った力を取り戻します。 

21 私の教えに従うことだけが、あなたを優美に保ち、心身の健康を維持することになるのです。その経験は、自分の
魂に少しずつ蓄積される光となる。 

22 私の裁きと私の法は、どうしようもないものだ。もし、この時代に負債を支払わなければならないのなら、愛のう
ちに、忍耐強くそれを行いなさい。しかし、あなたが疲れ果てたとき、私はあなたの十字架を運ぶのを手伝い、あなたが新
しい力を得て戦い続けることができるようにします。 

23 もし、あなたの運命が書かれていて、試練は心をすり減らし、肉欲を曲げるだけだと知っているなら、なぜ反乱を
起こすのでしょうか？ 

24 あなたの魂には大きな力が備わっている。私が送る試練は、あなたの持つ力とエネルギーに勝るとも劣らないもの
だ。メリットの獲得や貯蓄に役立つ特典です。 

25 私の父なる魂は、人類の苦しみを見るとき、苦しみます。私は彼らを罰していない。私の愛と正義の法則が適用さ
れれば、幸福と平和がもたらされるだけです。 

26 人間を通して、破壊の力が解き放たれたのです。戦争はすべての人の心に種をまいた。人類はどれほどの苦しみを
味わってきたことだろう。どれだけ多くの捨て子、不幸、孤児、悲しみを残してきたことか。戦場で倒れた人の魂は滅びた
と思うか、人間の中に宿る生命の一部、永遠はもう存在しないと思うか。 

27 いや、みんな、魂は戦争と死を生き抜くものなんだ。私自身の精神の一部は、痛みの野原から立ち上がり、生き続
け、成長し、進化するために、私の道に新たな地平線を求めているのです。 

28 そして、地上に残り、故郷が荒廃し、田畑が荒れ、疫病と飢え、道徳と善の原則が足下に踏みつけられるのを見た
人たちにも、私は生きる勇気を与え、皆を見守ってきたのである。 

29 やがて来る時代、私は彼らを使って、わが言葉の光を他の人々 に伝えよう。私は彼らに大きな精神的使命を託す。 

30 彼らは、私が指示したように祈ることを学びました。これらの魂には苦痛も不幸もなく、試練の中で私を愛し、私
を理解し、私に従順であったために魂の偉大さがあるのです。彼らは苦しみの中で自らを清めたのです。 

31 人々 よ、あなたの祈りをその魂とひとつにしてください。あなたは痛みで浄化されたのではない、あなたの坩堝は
、私がこの時代に愛の言葉で提供した平和であったのだ。ある者は痛みで、ある者は愛で、準備が整ったら、一緒に動き、
団結し、一緒に私の教えに従って、私の言葉を理解するのだ。あなたはこの愛の杯を飲み、あなたが受け取ったすべてが有
益であったことを確認するのです。自分の仕事を進め、最終的なゴール、その結果をお見せします。人類の精神的、道徳的
な廃墟の上に、私は完全で強力な世界を築き上げるだろう。 

32 お前たちの裁きはこれからだ。他の国々 が私の裁きの重荷を背負ったように、お前たちも示された時に、その業に
応じて裁きを受けるのだ。 

33 私の話を熱心に聞きに来る人も、探求のために入ってくる人も、あるいは、自己満足で、聞いたことをすべて否定
して、好奇心だけで来る人も、私はすべての人を歓迎します。 

34 あなたがたに言うが、私の照射はこれまでも、これからも、以前はある方法で、今日は別の方法で、明日はまた別
の方法で、永遠に続くのである。 

35 父と子の間には、決して切れることのない絆があり、この絆こそが、神霊と皆さんのそれとの間の談話の原因とな
っているのであります。 

36 真理を求める者は幸いである。その者は愛と光と善を渇望する者であるからだ。求めよ、さらば与えられん、真理
を求めよ、さらば与えられん。考え続け、神の知恵の書に問いかけ続けなさい、そうすれば答えてくれるでしょう。 

37 書物や学識者、諸科学に真理を求める者のうち、どれだけの者がやがて自らの内に真理を発見するだろうか。私は
すべての人間の最も奥深い部分に永遠の真理の種を置いたのだから。 

38 ここに、私の光が人間の脳の中で輝き、言葉になっている。なぜ、この顕在化を不可能と考えるのですか？人間は
、科学によって遠距離コミュニケーションを実現すれば、神よりも能力が高くなると思いますか？ 

39 あなたがたに言うが、もしあなたがたは人間の魂に備わっている能力を知らないなら、わたしを知ることはもっと
少なくなるであろう。 

40 なぜなら、脳は、魂の光である知性がその中に現れるように、創造主が完全に創造した「装置」だからである。 

41 この「装置」は、科学の力を持ってしても決して真似のできないモデルです。しかし、あなたの父の作品のような
完璧さには決して到達できないでしょう。では、なぜ私が作ったものを使えると疑うのですか？ 
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42 もう一度言いますが、あなた方は自分のことを分かっていないのです。もし、あなた方が自分自身を霊的に知って
いれば、この神の顕現を知性によって肯定するだけでなく、さらに大きな驚きが待っていることを理解するはずだからです
。己を知れば、仲間に理解されないと文句を言うこともないだろう、己を知りもしないのだから。自分自身への永遠の問い
かけにならないように、つまり自分の中にある答えを探し回らないように、自分自身を知ることです。 

43 この知識から、永遠のもの、完全なもの、神へと続く道を見つけるための光が生まれるからです。 

44 私の教えは、あなたの中に、この世に存在するどんなものよりも高い存在、つまり、寛大さ、光と魂の美、美徳、
知恵と力といった存在を創造することを目的としています。そのとき、あなたの至福と心の平和はどれほど素晴らしいもの
になることでしょう。あなたの精神は、"これがあなたの存在の真髄です "と言ってくれるでしょう。 

あらゆる善い種を心から追い出し、利己的な生活、物質的で悪質な生活に自分の存在を捧げた人々 の行動は、どれほど
違うことでしょう。いったん自分の内面を見るようになると、いったん自分の良心と対話する時間を持つと、決して暗くな
らず、嘘をつかない鏡の中に自分を見るようになり、自分の中に抱え込んでいる、自分自身の仕事だと認識できない怪物に
おののくのである。 

45 不信心者たちよ。よく来て私に耳を傾けなさい、私の言葉はあなたの疑いに打ち勝つだろう。もしあなたが、わが
言葉の表現が、かつて私が持っていたものとは違うという印象を持ったなら、形、外見に固執するのではなく、同じである
本質を求めなさいということです。しかし、啓示があなたにもたらされる形、あるいは私があなたに真理の別の部分を知ら
せる形は、あなたが達成した受容性や発展に従って常に現れます。 

46 私の教えの多くは、あなた方が自分自身を発見し、自分自身を知ることで、もはや道に迷うことも、惨めな気持ち
になったときに慈悲を叫ぶこともないようにするためでした。 

47 あなたの中には、たくさんの富や隠れた宝物があるのに、なぜ涙を流すのでしょうか。あなたが長い間忘れていた
人生の目標のひとつがこれです。魂のすべてを発見するためには、自分自身を知る必要があります。 

48 問いかけ、探求し、掘り下げ、自分の存在を突き詰めれば突き止めるほど、より大きな宝物と驚きを発見すること
ができます。 

49 お前たち大勢の者よ、わたしと一緒に来なさい、わたしがお前たちを救う。あなたの世界があなたを疲れさせると
き、あなたの仲間があなたを誤解するとき、あなたの愛する人があなたを理解しないとき、私のもとに来なさい、そうすれ
ば私はあなたを受け入れる。あなたの身に起こったことをすべて知っていることを証明します。 

50 来てください、あなたを真の生命に導き、あなたが与えるために創られたことを思い出させるために。しかし、自
分の中にあるものを知らない限り、それを必要としている人に与えることは不可能です。 

51 あなたを取り巻くすべてのものが、与えるという使命をどのように果たしているかを見てください。元素、星、存
在、植物、花、鳥など、偉大なものからもはや知覚できないものまで、すべてが与える能力と宿命を持っているのです。あ
なたは、愛するという神の恵みを最も受けているにもかかわらず、なぜ例外を設けるのですか？ 

52 あなたがたは、知恵と愛と徳と能力において、どれほど成長し、若い兄弟姉妹の道を照らす光とならなければなり
ません。あなたの父は、あなたになんと高く美しい運命を与えてくださったことでしょう。  

53 私の平和を感じ、心の奥底にしまっておいてください。誰からも私の平和を奪われないでください。それは宝物で
あり、人間が持ちうる最大のものです。 

54 権力も科学も、あなた方に安らぎを与えることはできませんでした。とはいえ、見つからなくても絶望するなとい
うことです。平和とは、神の定めた法を愛し、仕え、従うという善意の人間の中にこそ真にあることを理解するまでに、そ
う時間はかからないだろうからです。 

55 私の教えを聞いてください。この教えは、最も実践的で、シンプルかつ簡単に律法を実現する方法を教えています
。あなたの神とその業と人生は単純で明白であり、単純なものを複雑に見せ、明白なものを神秘的に見せているのはあなた
の無知と未熟さであることを理解しなさい。 

56 神は、その創造物において、複雑でも神秘でも秩序がないわけでもなく、完全であるものは単純であるからです。
一方、生き物は、そのさまざまな段階において、複雑であればあるほど、不完全であればあるほど、より複雑である。 

57 あなたの父について真実の考えを持つことができるまで、私を知り、霊的な意味を浸透させるように努めなさい。
たとえ、あなたの私に対する知識が小さくても、それは正確なものでなければならない。 

58 私の存在、私の本質、私の力と私の正義について本当の観念を持ったとき、時が来れば、あなたがたの父とは何か
について、同胞に真実の観念をもたらすことができるようになるのです。 

59 そうすれば、人が遠く、近づきがたく、神秘的で理解しがたいと想像してきた神が消え、その代わりに、神の子ら
に永遠に心を開き、あらゆる場所、あらゆる瞬間に存在する真の神が現れることを、あなたは知ることになるでしょう。 

60 ひとたび私を本当に知れば-

まだ私に対するあなたの観念は霊的というより人間的であり、あなたの信仰は小さいが-

あなたは今よりもっと深く私を愛するようになる。あなたが私をより完璧に愛するようになれば、暗闇に遭遇しても、たゆ
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まず光を運ぶことができるようになるでしょう。真の父を知らないすべての人々 に対するあなたの憐れみは、誠実なものと
なるでしょう--私を愛し、私を知っていると思いながら、本当は真に私を知らず、純真に私を愛していない人々 に対する。 

61 第二の時代、私は野原をさまよい、農夫たちが私を見かけると寄ってきて、心をこめて話しかけてくるのを楽しみ
としていた。私の精神は、彼らが純粋でシンプルであることを喜んだ。 

私は家庭に入り、時には親が幼い子供と食卓を囲む瞬間に、その家に入った。彼らは私の呼びかけを聞くと、喜んで私
のもとにやってきて、一緒に食事をするよう私を招き、私に心を開いて、何か恵みの贈り物を求めました。私は彼らを祝福
し、私の弟子たちと再会したとき、彼らに言った。これらの家庭は、天の国の反映であり、これらの家庭は聖域のようなも
のです。 

62 時折、一人でいるところを子供たちに発見され、小さな花を差し出され、小さな悲しみを語られ、キスをされるこ
ともありました。 

63 お母さんたちは、私の腕の中で私の言葉に耳を傾けている自分の小さな子供たちを見つけると、心配でたまらなく
なったようです。弟子たちは、これが主人に対する敬意の欠如を意味すると考え、彼らをわが前から追い払おうとしました
。そして、"子供たちを私のところに来させなさい。天の国に入るには、子供のような純粋さ、素直さ、単純さが必要なの
です。"と言わなければなりませんでした。 

64 その無邪気さと公平さは、ちょうど花のつぼみが開くのを喜ぶようなものです。 

65 彼らもまた、開花した魂であり、未来への約束であり、輝き始めた命なのです。 

66 私が魂を愛するのは、彼らが父の栄光のために命を開花させなければならない芽であるからです。 

67 ある時、私は地上の母マリアと一緒に結婚式に招待されました。愛で結ばれた2人の人生の重要な瞬間に、子供た
ちと一緒にいたいと思ったのです。私はその心の喜びを見、その祝宴を共に経験し、あなた方の救いの喜びのどれにも私は
無関心ではなく、あなた方の人生の重要な瞬間、重要な瞬間のどれにも私の存在が欠けてはならないことを理解させようと
した。愛する母でありあなた方の弁護者であるマリアも、この人類に対する自分の義務が何であるかを証明した。彼女はそ
の力を使って、短時間で不足した祝宴のワインを増やしてほしいとイエスに頼んだ。その祝福された執り成しのために、そ
の奇跡を認めたのです。私の力を信じるその女性の心と、求めるインスピレーションは、あなたのための完全な模範となる
でしょう。 

68 そのようなことがあったことを、簡単にではあるが、紹介しておこう。しかし、私がこの世に戻ることが絶対に必
要だとは言いません。それなら、私が経験し、話したことはすべて書き留められ、あなたの霊の中に存在していると言わな
ければならないからです。その一方で、この生命は、そのすべての発展段階において素晴らしく、私から永遠に語りかける
深遠で無限の教科書であることを認識することでしょう。 

69 観察し、感じれば、その中に師、父、審判者を発見し、すでにここにある別の、より高く、より明るく、より完全
な生命についてあなたに語りかける声を聞くことができるだろう。 

70 弟子たちよ、私はあなたがたを、苦痛に打ちひしがれている地上の塵から、希望と実現に満ちた人生へと引き上げ
たのだ。私は、試練の中で私の強さを感じさせ、最大の苦難の中でも疑わず、絶望しないことを教えました。 

71 今日、あなたは、現在、全人類が苦しみの杯を飲んでいること、苦しむのはあなただけではないこと、涙を流すの
も、苦しみの杯をより強く空にするのもあなただけではないことを知りましたね。このために、あなた方は私に感謝し、仲
間のことに思いを向け、少しは自分を忘れてください。 

72 皆さんは心に傷を負っている。誰が私のようにあなたの内面を見抜くことができるでしょうか。私は、あなたの苦
しみ、あなたの世界に支配する多くの不公平と恩義を前にした悲しみと意気消沈を知っています。私は、地上で長く生き、
労苦してきた人々 の疲れを知っており、その存在が重荷のように感じられるのです。私は、この世に一人残された人の不自
由さを知っています。あなた方すべてに、「求めよ、さらば与えられん」と言う。なぜなら、私は、あなた方が私から必要
としているもの、それが交友であれ、心の平安であれ、癒しであれ、仕事であれ、光であれ、与えるために来たからだ。 

73 男たちよ、わたしの前で泣くことを恥じてはならない。涙は子供や女だけのものではないのだから。わたしの前に
泣く者は幸いである。わたしの手はその涙を乾かし、わたしの慰めの言葉はその心に下るからである。弱っている私のもと
に来る者は、その後、仲間に対して強くなる。なぜなら、彼は父の強さにおいて強くなる方法を知っていたからである。 

74 私はあなたの苦難を感じることにとどまらず、それを取り除きたいと願っていることを知りなさい。しかし、あな
たがたはこれを知るだけでなく、わが律法に対する愛と信仰を持ち、求め方と祈り方を知り、試練の中で忍耐することが必
要である。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 263 
1 神の光があなたを照らし、あなたの魂を強くするこの交わりの瞬間に、私の霊の平和があなたの中にありますよう

に。 

2 平和と調和の楽園を夢見る人々 は幸いである。 

3 人間に何の利益ももたらさず、ましてやその魂に何の利益ももたらさない些細なこと、虚栄心、情念を軽んじ、無
関心で見てきた人々 は幸いである。 

4 どこにもつながらない狂信的なカルト行為を捨て、古代の誤った信仰を捨て、絶対的で裸の純粋な真理を受け入れ
た人々 は幸いである。 

5 私は、外的なものを拒絶し、代わりに精神的な瞑想、愛、内なる平和に身を捧げる人々 を祝福します。なぜなら彼
らは、世界は平和を与えてくれないこと、自分の中に見つけることができるということをますます認識しているからです。 

6 真理に怯えることなく、真理に憤ることのないあなたがたは幸いである。本当にあなたがたに言おう、光はあなた
がたの魂に滝のように降り注ぎ、あなたがたの光に対する欲求を永遠に満たすであろう。 

7 私は、ある場所に集まり、神聖なマスターへの願望に浸っているあなた方の上に、私の平和のマントを広げている
。私のところに来たら、祈りなさい、私の弟子たちに。私があなたがたに預言したことがすべて実現するのを、あなたがた
はまだ見ていないが、これから見ることになるのだ。 

8 人間の無知という重荷が消え、また、他の人間の知識を蓄積したために学識があると主張し、真の学識ある人間と
は、破壊、支配、消滅の最善の方法を発見しようと努める者ではなく、創造できるようになり、人間の生活をより調和させ
、すべての創造物の神への愛とすべての被造物への愛で自らを鼓舞する者であることを知らぬ人々 の虚栄心が消えるよう、
祈りを続けることです。 

9 弟子たちよ、偽りの中に真理を求めるのではなく、謙虚な魂の中に、隣人への愛によって高められた心の中に、簡
素で純粋な生活の中に、真理を求めなさいというのです。 

10 知恵の中にこそ、あなたの心が求める癒しと慰めがあるのです。だからこそ、私はかつて、真理の霊を慰めの霊と
してあなたに約束したのです。  

11 しかし、途中で立ち止まったり、試練を前にして恐れを抱いたりしないためには、信仰が不可欠です。 

12 信仰は、人生において、永遠の安全な港に到着するまで道を照らしてくれる灯台のようなものです。 

13 信仰は、今日一歩進んで明日一歩下がるような、生温く臆病な魂のものであってはならず、自分の痛みと闘うこと
を望まず、御父の憐れみによってのみ御霊の勝利を信じるものであってはならないのです。 

14 信仰とは、神が自分の中におられることを知り、その主を愛し、神を自分の中に感じることを喜び、同胞を愛する
魂が感じるものである。父の正義を信じるあまり、隣人が自分を愛してくれることを期待せず、罪や背信を許し、その功績
によって浄化を成し遂げたので、明日は光に満たされると信じているのである。 

15 信仰を持つ者は、平和を持ち、愛を持ち、善を持つ者である。 

16 彼は精神的にも物質的にも豊かです。しかし、真の豊かさであって、あなたが考えているようなものではありませ
ん。  

17 人々 は不幸を恐れて逃げ、その恐怖の中で何度も何度も奈落の底に落ち、苦難を味わう。この爪から身を守るため
の正しい手段を考えていないのだ。しかし、世の中の不幸から逃げる者は、自分の道を横切るすべての者を投げ捨て、抑圧
し、引き裂き、破滅に陥れるエゴイストである。自分のことしか考えず、自分の安全と保全を唯一の理想と目標に掲げてい
る。他の人たちは、彼の兄弟ではなく、みんな彼にとっては他人なのです。彼は信仰を持たず、この光を知らず、真理を知
ろうとしなかったので、信頼しない。 

18 しかし、あなたがたは、わが道、すなわち知恵と愛と平和の信仰の道を思い起こさせるために、私があなたがたに
遣わした人々 、人類に、何をしたのですか。 

19 あなた方は彼らの仕事を知ろうとせず、自分の理論や宗派のために偽善的な信仰で彼らと戦ったのです。 

20 預言者、先見者、啓蒙者、医師、哲学者、科学者、牧師など、私の使者の一人一人が愛のメッセージとしてあなた
にもたらしたその光を、あなたの目は観賞しようとしなかったのです。 

21 彼らは犠牲の道、痛みの道、慈悲の道を手本として残したが、私に従う者の痛みが聖霊の喜びであり、花でいっぱ
いの道、約束でいっぱいの地平線であることを知らずに、彼らの手本に従うことを恐れていた。 

22 しかし、彼らは地の花の香りを嗅ぐためでも、世のはかない楽しみに酔うためでもなく、彼らの魂の望みはもはや
不浄なものでなく、高貴なものであったからです。 

23 彼らは苦しみながらも、慰められようとはしなかった。なぜなら、自分たちが慰めに来たのだと知っていたからだ
。なぜなら、彼らは戦いの後、真理から離れたすべての人々 の信仰と生命への復活を目の当たりにする喜びを期待していた
からです。 
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24 私が話すこの存在たちは、いったい誰なのか。光、愛、希望、健康、信仰、救いのメッセージをあなたがたに届け
てくれた人たちです。  

25 あなた方も、私がわが使者を通じて絶えずあなた方に与えている偉大な模範を手本とすることによって、彼らのよ
うになることができるのです。ただし、作品を理解してもらえないことを言い訳にしないでください。愛のメッセージを持
ってきた人たちは、種をまくだけで、決して刈り取らないとは言わないでください。いや、皆さん、「肉」は不毛の地であ
り、実を結ぶまで絶えず愛によって実らせなければならないことを考えると、魂の収穫はすぐにはやってこないのです。 

26 今日の学者たち、つまり自然やその力、要素に挑戦し、善を悪のように見せている人たちについて、私は何と言お
うとしているのか。科学の木から採った未熟な実を割って食べてしまったために、大きな苦しみを味わうことになる。  

27 私の愛だけがあなたを救える！ほら、人間には愛のかけらも残っていない。祈りなさい。しかし、祈りの力に対す
る真の信仰をもって、あなたの同胞が生活の中で戦い、隣人の平和を破壊する武器の暴力に打ち勝つほど大きな信仰をもっ
て、祈りなさい。 

28 祈るために使っていた目の前の像やイメージを取り除いたあなた方は、もはや神を老人に限定することも、神であ
るがゆえに形のないものに人間の形を与える想像力を許すこともないので、真の祈りを実践することができるのです。 

29 あなたの肉体が地上に残り、あなたの魂が天上の家に昇るとき、あなたが死と呼ぶものを通過して無限に上昇する
とき、あなたは自分の心がいかに多くの誤った考えを作り出したかに気づき、あたかも目から目隠しが落ちて真実の光を見
るように、あなたの魂から嘘が離れるのを感じるでしょう。 

30 彼らは常に、受肉したキリストの母として、この世にいた女性の姿で、玉座に座る女王として、美しく、力強く想
像するマリアに会うために、最高の天国に到達することを、どれほど多くの人が願っていることでしょう。しかし、私はあ
なたに、あなたの心の中で、もはや神に形を与えてはいけないと言う。あなたの霊の母であるマリアは存在しますが、女性
の姿も他の姿も持っていません。彼女は、その慈悲が無限大に広がる聖なる愛の優しさです。彼女は魂の支配者ですが、そ
の支配は謙遜、慈悲、純潔のものです。しかし、人が想像するように、彼女には王位がない。彼女は美しいが、最も美しい
顔でもイメージすることができない美しさだ。彼女の美しさは天上のものであり、天上のものを理解することは決してでき
ないでしょう。 

31 私はあなたに言います。もし、あなたが真理に少しでも近づき、その観想に浸りたいのであれば、あなたの目と心
から、あなたが神聖なものに形を与えようとして作り出したすべての形を、根気よく取り除いてください。 

32 そして、あなたの魂の前に新しい地平線が現れ、迷い、学び、新しいことを知り、魂がより高く発展するための野
原、谷、道、山が提供されるのを見るでしょう。 

33 私の光はすべての霊魂の中にある。あなた方は今、私の霊が人に注がれる時なのだ。ですから、あなたがたは皆、
学問のある者もない者も、偉大な者も小さな者も、力のある者もない者も、やがて私の存在を感じるようになると、私は告
げます。 

34 ある者もある者も、生ける真の神の真理を前にして震え上がるだろう。 

35 弟子たちよ、ここに新たな教えがあるのだから、深く反省しなさい。私が来たのは、あなたの耳を喜ばせる言葉や
、あなたの心を撫でる言葉を聞かせるためだけではないことを理解しなさい。マスターの目的は、あなたを闇から取り除い
て、真実の光を見せることだと理解しなさい。 

36 私は永遠の光、永遠の平和、永遠の至福であり、あなた方が私の子供である以上、あなた方を私の栄光の一部とす
ることが私の意志であり義務であり、そのために私は、魂をその王国の高みへと導く道としての律法をあなた方に教えてい
る。 

37 法を守り、功徳を積む機会は、毎日、毎時、そこにある。通してはならない、通してはならない、後では取り返し
がつかないからである。そして、夜が来れば、あなたがたの眠りは穏やかで優しいものになると、私はあなたに告げます。
高潔な生活を送れば、精神的な成長は永遠に続くのです。 

38 愛する弟子たちよ、私は二度にわたって人間と共にいた。一人は人間の姿で、もう一人は霊の姿で。今こそ、私の
教えを理解する時です。 

39 なぜ、普段から泣きながら文句を言いに来るのか？私はこの世にいたとき、快適さや快楽に囲まれて暮らしたわけ
でもなく、地上の権力の笏を持ったわけでもない。私は苦しみ、もがき、そして私の痛みに反抗さえしませんでした。私は
自分の十字架を背負い、自ら課した使命を果たすために来たのです。 

40 父なる神の御心を行う魂は、その仕事を成し遂げれば、無限への欲望を抱いて高く舞い上がり、天上界を目指して
あらゆるものを捨て去ることを教えなければならなかったのです。 

41 あなたがたの観念では、あなたがたは自分のためになる恵みの贈り物しか望んでいないのに、なぜ御父はあなたが
たの望むものをすべて与えてくださらないのかと、不幸や苦難の中でよく自問する。しかし、私はあなたがたに言う。もし
、私があなた方の望むものをすべて与え、あなた方が地上で待ち望む至福の時を与えても、あなた方は自分の停滞を自ら納
得し、後で後悔することになるでしょう。 
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そう、弟子たちよ、もしあなたがこのすべてを手に入れたとしても、それを無駄にし、保存することはないだろう。一
方、もしあなたが今日、要求するものを、獲得することなく、実力に基づいて受け取るならば、あなたはどんな愛情をもっ
てそれを維持するのかがわかるでしょう。 

42 私の言葉はいつ理解されるのだろうか。いつ、あなたの心に花を咲かせ、魂に実を結ばせるのでしょうか。私があ
なたを思うように、私を思ってください。世の中で孤独を感じている人はいますか？誰が彼が孤児だと言った？あなた方が
自らを準備するとき、あなた方はもはや一人だと言うことはないだろう。なぜなら、あなた方は至る所で私の助けを感じる
からだ。 

私の道の光を求めよ、そうすれば何も恐れることはない。科学や人間の知識の光に自らを縛ってはならない。知性の光
は、魂を神の前に導くにはあまりにも弱い。 

43 あなたがたに言うが、あなたがたを高められるものは愛である。なぜなら、知恵と感情と高揚が愛に内在している
からである。愛は、神のすべての属性の要約であり、神はこの炎をすべての霊的な生き物の中に燃え上がらせた。 

44 愛することを学ぶために、私はどれだけ多くのレッスンをしたことでしょう！？神の慈悲は、あなたにどれだけ多
くの機会、人生、輪廻転生を割り当てているのでしょうか？その教訓は、身につくまで何度でも繰り返された。一度達成し
たことは、繰り返す必要はなく、忘れることもできないからです。 

45 私の教えを早く学べば、もう苦しむこともなく、失敗して泣くこともないでしょう。地上での学びを生かした存在
が、より成熟した状態で、より良い生活環境のもとで、再び地上に戻ってくるのです。それは、新しい一日の仕事を始める
前に反省し、休息するために必要なものです。 

46 ある人が心の中で私に言いました。「父よ、今日の仕事は、私たちを再び世に新しい労苦を求めるために送り出す
ための休息なのでしょうか？いつまで続くんだ？" 

47 ああ、小さな子よ、私はあなたの無知を許し、あなたが旅しなければならない人生の旅に、不当でも不完全でもな
いものを提供したと言う。霊魂は不屈である。物質の中で生きているときだけ、身体が伝える疲労の影響を感じるのです。
しかし、精神的な自由と精神的な光に戻るとき、それは疲れを捨て、再び疲れを知らないものになる。 

48 この世と肉の誘惑に負けない強い心を持ちましょう。あなたが試練に直面したとき、私の例を思い出してください
。 

49 イエスがこの世の誘惑に触れることができたのはなぜか、と私に問うのですね。あなたの主人の心に触れたのは、
低俗な誘惑ではなかったと答えます。 

50 私がこの世で得た肉体は人間であり、感覚を持ち、人類に私の教訓を与えるための私の霊の道具であったのです。
私の霊が明らかにしたからこそ、その先に待っている試練を知り、その身体はその先にある痛みのために苦しんだのです。 

51 その身体で、本当の人間らしさを表現して、私の痛みは本物で、人間としての犠牲の死は真実だったのだと納得し
てもらいたかったのです。 

52 そうでなかったら、私の犠牲的な死は人間にとって何の価値もなかったでしょう。だから、イエス様は私の霊の力
を三度呼び起こし、困難な試練に立ち向かわれたのです。一度目は砂漠で、二度目はゲッセマネの園で、三度目は十字架の
上で。 

53 人類が与える苦痛を印象づけるために、私が人となり、私の肉と血をあなたがたのために犠牲にすることが必要で
あったのです。しかし、もし私が『霊』で来ていたら--

あなたを通して、どんな犠牲の死を被っただろうか？私が何を放棄し、どんな苦痛を私に与えることができたのか。 

54 神霊は不滅であり、痛みは届かない。しかし、「肉」は痛みに敏感で、能力に限界があり、生まれながらにして死
を免れないものである。だから、私はこの方法を選んで、世にわが身を現し、世に救いの道を示す代わりに、わが真の犠牲
の死を捧げようとしたのだ。 

55 あなたがたが罪人である限り、その受難において私を模範とし、その血を思い出し、自分の罪を悔い改め、私があ
なたがたに与えた無限の愛の模範において、あなたがた自身を清めることができるように。 

56 あなたが人間である限り、十字架上の私を思い出しなさい。このように行動する者は、わが弟子である。そして、
本当に、彼の痛みはいつも短いものであると、わたしは彼に言う。 

57 師匠を手本に仲間を指導しようと思う人は、ごくわずかです。この人たちの間でもそうで、大多数の共同体では、
行ないや実例によって確認されていないため、力のない言葉で教えているのです。 

58 今、あなた方は私の教えの説明を聞く機会を得ました。それは、私があなた方の霊に託した使命を遂行する準備が
整うまで、あなた方の心を少しずつ働かせていくものです。 

59 私の歩みに従うことを恐れてはならない。私は、私がこの世で受けたのと同じ苦しみを経験し、同じ方法で私の犠
牲を払うことを誰にも求めはしない。また、私の霊が捧げたような苦しみの聖杯を空けることができるのはその肉体だけで
、他の人間なら耐えられなかったと言わざるを得ません。私の体は美徳から活力を得て、それを受け入れるために子宮を提
供した彼女の純粋さの中で強化されたからである。メアリー 
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60 皆さん、身を寄せ、私の教えを聞くときに入るこの祝福された沈黙を利用してください。本当に申し上げますが、
この集いと精神化の瞬間に、私の種はあなた方の最も隠れた心の中に発芽するのです。 

61 このような恵みを再び受けることができないことを知りながら、私がこのような形で現れた最後の時を利用するあ
なた方は幸いである。 

62 私の顕在化の時は、祝福の時であった。私は恵まれない者に贈り物をし、人生の闘争に敗れた者を起こし、罪人や
偏執狂に新たな機会を与えたのです。 

63 幸せな時間であったからこそ、終わってみると懐かしく思い出される。私の言葉は声の主を通して聞かれたものの
、心は私の存在を感じ、魂は私の神聖なエッセンスで満たされたからです。 

64 あなた方大勢は、この祝福された時間に示す霊性を常に保ちなさい。あなたの集会、あなたの祈りの時、あなたの
仕事のひとつひとつに、常に存在するようにしてください。 

65 このワインを飲み、このパンを満腹になるまで食べなさい。あなた方はこの準備の時期の最終段階にいるのだから
、私の宣言は過ぎ去るだろう。 

66 真に覚悟を決めた弟子は、常にその証を口にし、師から受け継いだ真理を隠すことは不可能であろう。光は彼の中
にあり、彼の全存在は私があなたに啓示したみことばと業を生きたまま証しすることになるでしょう。 

67 私の言葉と私が彼に託した贈り物を心の中に隠すべき者は、それで失った幸福を経験することはないだろう。わが
畑に蒔くこと、戦うこと、自ら苦しむことは、魂にとって良い喜びであり、幸せなことだからである。 

68 闘争は必ずしも容易である必要はないのです。苦しい試練の日や瞬間もあるでしょう。しかし、そのようなときで
さえも、魂は謙遜に、愛をもって御父の御心に応えるべきである。 

69 第二の時代の私の使徒たちにとって、道は容易であり、闘いはより容易であったと思いますか？いや、人間、師匠
と同じように、彼らにも受難があり、ゴルゴダがあったのだ。しかし、すべての苦しみは、同胞である真理を求める人々 へ
の愛からであったと知って、彼らは平安に満ちた魂を持ち上げた。 

70 もしあなたが、私の教えの信奉者たちに、弱音を吐いたか、迫害者や処刑者に恐怖を感じたかと尋ねたら、彼らの
信仰は一瞬たりとも衰えず、神の力に対する信頼は絶対であり、この信仰のために損失、嘲り、試練、死にも無頓着であっ
たと答えるでしょう。 

71 それは、人がイエスの足跡をたどり、力において、愛において、強さにおいて、慈悲において、イエスのようにな
ることは不可能ではないという生きた証であり、あなたの目の前にある痕跡なのです。 

72 私の弟子になるためには、必ず迫害を受け、殉教者たちのような死闘を経験しなければならないと言うつもりはな
い。隣人を愛するためには、自分への愛を捨てなければならないこと、ある瞬間には自分のことを忘れて他人のことを考え
なければならないことを理解させているのです。真の愛があってこそ、他の人々 の模範となるにふさわしい不滅の行いが生
まれるからです。たとえば、神の言葉の使者である弟子たちは、良い知らせを広めようと、師の光を心に届けようと、その
熱意にすべてを捧げました。 

73 それは、彼らが至近距離で受けた模範であり、そのようになろうと持てる力のすべてを注いだのだ。あなた方の中
で、離俗、柔和、慈悲の道を歩んでいるのは誰ですか？道は開かれ、道はあなたを待っている。道の傍らには、水を渇き、
種に飢える畑がある。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 264 
1 愛する人々 よ、私はあなたたちの中に、わが掟を守ろうとする闘志、わが言葉に感化され、人類の道に光の跡を残

そうとする闘志を見出します。 

2 イスラエルがエジプトで増えたように、この民が増え、他の共同体がそれに加わるためには、あなた方はわが律法
に真に従った証拠を示さなければならない。私の言葉を自分の心に浸透させ、それを理解した者は、ほとんど失敗しないと
私は言っているのだ。 

3 私はこの使命を遂行するために、あなた方のすべての時間を要求するわけではない。あなた方が一日のうち数分を
わが言葉の研究に費やし、良い仕事をし、何らかの形で霊的な道を一歩前進させるならば、私にはそれで十分なのである。 

4 あなたは、私の慈悲と愛を映したいのに、曇って光と真実を映すことを許さない鏡のようなものです。掃除すれば
、私の精神があなたに反映されるでしょう。 

5 あなたが心の底から「ご主人様、私はあなたのしもべです、あなたの意志に従う用意があります」と私に言うとき
、それは私があなたの中で本当に自分自身を現し始める瞬間となるでしょう。 

6 あなたの善意にもかかわらず、あなたの心は今日も私の愛に対して眠っており、あなたの使命の遂行は私の愛によ
って鼓舞されなければならないことを、あなたはまだ理解していないのです。この力に動かされた弟子は、その生涯におい
て使徒となり、偉大な働きをすることができるようになるのです。 

7 あなたが平和を語るとき、あなたの心に平和を持ちなさい。私や私の仕事について語るときは、まず私を知り、決
して真実を汚すことのないようにしなさい。自分だけがその所有者だと考えてはならない。無知と狂信のために罪を犯すこ
とになる。真理を含む教えを説くとき、同時に仲間の中に真理を発見する方法を知ってほしい。あるものは多くの光を放ち
、あるものは閃光を放つだけです。しかし、彼らは皆、私の子供たちなので、あなたはその中に私の存在を見出すことがで
きるでしょう。 

8 あなたがたの父に感謝し、回復の時を目撃したことを喜びなさい。明日、すでに霊界にいるあなた方が、地上での
仕事の成果を思い浮かべるとき、あなた方自身を回復させるのです。そうだ、弟子たちよ、この涙と贖罪の谷は、平和と精
神的進歩の地へと変えられるのだ。 

9 今日まで人類は、主を愛するための真の神殿をまだ造っていないのです。多くの礼拝形式、多くの儀式を確立し、
多くの宗教団体を設立してきた。しかし、その基礎が不動である霊の神殿は、まだ建っていないのです。 

10 この聖域が愛と真実と正義という揺るぎない永遠の岩の上に築かれれば、あなたの信仰の違いはすべて蒸発し、戦
争は消滅することでしょう。 

11 私の真実の中にのみ、あなたは自分の遺産を発見することができるのです。しかし、もしそれが遠いのであれば、
兄弟姉妹になるまで自分を忘れていなければならない。 

12 あなた方、私の霊能者たちは、私の至高の戒めである愛を模範として教えるために、すべての人に友愛の心を持つ
という任務を負っているのです。 

13 あなたはまだ、どのように働くか、あなたの精神の強さがどこまで届くかを知らないのです。しかし、私はよく知
っていて、あなたがたに言う。心配しないで、私を信じなさい。私の光はあなたがたに裂け目を示し、私の声はその日の仕
事を始める時刻を示すだろう。 

14 あなたの魂はすでに私の声を聞いて目覚めたのだから、今眠らせることはないだろう。その運命に私の愛を感じる
からこそ、純粋な気持ちで飛び立ちたいと願うのです。そして、彼女がその時間を、何か大きな仕事のために自分のものだ
と思わせても、その声を聞き逃さないようにすることです。 

15 すでに私の啓示の研究に専念している人たち、つまり私の言葉をじっくりと考える人たちは、道がより通れるよう
になり、十字架がより簡単になると感じる人たちでしょう。みことばは彼らの唇から流れのように出て、癒しのバームは彼
らの霊的な手に奇跡をもたらすでしょう。 

16 わたしに耳を傾け、わたしの教えを用いる者は幸いである、彼らはその魂に多くの満足と喜びと勝利を得るであろ
う。 

17 良い弟子たちは謙虚でなければならず、愛の業は自分が何者であるかを語るものであろう。私の弟子の中には、私
の仕事における使命の意味を全く理解せずに、自分が選ばれた者に属すると自慢し、額にある私の印章の印を世間に見せよ
うとする者がいる。 

18 この直感的で目覚めた人類は、真に説教をする者と、見せかけだけの者をすぐに発見するだろう。 

19 私が皆さんに話しかけたのは、皆さんに光を持ってほしいという証拠です。 

20 あなたの責任は、歩いたことのない人に正しい道を示すことだけにとどまりません。道から外れた「働き手」は、
あなたの道を横切らなければならないことを知りなさい。ハードル」に戻させるために、カウンセリングをする必要があり
ます。 
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21 皆さん、私が託したものを見守ってください。謙虚さと慎重さをもって歩めば、勝利することができるのです。苦
しみの杯を空けるときは、忍耐をもって行えば、すぐに過ぎ去ります。 

22 もしあなたが、裁きがあなたと共にあり、大きな試練の時が来たと疑ったり、知っているなら、あなたの魂を高め
、信仰を増し、あなたの心を励ましてください。 

23 今まで亡命者のように感じていた人、祖国や父の家から遠く離れていると感じていた人、心配しないでください。
あなたの功績は、あなたの魂が切望していた祖国へとあなたを導き、一方、あなたが同胞を愛し赦すことによって天の父を
愛するならば、あなたの働きは地上の平和の時を近づかせたことになるのです。 

24 試練に満ちたこの人生を歩み、主の御前に出た魂の至福は、想像を絶するものです。主よ、私は打ち勝ちました。
あなたが私の魂に与えてくださった光と、あなたが私に示してくださった愛によって打ち勝ったのです」。私の試練はとて
も大きく、私を襲う嵐はとても強かった。しかし、あなたの力で私はそのすべてに勝利し、今ここにあなたと一緒にいます
。" 

25 この愛の炎が、試練に火をつけたのです。そうでなければ、魂の生命は教訓を欠き、すべての能力がその中で眠っ
たままになってしまうからです。 

26 私の弟子の多くに悲しみが見られるのは、あなた方が、私の呼びかけが長くは続かず、あなたの魂がこの地上を去
るとき、幸運にも安らかに見ることができなかったのではと疑っているからです。でも、こうも言っています。あなたの魂
は、この世界に平和な時代が来るのを見たとき、ここに来た霊界から喜びを感じるでしょうから、心配しないでください。 

27 すでに、私の生命の言葉が人の心の中で花開き、日ごとに私の言葉が実現するのを見る時が近づいています。そし
て、あなたがこの世に属さなくなった時、霊界からすべてを見、完全に明確に理解し目撃することになるのです。 

28 知識への渇きを癒し、あらゆるステップで 

そして、もしあなたの十字架が重いものであるならば、あなたは存在を楽しく、簡単にすることを学ぶでしょう。 

29 徳に満ちた弟子として、私の教えがあなた方の霊に降り注ぐように、あなた方自身を高めてください。そして、誘
惑や試練に打ち勝つために必要なすべての力を、この中に見出すことができるのです。 

30 私はすでに、私の畑に種をまく者としてのあなた方の使命遂行の最初の収穫を私の納屋に集め、種をまき続けるこ
とができるように、私の言葉であなた方を励ましているのです。メッセージにすぐに反応しないハートがあっても、絶望し
ないでください。目覚めつつある魂があるように、遅れていく魂もあることを知ってください。 

31 私はすでに、大勢の人々 が私の教えである恵みの泉にやってきて、自分の汚れを洗い流し、汚れた衣を脱ぎ捨て、
私の光を身にまとうのを目にしている。 

32 この間、わが言葉を聞いた者のうち、1950年の年末に、私がこの形式の宣言を終わらせることを知らない者がい
るか。誰もいない。大きな共同体でも小さな共同体でも、都市の集会所でも村の集会所でも、私はすべての声の主たちを通
して、この日に人間の知性による宣言の段階を終わらせるというわが意志を表明したのだ。 

33 スピリチュアリストの人々 にとっては、もはやこのような形で私の声を聞くのではなく、魂の最も崇高な部分で私
を受け取り、感じることができる新しい日がやってくるでしょう。 

34 そして、もはや声帯を通じて私の声が聞こえなくなったとき、あなた方は私の教えを深く反省し、今は自分自身で
説明できない多くの教訓を理解するようになるのです。ですから、私を聞いていない人たちから質問されたとき、つまり、
私が来た理由、私が現れた理由について質問されたとき、あなたは、私の帰還には、そのとき私を人間としてこの世に出現
させた方と同じ理由があったと、はっきりとした言葉で伝えることができるようになるのです。それは、あなたがたは律法
の真の実現を伝統や儀式や偶像崇拝のカルトに置き換えようとしたため、自分たちから遠ざかっていたのです。 

35 かつて神の教えが誤った解釈をされたように、この時、私の教えも誤った解釈をされた。だから、師が再び来て、
あなた方が誤りから自由になるのを助ける必要があった。 

36 そのときにも、私はあなたがたに再来を約束したが、同時に、人類が私の教えの道を歩むという確信において、彼
らから非常に遠くなるときが来ることを知っていたので、そうしたのであり、このときのために、私は再来を告げたのだ、
ということも言わねばならない。 

37 私は、あなたとの約束を果たしました。私の使徒たちが私の姿を最後に見たとき、あのとき約束したように、私は
霊で来たのだ。なぜなら、あなた方は私の存在を霊的に感じることができず、私のインスピレーションを受け取ることもで
きなかったからです。 

38 私があなた方の霊の領域、さらには感覚の領域に現れることが必要になり、それが霊から霊への顕現の前触れとな
るのです。それゆえ、わたしは、わたしの最後の顕現の日を示した声の主たちを通して、一時的にわたしの姿を知らせたの
である。 

39 これは、子供たちと父との霊的対話の時期が来る前に、私があなたたちに話すために選んだ暫定的な形です。暫定
的とは、私が当時のように目に見え、触れることのできる人間として来たのではなく、完全に霊的に来たのではなく、私に
啓発された知性の器官を媒介として来たからです。 
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40 このような顕現は、あなた方に「私の存在」に対する自信を植え付けるのに役立っている。第二の時代には、犠牲
の死の後、神でもなく完全な人間でもない、しかし、目に見え、触れることのできる形、すなわち、最も不信心な人々 にさ
え確信を与えることのできる体で、わが使徒たちにわが身を現わしたのです。 

41 あの時、エマオのさまよえる者たちがそうであったように、あなたたちも私の存在を得たいと思ったことでしょう
。そして、使徒たちがそのようにして聞いた言葉を聞きたいと思ったことでしょう。しかし、時代が違うので、教訓も違う
。 

42 なぜなら、この形式はあなたの存在の中で行われ、心、精神、魂の器官から湧き出るものであり、一方、私の弟子
たちが見聞きしたあの形式は、その外にあって、彼らの感覚にのみ姿を現したものだからです。 

43 今日、あなたがたは目を開いてわたしの中に人間の姿を見る必要はなく、わたしの存在を信じるためにわたしの手
からパンを受け取る必要もなく、わたしがいることを信じるためにわたしの傷に指を置く必要もない。 

44 私の弟子の一人は、私がもはや人間界に属していないにもかかわらず、私に触れることさえできたのです。- 

私があなたの前に示したすべての真理を認識するために、あなたはまだ私から学ぶことがたくさんあります。しかし、すべ
ての謎は、やがて解き明かされるでしょう。当面は、神の性質と人間の性質の間に、主が高い目的のために用いる他の多く
の性質があることだけを知っていればよいのです。 

45 キリストは、その啓示と教えにおいて、時代のずっと先を行っていました。そのため、人間が霊的なものに目覚め
、その高次の生命に関連するすべてに関心を持つようになる時代が来たとき、彼は、イエスにおいて、その子供たちにあら
ゆることを啓示し、教え、遺贈した師をことごとく発見することができたのです。 

46 祈りなさい、そして私の言葉をよく考えなさい、彼らのマスターの顕現を受けたこの民のために、仕事と闘争の日
が々やってくる。 

47 イスラエルの民、愛する弟子たちよ、あなた方は人類の守護者として覚悟を決めたのだ。あなた方は、祝福された
都、新しいエルサレムの門を守っています。 

48 十二の部族に祝福を!あなたはどれだけ多くの祝福を受け、どれだけ多くの特権を得たことでしょう。私はいつで
もあなたがたのところに降りてきて、霊から霊へと語りかけているのだ。私はあなたがたに願望を尋ねた。あなたがたは私
に答えた。「我々 の願いは人類が救われることである」。 

自分はすでに救われている、人生の波乱に打ち勝つことができると考え、より高い進化を目指さない貧しく無知で物質
化した人類を周囲に見て、彼らのために苦しむのです。あなたは、救われるための霊的な賜物を得ることができるように、
私に祈り求めるのです。しかし、私はあなたに言う。私はすべての魂を救う。良い知らせは、彼らに届く。 

人間の知性を通してわが言葉を聞いたのは、ほんのわずかな者たちだけだ。すべての人が私のワークのこの段階を知る
ようになるわけではありませんが、私は今、すべての人間の中にスピリチュアルな対話を求めているのです。 

私の言葉は、良心によって、私を証言する試練によって、自然の力によって、あるいは私の霊的な子供たちによって、
さまざまな形で注がれる。私の言葉は普遍的なものです。心の準備をする者はみな、私の声を聞くことができる。 

49 私の教えは、あなたに完全な愛、無私の愛を教えています。私は父として、友人として、兄弟として、あなたに愛
を示しました。このように互いに愛し合い、仲間に真の慈愛を感じ、倒れた人を持ち上げ、常に赦すことを心がけてほしい
のです。第二の時代、あなたのすぐそばにあった私の人生は、誰もが手本とすることができるような教えです。私が与えた
教訓は、いつの時代も人々 のためのものです。 

50 あなたの魂に、本来備わっていた、そして、あなたが歩んできた道のりの中でボロボロになってしまった、すべて
の恩寵を返してください。私が永遠に住まうことのできる神殿になってほしい。 

51 愛するイスラエルよ。民を助け、道を整え、信仰を強め、心を希望で満たしなさい。この混乱に満ちた世界が、自
らの欠点や不完全さをあなたの中に見ているのに、どうしてあなたはその道を引き返すことができるのでしょうか。幼な子
よ、自分の内側に語りかけ、自分を調べ、私が与えた身体の殻を愛をもって支配し、その歩みを指示し、魂と物質から一つ
の身体と一つの意志を形成しなさい。法律に服従する。自由な意志を活かして、制限のない愛を育み、有用で調和のとれた
存在を作り上げましょう。霊の法則と自然界の法則に従いなさい。私が両方を定めたので、それらは完全である。 

52 父であるわたしは、いつもあなたがたを好意的に見ており、あなたがたにすべての霊的な賜物が得られるように、
すべてを準備し、備えている。私はあなたの魂に天使のパンを、あなたの体に私が創造した自然の果実を捧げた。あなたは
、自分の魂を完成させるために始めた仕事を完成させるために、この地上に来る機会を得ました。この中に、私の愛を認め
ないのか。あなたがたは、自分が私と同じであることを知るために、自分自身を突き詰めたことがないのか。私がすべてを
与えたのは、あなたを愛し、あなたが完全な状態で私とともにいることを望んでいるからです。 

53 たとえ、この世の快楽が自分の心を喜ばせるとわかっていても、偽りの約束に誘惑されてはならないのです。 

私の道は茨に覆われているが、この道を選びなさい、これこそ平和に通じる道だから。私はあらゆる傷に効く薬を持っ
ている。一方、世間はあなたに対して愛も慈悲もない。 

54 人類は私のために十字架を築いているのです。彼らの信仰の欠如は、絶えず私の神聖な精神を傷つけています。し
かし、私は私の傷をすべて赦しのマントの下に隠し、私の嘆きを抑えるので、あなたが絶望することはないだろう。 
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55 第三の時代の十字架の足元で見守る。私のカップはとても苦いです。あなたはこの杯の一滴を私に求め、その味を
知ろうとするのです。しかし、私は今日すでにあなたに言います：あなたの人生がすでに非常に悲しいものであるなら、あ
なたが償いの人生を生きているなら、あなたは日々 を甘くし、愛のために微笑み、この時間の後に平和が訪れ、すべてが新
たになり、恵みと美徳が人間を動かす力となることをあなたに告げる私の啓示を熟考して喜ぶのがよいのです。 

56 私は、すべての国、すべての家庭、心を準備し、彼らに私の平和と結合のメッセージを送ります。人類が戦う最後
の戦いの後、わが王国は人間の魂に近づき、永遠にそこに定住することになる。私はあなた方を悪に対抗する善の戦士とし
て残し、戦争のあらゆる要素、悪や病気のあらゆる種を破壊する。この危機に際して、人々 の側に立ち、その苦しみを和ら
げるために、あなたのあらゆる愛を繰り広げてください。 

57 この間、私は多くの声の担い手を通して、わがことばを伝えてきた。それは常に同じエッセンスで明らかにされて
おり、その意味は同じである。私は、無学で素朴な男女を、私の活力と愛と知恵に満ちた言葉を伝える道具として使ってき
たのだ。 

私の出発後、あなたが私の教えを統合し、私のインスピレーションをそれぞれ探求したとき、あなたは完璧を認識し、
不完全なものを取り除くでしょう。声の主が持つべき部分を私に帰してはならない。私が三度にわたって与えた三つの部分
、つまり一つの作品を構成するものを一つの本にまとめることができるように、あなた方を啓発する。だから、私は、第一
時代の使徒であるモーセのことを、何度も何度も話すのです。私は、イエスとその行いの記憶を蘇らせ、それと私の第三の
時代の顕現を聖霊として一体化させます。 

58 弟子たちよ、あなた方が平和で団結している時はいつでも、私はあなた方に私の啓示を与えるであろう。そのとき
、あなた方の顔には、誠実な魂が映し出されているはずです。私はあなたにすべての贈り物を残して、あの世からあなたの
歩みを追い、あなたの行動を見ます、私はあなたの神殿と心の家であなたに非常に近いからです。 

59 私の言葉を理解できないと思い、子どもたちを排除しているようですね。しかし、この小さな体に、私について多
くのことを知っている偉大な魂が宿っていると、私が言ったことを忘れてはいないでしょう。予言の成就を目撃することを
切望しているが、この仕事の光に目を閉ざしてはならない。あなたの仕事は、彼らを通じて確認されます。 

この世界は精神化に向けて発展することを止めないだろう。霊魂には年齢も性別もなく、その本質は永遠であり、私に
似ているからです。これらの魂の光を喜び、彼らの地上での使命の成就を最初の一歩から祈りましょう。 

60 この日のあなたの祈りは、世界の平和を願うものです。私は自分自身をあなたのメッセンジャーに変身させます。
私が行うすべての善行のために、あなたのすべての赦しのために、私は国を赦します。あなたの種は、永遠のうちに私によ
って増やされる。 

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 265 
1 弟子たちよ、私の椅子の前に来て、私の教えを反省しなさい。あなたは、内省することによって、この言葉が含む

意味を発見し、それがあなたの人生の真の意味を明らかにすることを知るでしょう。 

2 もし、人が初めから、そしていつの時代も、その目的が魂の完成であると認識していたならば、その存在も、その
業績も違っていたことでしょう。しかし、人間はその最初の一歩から、短期間だけ自由に使えるように置かれたものの所有
者であると考え、高貴な仕事のために託されたものをすべて不正な目的のために使ってしまったのです。 

3 この世界が、その魂の完成を気にかけることなく、科学によって地上の栄光と力だけを発見しようとするのを見よ
。しかし、もし魂がその能力を開発せず、その中に存在する美徳を適用しないならば、その人生において愛や真の慈悲の感
情を持つことはできないでしょう。 

4 多くの人が、この世の中に蔓延する物質的で堕落した利己的な生活から魂を解放したいと願っています。しかし、
彼らには人生の闘争があまりにも複雑で、苦しく、困難であるため、魂までもが人間生活の悩みや問題に縛られてしまい、
自由になることができないのです。 

5 地上での生活が楽になれば、人生の苦労も減り、魂に与えられた課題をこなすための自由と時間が手に入るはずで
す。 

6 人類の変革をもたらすのは、私の小さな弟子であるあなた方にはできないことです。しかし、あなた方はこの神聖
なメッセージを広めなければならない。このメッセージは、人々 が生きてきた大きな誤りから人々 を解放しなければならな
い。 

7 このような乾いた土地に霊的な種を蒔くという仕事は、他の偉大な仕事と同様に、信仰と愛と努力を必要とします
。それゆえ、私はあなた方に、私の神聖な計画の実現を一瞬たりとも疑ってはならないと言う。もし疑うならば、あなた方
は有効なものを何も達成できないだろう。君たちの仕事は、私が今準備しているこの弟子たちの組合のメンバーとして働く
ことだ。 

8 自分たちがこの精神的な仕事の創始者だと考えてはいけない。あなた方は、以前の時代に兄弟たちが達成した他の
努力、他の仕事を引き継いでいることを理解してください。 

9 だから、今日持ってきた教えは、以前からずっと同じものであり、違いがあるとすれば、それは外形的なものだけ
だと言っているのだ。というのも、どの時代においても、私があなた方に与えた私の教えの形は、人類が到達した精神的発
展に従っており、また、私が自分自身に語りかけた人々 に従っていたのです。 

10 あなたの運命は、この時代に私を迎えることだったのです。あなた方の使命は、私が過去の時代の使者や使徒に託
したものに劣らず、重要なものであろう。私の言葉は、あなた方の純粋な作品とともに、人の心の中で花開く運命の実りあ
る種となるのです。 

11 私の言葉とあなたの模範によって、何世紀にもわたって精神的なものからかけ離れた存在であった人々 や国々 の生
活を変えることができるでしょうか。 

12 この教えの主人となる準備が整うまで、あらかじめ自分自身を準備しなければならないことを理解し、仲間を幼い
子供のように愛を持って手を取り、最初のレッスンから最後のレッスンまで一歩一歩導いてあげればよいのです。 

13 今という貴重な時間を無駄にすることなく、また、戦いの時が来ても絶望しないように、とりあえずの心である今
をきちんと活用せずに、未来がその使命を果たすのを待つようなことがあってはならない。自分の説こうとすることに完全
な自信を持ち、自分の助言が奇人や唯物論者によって簡単に無効化されるのではないかという恐れを払拭しなければならな
いのです。 

14 恐れる者は、わが真理を完全に確信していないからである。この者には、信仰の炎がその心から燃え上がるまで試
練が必要なのである。 

15 弟子が師匠としての恩寵を得たとき、その存在と言葉は、愛にあふれ、親しみやすく、説得力のあるものになるの
です。彼は、最初の瞬間から自信を持たせるように行動することでしょう。彼の言葉は、彼が本当に自分の話すことについ
て知識を持っていること、彼が教えることについて絶対的な確信を持っていること、そしてより高い光が彼を照らしている
ことを証明してくれるでしょう。良い弟子は、自分が敵に襲われるのを発見しても、心は何も恐れず、自分を教えてくださ
った方への信頼が完全であるため、冷静に敵を待ち受けることができるのである。 

16 本当にあなたがたに言うが、私に従って私の弟子になろうとする者は、偽善の衣を脱いで、師に見た誠実さと真理
を身にまとわなければならない、私は真理であるからである。 

17 真理の種を蒔く者が地上に現れ、私の薫陶を至る所に広め、耳の聞こえない者に聞こえさせ、目の見えない者に私
のメッセージの光を見せることが必要なのだ。 

18 神は被造物にとって良いことだけを望んでおられます。この善の実現に協力する者はすべて幸いである。 

19 私の言葉の響きとあなたのしていることは、多くの場所で知られるようになりました。私の出現の知らせが届いた
懐疑的な人々 は、この争いの世界を友愛の家族に変える教えを信じることができませんが、その信じられない気持ちをあな
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たがたは気にしないでください、また、彼らが改心するまで何年かかるかわかりません。戦え、この仕事のために働け、そ
うすれば次第に調和のとれた世界が生まれ、その種がどんどん広がっていくからだ。 

20 皆さん、今が試練の時です、使ってください。後で悔い改めて、"主よ、私の弱さをお赦しください 

"と言っても、何の意味もないでしょう。あなた方が逃した機会を取り戻すことはできないが、私の法の働きと証しによっ
てのみ可能であることを告げる。 

21 天の父が被造物に対する愛と命と教育の計画を自ら設計されたように、あなた方も、父に触発されて、愛と謙遜と
従順と忍耐と贖罪の計画を自ら設計するように。 

22 人間は、人間的なものは儚く、精神的なものは永遠であることをよく認識していたにもかかわらず、精神的な生活
よりも人間的な生活に関心を寄せていたのです。文明と科学は進歩しても、精神的には立ち止まり、宗教では眠りに沈んで
いるのはこのためである。 

23 次から次へと出てくる宗教を見れば、そのどれもが発展、展開、完成の証拠を示していないことがわかるでしょう
。いずれも最高の真理であると宣言しているが、それを公言する者は、その中にすべてを見いだし、知っていると思ってい
るので、一歩も前に進もうとしないのである。 

24 神の啓示、神の法則、私の教え、私の宣言によって、人間は進化の対象となる存在であることを最初から理解して
いる。では、なぜどの宗派もこの真実を確認し、検証しないのでしょうか？私はあなたに言います。魂を目覚めさせ、魂に
光を灯し、魂を育て、魂が内に秘めているものを明らかにし、つまずくたびに立ち上がり、止まることなく前進させる教え
だけが、真理によって鼓舞されているのです。しかし、これこそ、私の教えが常にあなた方に明らかにしてきたことではあ
りませんか。しかし、あなたは長い間、自分の魂に関係することよりも、地上の生活に関係することを気にして、霊的に立
ち止まっていたのです。しかし、精神的なものを完全に放棄しないために、あなた方は宗教を、地上での仕事と義務の遂行
を少しも妨げないような形で形成してきたのです。そして、その宗教的伝統に従うと、自分が神に正義を下していると思い
、良心を癒そうとし、天の国への入口を確保していると思い込むのです。 

25 なんという無知、人間性いつになったら現実に目覚めるのでしょうか？宗教的な慣習に従うとき、あなたは私に何
も与えず、あなたの魂も空っぽになって出て行くことに気づかないのでしょうか。 

26 もしあなたが教会を去って、「これで神への義務を果たした」と言うなら、あなたは大きな誤りに陥っている。な
ぜなら、あなたは私に何かを与えたと考えるからである。 

27 律法の成就がそういう場所に行くことに限定されると考えているようですが、これも大きな誤りです。このような
場所は、生徒が後学のために学ぶべき学校であるべきだからだ。日常生活に戻って、学んだことを実践すること、それが真
の律法の実現である。 

28 兄弟姉妹の間にどれだけの不和があるか、夫婦の間にどれだけの悲劇があるか、どれだけの不道徳と悪徳があるか
、国の間にどれだけの戦争があるか、あなたは見ますか？すべては、あなたが神の法則から離れ、放棄したことに原因があ
るのです。 

29 人々 は精神的な教育を受けられず、自分の成長についての知識が不足しているのです。 

30 この世界に様々 な形で降り注ぐ突き刺すような痛みは、人間が犯した過ちの結果である。しかし、彼らは私の正義
を実現しない。ある者は野心に、ある者は憎悪に目がくらんでいるのだ。 

31 誰が人々 の悪をなくすことができるのか。超人的な痛みか、それとも限りなく悲しい試練か？いや、みんな。痛み
で止めるのは短時間だけです。しかし、この短い期間は、人々 が反省し、憤り、再び落ち着くのに役立つだろう。そして、
彼らは、彼らを救うことができる唯一の力、唯一の光、すなわち私の法を感じることになるのだ。 

32 弟子たちよ、私があなたたちに与えた啓示の意味を理解しなさい。このメッセージは、人々 の魂にとって重要なも
のであると考えます。そうすれば、なぜ私があなた方に話しに来たのか、なぜあなた方の間で一時的に私の顕現が行われた
のかが理解できるようになる。 

33 ああ、私があなた方の宗教や、あなた方が従わなければならない崇拝の形式について言及するとき、あなた方を裁
いたり傷つけたりしようとしているのではないことを、あなた方全員が知っていればいいのだが。互いに愛し合い、御霊の
教えを人間の生活に生かすという、師の神聖な願いを理解しさえすればいいのですしかし、あなたがたの心はまだ硬く、過
去の時代と同じように、わが新しい使者を迫害し、わが新しい啓示を馬鹿にすることを、私は知っている。 

34 それでも、私の光は稲妻のように東から西へと輝き、魂を解放してくれることでしょう。 

35 弟子たちよ、祈りなさい。その祈りをもって、この教えを理解した証拠とし、明日、私の教えの言葉によって得た
知識を、あなた方の作品によって表現するようにしなさい。 

36 あなた方は、私があなた方に託した仕事を理解するために奮闘しなければならない。なぜなら、それだけが、あな
た方の証言に本質と真実が含まれていることを達成することになるからだ。 

37 また、私の教えに対する知識が十分でなければ、あなた方の中にいる光の敵が私の仕事と戦うとき、あなた方の信
仰と確信が危険にさらされることを理解しなさい。 
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38 この言葉を聞いたことがないのに、世界中に霊能者が現れること、彼らの行動様式を観察し、彼らの言葉に耳を傾
ければ、彼らが霊能に対して持っている直感と明確な考えを認識したとき、あなたは驚くことでしょう、と申し上げました
。しかし、私が去った後、霊能者を名乗る集団や宗派が現れますが、彼らの生活と働きは霊能の否定になりますよ。彼らは
、あなたを拒絶するために、あなたの不完全さを求めて、反対してやってきて、あなたがたを偽者と呼ぶでしょう。 

あなたがたは疑っているが、あなたがたの中にも、このみことばに養われた者の中にも、兄弟姉妹に反抗し、扇動と妄
想の武器を手にする者がいるのである。 

39 もし、あなたの信仰が確固としたものでなく、あなたの知識が偉大でないなら、あなたはそれらの力に対してどん
な武器を使うことができるでしょうか？ 

40 私は、敵意から信仰を守るための武器を与えようと思っているわけではありません。反論してほしくないし、まし
てや拒絶して門戸を閉ざしてほしくない。私の願いは、あなたが決して驚かないように、そしてあなたを探しに来る人が、
あなたが祈り、私の言葉を学んでいるのを見つけることができるように、あなたの投稿に冷静でいることです。 

41 あなたの作品の真実性は、あなたを滅ぼそうとする者たちに対抗するための最高の武器になるでしょう。 

42 私の陣営には誠実な兵士、真実を守る術を知る勇気ある兵士が欲しいのであって、無知ゆえに私の仕事を尊重する
代わりに冒涜する狂信者の軍団はいらない。戦いに敗れ、自分には戦えないと思って逃げ出すような信仰心の乏しい者が群
がるようなことはしたくない。 

43 あなた方自身を調べ、もし、長い間わたしの声を聞いてきたのに、戦うことができないと感じるなら、それはあな
た方がわたしの言葉を使わなかったこと、わたしの呼びかけの目的を理解しなかったこと、そして、わたしの宣言の中で絶
え間なく鳴っている目覚めの呼びかけを聞かずに眠っていたことを理解させることになるであろう。 

44 私は、あなた方が迷子になり、迫害者に必ず負けるとは言っていません。いや、それどころか、精神的なものであ
れ、人間的なものであれ、自分の仕事を徹底的に調べるには、まだ良い時期だと言っているのです。あなたの行動が真実と
純粋さを帯びていれば、何も恐れることはありません。真の精神主義は、あなたをあらゆる法則の成就の道に導くものであ
り、そのために、誰もあなたを非難することはできないからです。 

45 信仰の武器は自分を守るためだけでなく、自分の責任は自分を超えていくことを知らなければなりません。あなた
がたはそれぞれ、試練から救い出すまで、見守り、祈り、戦わなければならない大勢の人々 を預かっているのだから。 

46 あなたはまだ多くの朝のディボーションで私を聞くことができ、あなたの知識と信仰を強化することができます。
そうすれば、自分の存在の中に、未知の強さと限りない自信を感じることができるだろう。この自己肯定感、そして闘争に
直面したときのこの冷静さは、信仰によって与えられるものであり、知識はあなたがわが言葉から見出したものに価値を与
えるだろう。 

47 平和の民を形成してほしい。そのために、私はあなたを私の愛のマントで包みます。 

48 愛する人々 ：今日、あなたたちは御霊の言葉で私に語りかけ、私は私の平安をもってあなたたちに答えた。 

49 あなたがたの守りとなったこのみことばが、まもなく聞こえなくなると思うと、あなたがたは悲しみに包まれ、こ
の時のわが来訪は、長いようで実は短かったと思うのである。しかし、私はあなたに尋ねます。マイリターン」とは何です
か？それは、私があなた方にわが言葉を与える時を示す、1866年から1950年までの期間を指すのだろうか。 

50 まことにあなたがたに告げますが、人間の理解器官を通じたこの示現は、ベタニアでわが弟子たちに告げられたよ
うに、「雲上の霊」によるわが再臨を完全に迎える、霊と霊との対話の時にあなた方が入るための準備でしかなかったので
す。 

51 私が声の主を通して与えるこの教えは、もはやマスターの光を受け取るのが知性ではなく、あなたの精神であるそ
の時のための準備として受け取ってください。 

52 これが、あなたにとっての新しい約束であり、新しい目標なのです。あなたが声帯を通じて受け取ったメッセージ
は、人間を通じて与えられたものであり、どんなに霊化されていても、不完全さや不純物が全くないわけではないことを忘
れてはいけません。このように、私の言葉のコンサートが、送信機を必要とせず、最初に聴覚や脳を通過することなく、直
接あなたの霊に届くとき、あなたは完璧にそれを受け取ることができることを、今想像することができるのです。それはま
ず精神に届き、精神は魂を啓発し、心を豊かにする任務を担うことになるのです。 

53 長い間、あなた方はこの教えを聞いて、神聖なもので自分自身を養うために、意味を探さなければなりませんでし
た。明日、霊から霊へのインスピレーションを受け取ることができるようになれば、あなたの魂が受け取るのはもはや人間
の言葉ではなく、神の本質となり、この本質を思考に、言葉に、作品に伝えるという仕事をすることになり、あなたの主と
人類との仲介者となることができるようになるのです。 

54 弟子たちよ、私の声の主たちによるこの宣教の期間は、あなた方に神の言葉を理解することを教えるためであった
ことを理解しなさい。それは、師匠が弟子たちに教えてきた基本的なことである。 

55 この御言葉を聞いている間、今日、あなたは私の臨在を感じている。だからこそ、あなたはこの御言葉が聞こえな
くなる日を恐れているのだ。しかし、私はあなたがたに言う。もし、あなたが霊から霊へと私と交わるなら、私の存在は私
の弟子たちに、より一層明瞭で純粋に感じられることでしょう。 
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56 このように私を心で感じる人の喜びは大きいでしょう。彼らは、"主人はまもなく旅立つ 

"とか、"主が御言葉なしに私たちを見捨てる日が近い 

"とは決して言いません。いや、そうすれば弟子たちは、父はいつも子供たちとともにおられ、決して離れることはなかっ
たこと、私とともにいる方法をいつも知らなかったのは人間たちであったことを知るだろう。 

57 今日、あなたはこう言いました。「しかし、あなたはそれを感じたり理解したりすることなく、それを言っている
。なぜなら、あなたの物質化が、あなたの存在の中に私のプレゼンスを感じることを妨げているからだ。しかし、ひとたび
スピリチュアライゼーションがあなたの生活の一部となれば、あなたはすべての人の中に「私のプレゼンス」があるという
真実を経験することになるでしょう。私の声は良心に響き、内なる審判は聞き届けられ、父の温もりは感じられることでし
ょう。 

58 私はあなた方にいろいろなことを教え、新しい時の到来を喜んで迎えることができるように準備します。しかし、
私の最後の言葉の日が近づくにつれ、多くの人々 の心に悲しみが見られる。泣く者、悲しみに重くのしかかる者は、わたし
を聞いたが理解しなかった者であり、試練の時に備えられない者である。 

59 私は常々 、「声の主が歓喜のうちに発するこれらの言葉の核心に、神の意味を求めよ」と言っているのです。もし
、これらの発言の外形に満足するならば、人間から出る多くの言葉に神的な性格を与えることになり、そのとき、新たな狂
信と偶像崇拝に陥る道を歩むことになるであろう。 

60 あなた方は、人類に福音をもたらすよう運命づけられていることを理解しなければなりません。私があなた方に教
えた愛と忍耐と慈悲をもって、同胞を指導し、必要なときにはレッスンを繰り返し、最初のページを思い出すことが必要な
ときには引き返す道を歩んでいるのだということです。 

61 人間が存在する以前の霊的生活、すなわち地上に人間が出現したこと、わが最初の戒め、わが最初の啓示について
、私があなた方に何度も語ってきたことを思い出してください。私はこれまで何度も、時代を経た人類の歩み、その成功と
異常、上昇と衰退について話してきたことを思い出してください。 

62 私は、あなた方がメッセージ、戒め、予言、教えを受け取った私のメッセンジャーの名前を思い起こさせた。 

63 このように、私はこれまでのすべての教えの内容を一つの教えに統合したのです。 

64 スピリチュアリズムは、三種の神器が一つの霊書に統一された遺産である。 

65 私の教えはすべて、1950年以降の闘いに備えるためのものです。"ギフト・ベアラー 

"を通して霊界の声を聞くことができなくなる時期です。それも、この形の顕在化のための時間を限定しているのです。し
かし、これらの祝福された存在、守護天使、カウンセラー、慰め主、この人々 の保護者は、この時間の後、あなたが彼らを
思い出し、彼らの存在を感じ、彼らの助けを受け続けることができるように、あなたを準備しました。 

66 この時、精神世界は何のために来たのか。- 

私の教義をその言葉とその作品を通して説明し、私の啓示を解釈することを教え、その意味を理解させること。 

67 決して余計な教えを与えたり、まだ知るべきでないことを明らかにしたり、好奇心を煽ったり、不思議な科学や能
力を身につけさせるために来たのではありません。彼らの使命は異なっており、彼らの魂の偉大さとその光は、愛の法則を
精神の理想としたために、通常の物質化に陥ることを許さなかったのです。 

68 この霊的な世界は、神の命令によって、短期間、人間的な方法でコミュニケーションをとり、その寛大な兄弟愛の
印象、その存在の証し、人間の間に存在することの証明を残すためにやってきたのである。 

69 彼らは、もはや人間の唇を通してあなたに語りかけることがなくなっても、あなたから遠ざかることはない--

それどころか、あなたから離れることはない、と言っているのです。彼らは、あなたがこれからもっと彼らの存在を身近に
感じることができるよう、あなたの感性を求めています。 

70 もし、あなた方が自分の才能を使うことを学び、本当に精神世界と調和するようになれば、本当に、あなた方は不
思議な足跡を残すことになるでしょうと、私は言います。 

71 この時代には、この大勢の人々 の中から、心の強い者、良き預言者、良き助言者、すなわち、その生活と言葉によ
って、人々 を、私が示した道に導く方法を知る者、私の命令のページを汚さずに保つ方法を知る者が現れることが必要なの
だ。 

72 私の言う「心の強い人」とは誰のことでしょうか。私はただ、この顕現の終わりが来たとき、彼らが立ち上がって
人々 を励まし、その信仰によって大群が散るのを許さないように、現在、私の言葉によって彼らを準備していることをあな
たがたに告げます。 

73 彼らの唇から出る言葉は、私が人と交わる証人としてあなた方を残したことを常に思い出させ、あなた方が、私が
聖霊で来たことを人類に宣べ伝える運命にあることを、絶え間なくあなた方に伝えるでしょう。 

74 私はもはや人間になるためでも、人間の間で実体化するためでもなく、この地上に受肉するために来たのでもない
のだ。このことを仲間に話すのだ、それは君の十字架の一部なのだ。でも、あなたならきっと耐えられると思います。 
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75 キレネオが十字架の重荷に疲れ果てたイエスのためにしたことを、私は今日、私の助けを必要とするすべての人の
ためにし、あなたの人生という山の頂上まで一歩一歩同行し、あなたの運命の十字架に立ち上がるのだと、すでにあなたに
話したからです。 

76 そして、師匠の脇腹が開いて愛と命と赦しの血を流したように、その瞬間に自分の心を開いて作品を完成させるこ
とが、どんなに満足度の高いことかを体験することができるのです。 

77 これは、私が現在、精神主義的な三神主義マリア人の心に蒔いている教えである。 

78 神の霊の光を受けるから「霊能者」、神が人類に御自身を知られた啓示の三段階で神を認めるから「三位一体」、
この神の優しさを、御父に至るはしごとして、あなたを強め、慰め、清め、傲慢さを取り除き、主の前で柔和と謙遜に満ち
た子へと変えてくれる弁護者として認めるから「マリア」です。 

79 この最も優しい愛を忘れないでください。あなたはいつも私に届くように十分に準備されていないのですから。し
かし、あなたが彼女を信頼するならば、あなたはすぐに彼女の援助を感じることができます。 

80 "子供のようにならなければ、天の御国に入ることはできない "ということを忘れないでください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 266 
1 私はマスターです。永遠の教えであるティーチングワードを堪能してください。私がこれらの頭脳を通して自らを

明らかにしていないときでさえ、私の教えの言葉は存在しているのです。 

2 なぜなら、あなたがたはあまりにも未熟で、無限大に絶え間なく響き、すべての存在、さまざまな人生の世界にい
るすべての魂に語りかける永遠の教えを聞くことに耐えることができないからだ。 

3 私はあなたに真実だけを話します。なぜ多くの人が、私が明かすことを疑うのか。あなたは真実でもあるのです。
あなたは自分の真実と自分の存在を信じているのに、どうして私のことを信じてくれないのですか？真理は一つであること
を知らないのですか？ 

4 ここでは、あなたがそれを把握し、理解できるように、短い、小さな教えのスピーチをします。しかし、このよう
な形であっても、その後忘れるために短期間しか保管しないのです。 

5 真理の光が常に灯っている霊の国では、私の教えの言葉は永遠であり、それを聞く者は飽きることがありません。
災いなるかな、この世の中で、私の教えの言葉を魂に受けずに生きている者たちよ。このような人たちの中には、救いの手
がないために、希望を失い、心に神の観念を持たず、迷い、盲目となり、耳が聞こえなくなる人がどれほどいることでしょ
う。しかし、私はあなたに尋ねます。魂の道であり光である神の戒めを自分の存在から消し去った者は、どこへ行くのだろ
う。 

6 船の方向がずれて難破し、灯台の光を発見できないかわいそうな生き物たち。 

7 私はあなたを求め、私の光を与えます。あなたが道に入り、そこから、師が人生を通して絶え間なく与える教えが
何であるかを理解できるように。 

8 肉体的に強くても、精神的に強くなければ意味がない。 

9 私は、あなたが目を背けていた現実、真実に近づけます。というのも、あなた方は霊の命である高次の命を捨てた
とき、物質界の命である低次の命に自らを捧げたからです。 

10 真の人生の道に戻れば、あなたは再び真の存在に近づくことができるのです。私がお話しする道は、あなたが精神
と肉体のバランスをとり、自分の中にある真実を知ったときに見つかる道です。そのとき、あなたの高次の存在である霊は
言うでしょう。「私は光をもたらす者、道を知る者、律法を持つ者である。だから、私の身体の行動を決定し、支配するの
は私である。"あなたがこのように話すと、あなたの存在の中で光が輝き、その反射が人の心に届いたからです。 

11 ああ、もしあなたの肉体が、あなたの霊魂がそのビジョン能力によって受け取ったものを吸収することができたな
ら!霊魂は、たとえ肉体が物質化することによって何も感じなくなったとしても、決して見なくなることはないからです。
いつになったら自分の霊魂の解釈を知ることができるのでしょうか？ 

12 私の言葉を聞き、逆境と戦い克服することを教える私の教えを受け入れ、試練から逃げず、犠牲を前にして絶望し
ないように。 

13 私は弟子たちにいつも言っている。恐れることはない。どんな試練にも勝てるように、わたしが霊の力を与えてい
ることを理解しなさい。精神の力は肉体の力より高いのです。しかし、もしあなたの人間的な問題の濃霧が、あなたに何も
見えなくなっているなら、信仰の光によってこの霧を払い、払いのけてください。そして、この霧の向こうには、無限と一
体化した地平線が見え、先へ先へと誘い、安らぎを与えてくれることでしょう。 

14 自分の問題を克服することを学んだ人は、次に仲間の問題に直面し、彼らの闘争を支援することになるのです。 

15 この人生は戦いであり、しかし、あなたは勝つように運命づけられていることを知ることです。あなた方一人ひと
りの中にある私の光は、悪の暗黒の力に決して負けることはないのだから。 

16 あなた方は勝利しなければなりません。勝利してこそ、現世と霊界であなた方に明かされる謎の啓示を受けること
ができるからです。 

17 時代を超えて、人と闘う。そうして苦労しなくなるときが来る。霧"、苦難、問題、試練が終わります-

あなた自身と他の人の両方が。 

18 私が、あなたの隣人の悲しい人生の道を援助しなければならないと言ったとしても、気にしないでください。強い
魂は自分の十字架と他人の十字架を背負い、小さな魂や弱い魂を喜んで助けることができるのです。彼らは常に傷を癒すた
めに探しているのです。 

19 苦しむ者に語りかけ、その傷を癒し、閉じ、忘れさせてくださるお言葉に祝福を。この者は、私が彼の心に置いた
バームの任務を知っている。 

20 強い人とは、自分が困難や危険に囲まれていることを知ったとき、自分の霊の力を求め、肉体を中心とする魂の恐
怖に打ち勝ち、戦い、征服し、勝利する人である。それは信仰によって霊の能力を知ることができたからである。 

21 私は、闘争があなたを呼ぶところでは、知恵と正義と信仰が、立ちはだかる苦難と不純な情念を必ず克服するとい
う絶対の確信を持って、自らを定めなさいと言いたかったのです。 
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22 あなたの才能が開花するまでにかかった時間を知っていますか？魂が宿った瞬間から、あなたの中にあったものだ
と言っているのです。肉体と世界に向かってこう言えるようになったら、精神の喜びはどんなに大きいことでしょう。私は
あなたを征服した！ 

23 弟子たちよ、私は魂が成長するために必要なすべての教えを与えた。 

24 真理を認識する者は幸いである。なぜなら、彼らはすぐに「道」を見つけることができるからである。他の人は、
自分の作品の方が優れているように見えるので、いつも神の教えを拒否しています。 

25 みなさんを愛しています。私は羊飼いで、羊を呼び集め、数え、毎日もっと欲しいと思っている。羊に栄養を与え
、愛撫し、世話をし、たくさんいるのを見ると喜び、すべてが従順でないのを見ると泣くこともあるが。 

26 あなたがたの心である。多くの者がわたしのもとに来るが、真にわたしに従ってくる者は少ない。  

27 見よ、その唇を通してわが言葉を伝える声の主たちを。彼らは使命という十字架を背負ったのです。多くの人が自
分の才能を疑っていることを知りながら、彼らはおとなしく自分の道を進みます。第二時代の人々 も、私を疑って、私はメ
シアではない、キリストではないと言ったことを覚えている。彼らは、私が真理を受け入れない人々 によって十字架にかけ
られたことを記憶しています。だから、彼らは降参して使命の十字架を背負ったのである。 

28 人々 よ、私はあなたたちと共にいた。私の愛のマントは、あなたたちが私の話を聞いている集会所の向こう側に広
がっている。あなた方は例外なく、わが霊とわが愛に満たされている。 

29 私の言葉は、静かな安らぎの場所です。疲れたとき、悲しいとき、疲れたとき、病気になったときに求めてくださ
い。その中に、生きて戦うための励ましや健康、信念を見出すことができます。 

30 私の力を試し、私の正義に不信を抱く者のようにならないように、私の意志に熱心に、謙虚に、従順であってほし
いのです。そうする者が自分を裁判にかけることを、あなたは知っているからです。 

31 私がこのような形で自分自身を現していることを信じるか、信じたくないかは別として。この顕在意識の核に存在
するものが真実なのか嘘なのか、完全に納得がいくまで、敬意と優しさを持って耳を傾けてください。 

32 この顕現の真実を否定した者、あなたが聞く言葉を信じる者を冒涜した者、私の声を伝える者を嘲笑した者が、ど
れほどの悔恨の涙を流したか、あなたが知っていれば。今日、彼らは自分の口から出た侮辱的で無礼な言葉をどのような言
葉で消すことができるのか、どのような仕事で主人と和解することができるのかを知らないのです。 

33 軽率な判断や、第一印象で早合点しないことを学んでほしい。このヒントは、あなたが私の言葉を解釈するとき、
また教義、宗教、哲学、カルト、霊的啓示、科学などを判断しなければならないときに、あなたが知っていることが存在の
すべてではないこと、あなたが知っている真実は絶対的真実のごく一部に過ぎず、それはここで一つの方法で姿を現します
が、あなたの知らない他の多くの方法で姿を現すことができることに気づくために与えるのです。 

34 なぜ、この日にこのような話をしたのか、その理由を説明します。というのも、この大勢の人々 の中には、私がこ
の人々 にこれほどまでに語りかけ、この言葉は「言葉」から来ているにもかかわらず、なぜ、私はこの大勢の人々 の完全な
刷新も霊化も達成できないのかと、執拗に私に尋ねる心があるのです。 

これに対して私は、もし私が純粋な力でこれを望むなら、この罪人たちを一瞬にして天使に変えるだろう、しかしこの
仕事は私の目には何のメリットも伴わない、この言葉はまさにこのために、賢明かつ非常に忍耐強い方法で行われるのだ、
この民の心を研磨し、信仰と愛と悔い改めが湧き出るようにするために、と付け加えて、詳しく指導しました。 

35 人は暴力を使って世界を破壊する。彼らの暴力が私の力より優れていると思うか？しかし、彼らが自らその誤りを
認識し、それを正し、彼らが破壊し冒涜したものすべてを再建することが私の意志であり、そうすれば彼らの功績は私の目
には真実と映るだろう。 

36 まだまだ小さな民族なんですね。しかし、今日までわが顕現の周りに集まった少数の者を決定的なものと考えたこ
とはない。その証拠に、私はあなた方に多くの教えと啓示を与えています。 

37 1950年以降、あなた方がこの形でわが言葉を受け取ることがなくなると、あなた方の心には一見空虚さが生じ、
沈黙や悲しみの朝のディボーションが行われるでしょう。しかしその後、あなたは再び強い気持ちになり、すべては私が知
恵をもって計画したこと、そして私があなたに与える最後の、そして最も忘れがたい教えを頂点とする、私の最後の教えで
あなたを高みに登らせたことを告白することでしょう。 

38 人間の目には見えないのに、誰があなたの灯火を消し、あなたが私に捧げる霊的な供物を枯らすことができようか
。あなたの魂に永遠に刻み込まれた封印を、誰があえて消そうというのでしょう。信仰はあなたの心に深く根を張り、これ
からも成長し続け、あなたの周りのすべてを照らし続けることでしょう。 

39 そして、あなた方の苦闘の後、私があなた方に課した大きな試練の後、休息が訪れ、あなた方は報いを受けるので
ある。私があなたがたに告げた方は、あなたがたの中にいるのだから。今日、あなたがたの仲介によって語り、あなたがた
の苦難を助けるために、すべての人の上に降りてこられたのは、この方である。彼はこの時代と霊界に現われたわが霊であ
り、それは天使たちによって構成され、あなたの人生の旅に同行し、大きな戦いの中であなたを守り、あなたを癒し、慰め
るのです。 
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大いなる徳のある存在の全軍団は、予告されたように、あなたが通過するこの試練の時に、あなたを慰めるために私と
団結しました。あなた方は、この地上に住む多くの人間の中から、この啓示、この仕事を理解し、その偉大な贈り物を所有
するために選ばれたのですから、非常に幸運なことだと考えてください。 

40 私の弟子として使命を果たすために、あなた方に準備をさせ、私が教えの中であなた方に告げたことが実現するの
を間もなく目にすることになるでしょう。世界には、わが霊の存在を語る出来事が多くあり、人々 は私がいかに身近にいる
かを感じることでしょう。人を通してのわが顕現が終わっても、私はすべてのわが子たちの魂に君臨するために、彼らの準
備、彼らの真の崇拝を待ち続けるからである。そこには神殿があり、そこには律法と御霊の賜物が啓示され、私はあなた方
の崇拝と愛を受けることになる。 

41 昔、私はあなたがたに、さまざまな国でわが言葉を与え、わが光線も人間の知性を通して他の民族に現れると言っ
たが、本当は、私が男や女を通して小さな共同体の懐でそこに語ってきたことをあなた方が知ることが、わが意志なのだ。
私の話を聞いたとき、ある者は私を師と仰ぎ、ある者は高次の霊的存在としてしか受け止めませんでした。しかし、私は私
の言葉を成就した。 

42 私が「私はマスターだ」と話すと、ある人は信じ、ある人は疑った。しかし、単純で謙遜な被造物を通して語られ
るわが言葉の意味と知恵を理解したとき、彼らはこのようなわが霊の顕現が可能であろうかと考えたのである。 

43 私はまた、その宣言が終了する時間をそこに定めた。そして、あなたがたは、わが言葉が聞かれた地上の地点に証
しをもって到達したとき、その宣言の真偽を彼らに確認するのである。今日、疑っている人たちがあなたの明確な証言を聞
くとき、私が彼らと共にいたことを知るだろう。 

44 このような地域はほとんどありません。しかし、わたしはここにいて、すべての魂を啓発し、わたしの証人となり
、ある者は他の者を指導し、その導き手となる。 

45 あなたがたは、外国人である訪問者を迎えて、私の顕現について、また彼の国で受けた私の言葉について話すとき
、その人を拒絶してはならない。むしろ、私の言葉が実現し、私の帰りを待ち望んで祈った人々 がみな、この時に私を受け
入れたことを、喜びをもって共に立証するために、彼を迎えるように命じるのである。私はあなた方を私の弟子とするため
に呼び寄せた。 

46 この国の外でも、私の神聖な光線が飢えた人々 を養う言葉になっていると誰かが言っても驚かないように、このよ
うに私は事前に指標を与えているのです。私の愛はすべてを包み込み、私の回復の業は普遍的なものであることを知りなさ
い。そうすれば、私はあなたの国だけに恵みを与えることに限定しているのではなく、すべての人が私の家族を形成し、私
はそれを一つにまとめ、霊化という一つのポイントに導きたいと願っていることを、あなた方は理解するだろう。 

47 この時代に私が与えた指示によって、私は前の時代の啓示を一つにまとめました。そして、予言と師の教えとその
啓示の中に、律法全体の要約があり、霊化へと導く道を示しているという結論に達するでしょう。 

48 何世紀も何十世紀も経過しているが、今日になってようやく法の目的、人生の目的を理解することができた。 

49 もし私があなた方の道中で多くの「奇跡」-あなた方が私の業と呼ぶもの-

を与えたとすれば、それはあなた方の信仰心を高めるためであり、もし私があなた方に恩恵を与えたとすれば、それは善の
道にのみ平安があることを理解してもらうためのものであった。奇跡は、新しい砂漠を渡る人々 を勇気づけた。 

50 この平和の中で、皆さんは戦いの時が来たときに強くなれるように準備されてきたのです。私は、あなた方が祈り
を武器として、盾として、霊感の手段として、防波堤として、慰めとして使えるように、霊から霊へと祈ることを教えまし
た。 

51 あなた方は一度ならず何度も私に尋ねた。私が主の祈りを使徒たちに教えたとき、私は彼らにすべての時代のため
の祈りを与えたのかと。私がその祈りを語ったとき、私は彼らに父に語りかける高尚な方法、愛、謙遜、信仰、敬愛、降伏
、信頼を含む呼びかけを教えるつもりでそうしたとあなたに言うのです。 

52 私の言葉を機械的に繰り返すことに満足した人、また、その祈りを自分の祈りの手本としなかった人は、悪い行い
をしたことになるのです。 

53 今日、私が「魂を高めよ」と言うのは、あなたの心の中から、あの祈りのモデル、あの完璧な祈りを消し去るため
ではありません。そして、その祈りを構成するフレーズを次々 と繰り返すことに限定するのではなく、それらによって自ら
を鼓舞し、あなたの精神の中で形成する思考が、「われらの父よ」のように、愛、謙遜、信仰、敬愛、父への降伏と信頼を
表すようにすることです。 

54 とりあえず、今話したことをよく考えて勉強し、きちんと説明できるようになるまで、誰かに教えようとはしない
ことだ。 

考えてみてください。もし、ある精神主義の教えが、キリストが世に教えた祈りを取り払ったと理解したら、あなた方は異
端者と判断され、この教えは神の師の教えに反しているとみなされるでしょう。 

55 一方、思考がクリアになり、言葉が唇から流れるまで待てば、私の教えを理解することなく、私の言葉を繰り返し
、それを習慣化、日常化、無駄な練習をしている人たちでさえ、簡単に納得させることができるだろう。 



U 266 

114 

56 弟子たち：私の教えの目標である霊から霊への祈りでは、あなたの全身が創造主に語りかける行為に集中するので
す--あなたの全身から湧き出る声で、霊をメッセンジャーとして、また通訳として使って。 

57 これこそ、あなた方が父なる神様に、崇拝の念、愛の念、感謝の念、謙遜の念、敬愛の念を捧げる方法なのです。 

58 あなたを平和に導き、霊化への道を示すのは、科学でも、この時代の教えでもないでしょう。天から光が来て、あ
なた方の心を啓発し、真の道を明らかにすることが必要なのです。 

59 人間が考えた科学では、人間の心を敏感にし、霊的なものを感じ、見ることができるようにすることはできない。 

60 もし、その底に私を求めようとするならば、人は科学によって私の存在を感じることができると言わなければなり
ません。しかし、彼らは発見したあらゆる驚異の中で私を見るにもかかわらず、まるで目が見えないかのように私を否定す
る。 

61 人間が熱心に探求する自然は、絶え間なく私について語り、私の力、私の愛、私の正義を明らかにする。人間は、
ただ知ること、力を蓄えることだけに邁進し、創造主の業がそうであったように、愛が自分のすべての業の霊感と起源でな
ければならないと考えることはない。 

62 自然が、その要素が、その力が、どのように私を語っているのか、あなたは知っていますか？彼女は人々 の目を真
理に開かせるよう努力するのだから。彼女の胸からは、今日まで数え切れないほどの教訓が生まれました。彼女の中から正
義を求める声が響き、世界の空間が震え、遠く離れた世界を周る世界も同様に彼女にメッセージを届けるだろう。 

63 このようなことが起こり、あらゆる力を持つ科学者が、あらゆる場所に裁きをもたらす破壊的な力を止めるにはあ
まりにも無力で小さいと感じるとき、彼は自分の仕事に怯え、ついにこう叫ぶだろう。"主よ、あなたです、あなたの存在
です、あなたの声です、あなたの正義が今明らかにされました!" 

64 多くの人にとって、審判の日であり、恐怖の日であり、悔恨の日である。 

65 その痛みは、悲しみと憂いの黒いマントが覆いかぶさるように、人々 に闇をもたらすほどだ。そうすれば、祈りは
人の魂から自らをむしばむだろう。この祈りは、父の家の門前に疲れ果て、病んでひれ伏す「放蕩息子」の苦悩の祈りであ
ろう。 

66 人がついに精神の目を真理の光に向けて開くその瞬間に祝福を。彼らの過去は赦され、新しい太陽が彼らの人生を
照らし、彼らを変え、新しくし、高貴にするからだ。 

67 苦悩の杯を底まで飲み干した時、人はどんな尊敬の念を持って科学の道を歩むのだろう。そして、自然の秘密を探
求するとき、彼を鼓舞する意図と理想はどれほど崇高なものになるのだろう。 

68 暗闇の後に再び光が現れ、その明るさの中で、人々 はより精神的で高い感覚で人生を見つめるようになるのです。
宗教的狂信の絆創膏は剥がれ、人類は私の存在を感じるだろう。この教えは、拒絶され迫害された後、真の神の啓示として
受け取られ、世界中に広まり、光と信仰と善と正義の道において人々 を強くすることになる。 

69 私があなたに告げたような素晴らしい至福を、なぜ疑うのですか？あなたが遭遇するすべてのことは、あなたの存
在を無限に悪化させたり、悲しませたりするものなのでしょうか？いや、人々 よ、私があなた方に悲しみ、苦痛、苦悩、惨
めさの日々 を予言したように、私はあなた方に心に光が戻り、心に平安が訪れ、魂に愛の力が戻る日々 も予言しているのだ
。 

70 次から次へと悪事や災難を受けることに慣れてしまい、もはや何も良いことを期待しなくなり、信仰を失ったため
に好ましい変化を信じなくなったのです。しかし、人類が善の道、兄弟愛の道に戻るという生ける希望を持っているならば
、他人がその方法を教えてくれるのを待つことなく、自分の使命を果たすことによって、人類に貢献するのです。 

71 私はあなたがたの医者である。 

72 今この瞬間、あなたの身体と魂に流れる私の癒しのバームを感じたいですか？そして、祈りの中に入り、我に身を
捧げ、心を清めよ、そうすれば、最高の医師の癒しを感じるであろう。 

73 現世の後、魂の長い旅を経て、試練の砂漠を越え、あなたのカルバリを昇ったとき、あなたをいつも待っていた明
るい輝く都、真の霊の永遠の都にいることを、私はあなたに告げました。そこでは、もう苦痛を感じることはない。その場
所には、完全な状態に達した魂だけが住んでいるからだ。痛み、病気、苦難、不幸は、不完全な魂に特有のもので、償うた
め、学ぶために苦しむのだということを忘れてはならない。 

74 なぜ、あなた方はここで兄弟姉妹として団結しないのですか。そうすれば、輝く都市とまではいかなくても、少な
くとも、あなた方が父を迎えることのできる輝く心の故郷を作ることができるのではないでしょうか。私は心から心へ、あ
なたを励まし、癒し、愛撫するのです。それなら、あなたが飲むのは私の血ではなく、私の神髄だと言うでしょう。 

75 人類よ、私はあなたを愛している。だから、あなたの子供たちを「見守る」ことを決してやめない。私が人の間に
住んでいたとき、私は砂漠に隠れて祈り、私がとても愛し、彼らを救うために犠牲の死を身に受けた人々 のことを考えた。
今日、私はあなたがたに告げます。あなたがたの入り込めない目に見えないところにも、私は砂漠の孤独を見出し、そこか
らあなたがたのことを祈り、とりなし、考えているのです。 
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76 男性諸君!泣くことを恥じるな、泣くこともまた賜物なのだから。祈れ、すべての者よ、わが前に幼な子のように
なれ、涙を流せ、痛みを消し去り、喜びを入れよ。 

77 女たち、母たち、処女たち、少女たち、私はあなたたちとともにいて、すべての心に私の愛撫を与えるのだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 267 
1 愛する子供たちよ、魂を一つにして、あなたたちの間に私がいることを待つ者たちよ、祝福されよ。 

2 あなたは命の木の実を求め、私はその実をあなた方ひとりひとりに与える。 

3 私の愛の輝きは、この木々 を軽やかに動かす空気のようなものです。 

4 弟子よ、人生とは、創造主が子らに遺した最も美しく充実した書物である。しかし、その美しさ、不思議さを知る
ためには、読むことを学ぶ必要がある。この本の内容を一頁一頁、一課一課で示すことができるのは、神の師である私以外
に誰がいるだろうか。 

5 長い間、片側が開いたままだったのは、あなた方が無関心だったために、私があなた方に新しい教えを与えること
ができなかったからです。立ち止まっていたんですね。しかし、あなたが命と永遠と光を語る書物に目を向けたとき、師が
すでに知られているページをめくって新しい教えを示すのを見たとき、その時が来たのです。 

6 この本が与えてくれる知識は、あなたの過去が、あなたの魂にとって不毛なものではなかったことを証明してくれ
ます。今、あなたは知識の光に啓発され、多くの教えの理由を発見し、人生の意味と、創造されたすべてのものの中に存在
する神の本質を見出すことができるのです。 

7 長い旅路の中で、自分が生きてきた試練の広大な砂漠、道の岐路をすでに越え、待ち伏せと危険のある暗い森を後
にした魂は幸いである。大きな試練を乗り越えた者は、私の言葉を最も明瞭に理解し、奈落の底に落ちることがほとんどな
い者となるのだ。 

8 皆さん一人ひとりの中に存在する本も素晴らしい。私がどの本のことを話しているのか、わかりますか？あなたの
過去、あなたの魂が経験したすべてのこと、そしてその歴史が日に日に増していくことを意味するものです。いったん「私
の懐に入る」と、霊的な目の前をもう一度通過し、自分の完成度の高い山をいかに苦労して登ったかを喜ぶことになるので
す。 

9 今、君たちは痛みの時代を生きている。その意味を理解することが肝要だ。そうすれば、罪人に対する痛みの効果
が浄化されることがようやく理解できるだろう。後で知ることになるが、わたしは子供たち一人一人に衣を与えることにし
ている。この衣服が何であるか知っていますか？この衣服は真実であることをお伝えします。 

10 経験がない、経験が少なすぎる、同胞を理解していないと異議を唱え、私の弟子になる能力がない、私のメッセー
ジを人々 に伝える力がないと誰が言えるでしょうか。 

11 いや、私の子供たちよ、君たちの人生は短くもないし、君たちが経験したことは少なくもない。疑いや自信のなさ
は、肉体の殻から来るもので、魂が進化の過程で蓄積してきた強さと光を知らないために絶望している心から来るのです。 

12 あなたは自分の過去について何を知っていますか？あなたの起源はどこまで遡るのでしょうか？自分がどこから来
たのか、すでに歩んできた道、そしてこれから向かう先について、あなたは何を知っているのでしょうか。 

13 この『第三の時』に至って、自分を未熟だとも無知だとも思わないでほしい。特に、私が『長子』と呼んだあなた
方は。 

14 なぜ、未来を恐れるのですか？あなたの魂が過去に蓄積した経験を、すべて使わないままにしておきたいのですか
？収穫を得ることなく、種を捨てるのか？いいえ、弟子です。誰も自分の運命を変えることはできないが、勝利の時を遅ら
せ、あらゆる道に存在する苦しみを増大させることはできることを忘れてはならない。 

15 あなた方がこの真理を確信していない限り、私はあなた方を福音を携えて地方や国々 に遣わすことはしない。 

16 私は今、あなた方を単純で、霊的で、平易な神の礼拝に近づけています。そうすれば、あなた方は外面的な礼拝行
為に心を奪われ、時間を浪費する代わりに、私がしばしば話しているように、積極的な隣人愛という本質を正すことに専念
できるようになるでしょう。 

17 あなた方はすでに精神的な幼年期と青年期を生きてきました。そして今日、あなた方は完全なる成熟を達成する新
しい時代の入り口に立っているのです。 

18 わたしを聞く者は少なく、知る者は少ない。光の時代に生きながら、暗闇を歩くかのようにつまずき、倒れるこの
人類を見よ。彼らの杯を調べ、彼らの傷を見、彼らの荒廃を感じ、遠くから彼らの精神に自分の存在を知らせ、もしあなた
が同胞に慈悲と愛を持っているなら、悲しみで泣けば、あなたは慈悲に満ち溢れるでしょう。そうすれば、高貴で寛大な衝
動があなたの心から湧き上がり、あなたがたはたゆまぬ愛と癒しと光の種まき人となることでしょう。しかし、もしあなた
が世間の視線から恐る恐る身を隠し続けるなら、あなたの心は敏感になり、隣人を慈しむ気持ちで浄化されると思いますか
？ 

19 自分たちのために魂を獲得したいのか？そして、私の言葉のバームとあなたの慈悲の油注ぎを携えて来なさい。 

20 自分の信念や儀式が不完全であることを誰かに証明しようとしないでください。悩んでいる人のところに行き、そ
の人の痛みの原因を探り、慰める。そして、その唇から「あなたは真理の担い手です」と真摯な告白がなされるのを体験す
ることになるのです。 
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21 私は、子供たちが私のために行う儀式やセレモニーよりも、痛みの瞬間、苦悩の瞬間の方が、子供たちに近いのだ
と思います。深い痛みから真実味のある呼びかけが生まれる一方で、儀式には伝統、習慣、日常、そして虚栄心の力が伴う
からです。 

22 あなた方が私の言葉を新たに聞く時が来た。それはあなた方にはっきりと語りかける。私の仕事は、あなた方を救
うことであって、あなた方の誤りを暴くことではないのですから。 

23 すべてのものが本来の真理に戻ることが必要であり、そのために人の間で世界観の戦いが起こるのである。この世
に蔓延する物質主義の中に、偉大なインスピレーションを持つ人々 が現れ、その光は地上にスピリチュアリズムが到来する
前兆となるだろう。 

24 先見者、預言者、悟りを開いた者、霊感のある者、彼らは皆、霊における私の存在を人類に宣言してくれるでしょ
う。彼らは、主の神殿を建てるための土台を築く仕事をするのです。 

25 この神殿は栄光に満ちたものとなり、そこから、私の全能が初めから創造した聖域を見ることができる。 

26 今日、あなたが心の中に多くの硬さを見るとき、人の心に伝統と狂信が根付いているのを見るとき、おそらく彼ら
の刷新、彼らの変革はあなたにとって不可能と思われ、精神化の教義が結実するのでしょう。とはいえ、すべての人は私の
もとに来て光の中に住み、真理を知るように運命づけられているのだから、私の意志は引き続き実現されると、私はあなた
たちに言う。そうでなければ、あなたたちは救われるどころか、滅びなければならないのだから。このことを考えれば、あ
なたの中にある悪いもの、つまりあなたの不完全さは、永久的なものではあるが、過ぎ去るということが理解できるだろう
。 

27 人類に重くのしかかる試練は大きい。あなたの直感は、世界が私の神聖な裁きの下にあること、人間の傲慢さが父
によって痛めつけられたこと、そしてこの裁きの力が日々 増していることを告げているのです。しかし、人間がいかに傲慢
をやめず、自分の罪を告白せず、犯した悪事を悔い改めず、一言で言えば、神の正義に屈しないかをご覧ください。彼らは
自ら苦しみの時間を長引かせ、多くの罪のない人々 を破滅に引きずり込むのです。この苦しみの時間はいつまで続くのだろ
うか。人々 が真実に目を開き、現存する唯一の力、すなわち私に屈するまで。 

28 皆さん、自分の周りで起こっていることの理由を知り、仲間の救済と平和に貢献する手段を見つけたことに幸せを
感じないのでしょうか。 

29 それは、あなたが私の言葉を理解し、愛を持って困難な使命を遂行する方法を知っているからです。 

30 1866年から1950年まで、私の言葉、この聖霊の光は、あなたが体験するのと同じ形で、あなたの間に鳴り響い
てきた。この間、多くの声の担い手がその才能を開花させ、男性も女性も、私のしもべ、私の「働き手」の中心部隊を形成
する準備を整えました。 

31 私の選んだ人たちの心を通して、私の精神は知られるようになりました。しかし、あなたは、マスターが話したこ
れらの生き物が、彼らの唇から出たことを完全に認識していると信じることができますか？汝に告ぐ、彼らは自分の心に降
りかかった無限のものであると感じてはいるが、自分の唇が知らないうちに語ったことの偉大さ、大きさを評価し理解する
ことは不可能である。 

32 1950年以降、つまり私の出発後、この人々 は私の仕事を人類に知らしめることになるが、人間の意志に従うので
はなく、私の意志に従う。私の照射を表現した瞬間に口から出てきたものを、私を通して話した声優は理解することができ
ないのです。明日、彼らは私の予言の成就、私が彼らを通して告げたすべてのことの成就を発見して、驚くだろう。そして
、いつも熱心な人は、さらに大きな愛で使命を受け入れ、時に信仰を欠いた人は、一瞬疑ったために悔い改め跪くことにな
ります。彼らの信仰は燃え上がり、最後まで私に忠実であろう。 

33 わたしの話を聞いている群衆の中の誰かが、わたしに尋ねる。「先生、あなたの声を伝える人、あなたの光線を理
解する器官を持つ人が、その仲介を通してご自分を知らせるのはあなたであると疑うことがありえますか？ 

これに対して私は、「そうだ、私の声の担い手でありながら、顕現の瞬間から疑って生きてきた者がいる」と答えます
。それにしても、インスピレーションが注がれた瞬間に変貌したその不器用な唇が発した言葉、光、真実、慰めは、どれほ
ど偉大なものであったことでしょう。 

34 なぜ、自分を注いだのに、指導が素晴らしいのか？なぜなら、彼らは最も苦しめられ、幾度となく最も懸命に私を
喜ばせる最善の方法を探して立ち上がり、より純粋さをもって私に近づき、常にその職にふさわしい自分を作ろうとする者
たちだからだ。 

35 なぜなら、彼らは、私がこの奉仕のために彼らを奉献した瞬間から、戸惑いを感じ、自問自答した人たちだからで
す。小さな被造物、価値のない罪人、取るに足らない存在である私が、このような偉大な任務に神から選ばれることが可能
なのだろうか。 

36 この疑いを超えて、あなたは私の小さな子供たちの愛と敬愛を認識しますか？なぜ疑う人がいるのか、なぜそれに
もかかわらず、私が彼らの伝達を通して自分自身を知らせるのか、理解できましたか？ 
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37 私の存在を信じる声の担い手が、すでにこれに満足し、インスピレーションを得るために必要な感情を準備に入れ
ず、その結果、冷たい、あるいは単調な表現になることがいかに多いことか。ちょうど、虚栄心に支配されることを許した
者が、常に本質において最も貧しく、光において最も劣っているのと同じである。 

38 あなた方は、主人への完全な降伏、主人への信仰と愛と謙遜の恍惚の中で、役に立つという理想を抱き、光を必要
としている兄弟姉妹に思いを向けて、世界と肉体の殻を捨てた声帯者たちを通して、私の最も完全で最も完全な顕現を受け
てきたのである。このように自分を整え、私を受け取ることができた人は、なんと少ないことでしょう。 

39 触発された声の担い手の変容を発見していないのか？あなたは、教説の最高の瞬間に、その唇から神の光が輝いて
いるような霊的な感覚を味わったことがないでしょうか。第三の聖書の最も輝かしいページが書き留められた時間である。 

40 祝福されよ-

試練の時に魂を一つにする者たちよ。最初の者から最後の者まで、あなたがたは皆、眠らず、誘惑に陥らないように苦しめ
られているのです。 

41 わたしがあなたがたに最後の指示を与える時はすでに近づいている。あなたがたはその日に備えなければならない
。 

42 ある者は試練の意味を理解し、我が意志を祝福するが、ある者はその理由を知らず、試練に反旗を翻す。 

43 昔、私はこの時代に旋風を巻き起こし、あなたの民の懐に混沌を支配することを告げたことを思い出してください
。 

44 私の言葉を聞き、「見張り続ける」人はごくわずかで、それは私のたとえ話の賢いおとめのようなものでした。ほ
とんどの人が私の予言を忘れ、驚き、困惑している。 

45 これは、エリヤが化身したバプテスマのように、すべての悪い木を引き倒し、良い木からは痩せた葉や育っていな
い実を引きちぎるために来る嵐風であると、私は告げた。 

46 この混乱は過ぎ去るのだろうか」とあなたがたが恐る恐る私に尋ねると、私は「そうだ」と答える。でも、その前
に戦うこと、泣くことがたくさんあるはずです。 

47 光と結合の勝利を真に望む者たちに、私は祈りと、わが言葉の研究と、私が教えたことの実践にとどまるよう告げ
よう、あなたの意志ではなく、私の意志がなされるように。そうすれば、本当の意味で勝利することができる。 

48 私は、霊化に努め、唯物論と偶像崇拝の最後の痕跡さえも心から取り除く者、すなわち、私の意志に従い、私の教
義を正しく解釈する者に勝利を与えるのだ。私はある者を励まし、またある者は反省し、準備を整え、話す機会を待って、
"これは父の仕事だ、これは霊能者だ "と言うのでしょう。 

49 私は、彼らの研究と瞑想の瞬間に、まさに彼らの間にわが身を現わし、霊性化の道を忍耐強く進む動機付けとして
、彼らに新たな啓示を与えるだろう。 

50 わが顕現の間、あなた方はさまざまな任務を遂行した。そのうちのいくつかは、この集会所の中で、あるいは頼ま
れた場所で行った。それぞれの仕事に、私は別の名前をつけました。だから、リーダー、声の担い手、贈り物の担い手、そ
の他の任命がありました。 

51 一九五〇年末に私と霊界の存在が終わったとき、それまで皆さんが持っていた呼称が皆さんの間で消えて、お互い
に近づき、誰も自分を優位に考えず、誰も自分を劣位に考えないようにしてほしいのです。 

52 その時には、それらの名前はもう必要ないでしょう。あなたが公式にそれらの役職に就かないからといって、尊敬
や愛が薄れることはありません。大切なのは、あなたが真理の中にとどまり、あなたの愛の業が仲間の感謝に値するという
ことです。 

53 私はすべての人々 に、人が持つ最も高く美しい称号は、それを得ることが必要であるにもかかわらず、「神の子」
であることを言います。 

これが法と教えの目的です。それは、わが真理の知識であなた方を鼓舞し、最高の完成であるその神聖な父の価値ある
子供となるようにするためなのです。 

54 この言葉をもって、私が示した道を忍耐強く進むよう勧める。 

55 この試練の時に、あなた方が絶望したり、信仰を失ったりしないように、こうして私はあなた方を慰めます。 

56 あなたの心の中にある多くの苦しみ、悩み、欲望、願いを、あなたの祈りによって私に預けてください。 

57 私はすべてを知っている、すべては私のもとにやってくる。しかし、わたしは、わたしの意志に従って、適切な時
に、あなたがたに与える。 

58 もし私が花に露を降らせたなら、どうして私の輝きをあなたの魂に送らないことができようか。 

59 ここに私は本質的にあなたと共にあり、あなたに新しいメッセージを明らかにします。 

60 私はこの時、人が私に保証した偽りの愛に代わる霊化をあなた方に教えます。 
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61 あなたがたに仕え、あなたがたを愛することによって、真に私を愛する機会を与える。そうすれば、私の模範はあ
なたがたに互いに愛し合うことを教え、慈悲を行使するのに銭を与える必要はないことを示し、自分を最も貧しく思う者が
同胞に提供すべき無尽蔵の財産を持っていることを理解させてくれるからである。 

62 愛の種を蒔くことができるその広大な畑は、「スピリチュアル・フィールド」と名付けられ、そこで皆さんには働
いていただき、善の実践の中で自分の才能が開花するのを見ていただきたいのです。 

63 私はあなたに、インスピレーション、ヒーリングバーム、直感、魂の強さと平和を贈りました。しかし、私はリス
ナーにさまざまな仕事を割り振っています。ある者は、私の光を心に受け止め、それを御言葉で伝えるという任務を与えら
れている。また、心を通して霊的な世界を受け取る才能を持つ人もいます。また、霊視の能力によって、あの世や未来のこ
とを見ることができる人もいる。 

64 また、ある人は識別の賜物を、ある人は言葉の賜物を受け取っています。 

65 私の宣教が人間の知性を通して始まって以来、私はあなた方がその賜物を活用し、霊的使命を始めることを望んで
きました。そうすれば、私の旅立ちの日が来たとき、あなた方はすでにその道の一部を旅し、このような困難な使命の遂行
を始めるのに弱すぎるとは思わないでしょう。 

66 ある者は、神の願いを正しく解釈し、それを実現しようと努めた。しかし、この作品の意味を誤解している人たち
もいる（その人たちの方が多数派だが）。 

67 このような誤りを、私はこの人たちにとがめたいのです。 

68 なぜ私を実体化させるかというと、あなた方の礼拝の行為で犯してきた、また犯している過ちを一つ一つ列挙して
いくからです。あなたの良心と霊界の助言があれば十分で、矯正と指導を欠くことはないのです。 

69 私の仕事を最も無私に愛する者は、感覚を刺激するようなカルト的慣習を最も早く捨て、最も簡単に誤りを正す者
であると、私は言います。なぜなら、彼らは常に精神的向上を切望しており、習慣的慣習を廃止することは彼らにとって犠
牲ではない、そうすることで一歩前進することが分かっているのだからです。一方、私の仕事の中に人格を作り、カルトの
形式、カルトの実践、儀式によって自分の虚栄心のための生計やお世辞を作ろうとした者は、自分にとって霊的な仕事をそ
れでなくとも放棄できるようになるために、自分と大いに闘わなければならないでしょう。私の作品では、純粋なもの、高
いもの、完全なものだけを認めることができるからです。しかし、不誠実、物質化、虚偽を含むものはすべて人間の仕業で
ある。 

70 この作品の意味や目的を理解するのはいつになるのでしょうか。私のものであり、あなたに託されたものであるか
らには、何一つ自分のものを加えることなく、あるがままに尊重しなければならないことを、あなたはいつになったら理解
するのでしょうか。 

71 愛する人々 よ。私は、あなたを汚れから光に引きずり出した。しかし、暗闇の中で生き続けることを決意している
人たちもたくさんいます。これらは、すでに遠くに迫っている試練に驚かざるを得ないでしょう。 

72 父として、主人として、私はあなた方の間で任務を果たした。祈り、瞑想し、神の意志に従って行動するのは、人
次々第なのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 268 
1 愛する弟子たちよ、もし、わたしの定めた日に、わたしのことばがもはや聞かれないなら、あなたがたの能力の目

覚めが遅すぎて、あなたがたの使命の遂行を寝過ごさないように注意しなさい。私の声が聞こえなくなったその日から、あ
なたのために新たな展開が始まることを承知してください。 

2 あなたの感性は、あなたのインスピレーションに私のプレゼンスを感じ、私の言葉の不在があなたの中に残す空白
をすぐに埋めることができるように、日々 高くなければならないでしょう。 

3 もし、このような弱点に陥る者があれば、この教えを思い出して、直ちに祈りに専念しなさい。祈りながら、私の
言葉を思い出し、あなたの魂にとどめるのです。そして、喜びとともに、永遠に失ったと思っていた自分のギフトが再び現
れるのを見ることになるのです。 

4 安心してください。本当に祈るなら、あらゆる誘惑から解放されるでしょう。 

5 人々 ：魂の自由を否定する試練に勝利したとき、魂の高揚を止めることができる不従順によって、新たな試練を自
ら作り出してはならないのです。 

6 今、あなたがたの証言の時が近づいている。だから、私の真の証人となるために、あなたがたは慎重に準備しなけ
ればならないことを考えなさい。 

7 人類は、私があなた方の間にいたこと、謙虚な男女の集まりの懐で霊的に自分を知らしめたことを知らないのだ。
彼らがわがメッセージを知るようになるとき、それはわが言葉がすでにわが声の担い手の唇を通して聞かれなくなるからで
ある。 

8 すべての人々 がこのような形で私を聴くことは、私の意志ではない。彼らは、わが新啓示を目撃した者たちを通し
てメッセージを受け取り、その証言を信じることは、わが言葉を伝える声主を歓喜のうちに目撃した場合よりも容易であろ
う。 

9 これこそ、この人々 を待ち受けている使命である。マスターから霊的に受けた教え、教訓、指示を、真実と霊性を
もって語ることである。 

10 心を鍛えることだけに専念して、私の教えを忘れてしまった人たちがいるのです。彼らは科学を崇拝する民族であ
る。また、物質主義的な教えによって精神が世界の奴隷になっている人たちは、地上の力を夢見る人たちです。また、宗教
心はあっても、私がこの時代に教えている霊性化の基礎となるキリスト教の種を持っていない民族もいます。 

11 これらの民はすべて、主がその労働者に託された大いなる畑のようなものです。しかし、私の新しいメッセージが
世界に届く前に、すべての民族と国家が準備をしなければならない。ある者は戦争に、ある者は世界観の衝突に悩まされる
ことになる。しかし、彼らが光を求め、真理と平和を願うなら、私の種蒔きが、彼らに託された神の種を愛と慈悲をもって
撒きに来るのにふさわしい時となる。 

12 また、第二の時代に私が来たこと、私の言葉と業が明らかにしたことをまず知って、第三の時代の啓示として私の
新しいメッセージを受け取らなければならない人々 もいるのです。 

13 闘争、混乱、浄化の時代が人類に訪れ、その後、精神化が進み、礼拝と信仰の真の自由がもたらされます。 

14 イスラエル：師がエルサレムの町に凱旋したことを記念しているのですね。あなたがたは時代を超えて私の模範を
心に刻み、それが光の時代に生きる今日、その教えの無限の内容を発見するのに役立っているのです。 

15 地球には、私の生き方の痕跡は残されていない。私がその痕跡をすべて消してしまったからだ。私の痕跡が子供た
ちの魂に刻み込まれ、その愛と光と犠牲の道が、すべての人間の中で最も純粋に輝くようにと思ったのです。 

16 血は、この世界における私の仕事を、その記憶が消えないように封印した。そして今、あなた方は見る。私があな
た方の間にいた時から約2000年が過ぎたが、あなた方は私の受難をまるで昨日のことのように覚えている。一粒の種も失
わない、遅かれ早かれ発芽するのだから」という言葉が、あなたには当てはまるからです。 

17 私がエルサレムの町に入ると、群衆は喜び勇んで私を迎え入れた。村や路地から、男も女も子供も大勢やってきて
、主人の入城を見届けようとしたのです。彼らは、奇跡と神の子の力の証明を受けた者たちである。- 

目が見えるようになった盲人、ホサナを歌えるようになった唖者、過越の祭りに主人に会うために寝床を離れて急いで来た
足の不自由な人たち。 

18 私は、この勝利がつかの間であることを知っていた。私はすでに弟子たちに、この後どうなるかを予言していたの
だ。そして今日、その出来事から遠く離れたところから、わが真実の光は、無知と罪と欺瞞の闇と戦い続けていることを告
げます。 

19 エルサレムへの入城が、わが大義の勝利を意味すると、どうして信じられますか？改宗者はわずかで、私が誰であ
るかを認めない者が大勢いたのに。 

20 そして、その人たちが皆、私の言葉に改心したとしても、まだ何世代も続かなければならないのではないでしょう
か？ 
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21 あの歓喜の瞬間、あの短い凱旋は、光、善、真実、愛、正義の勝利の象徴にすぎず、来るべき日のために、あなた
方すべてが招かれているのです。もし、私の子供たちが一人でも新しいエルサレムの外にいたら、お祝いはできないでしょ
う。もし、神の力が子供たちの最後の一人まで救うことができなかったら、神は勝利を語ることができず、勝利を祝うこと
もできないでしょう。 

22 今、この時、わが現存を感じ、わが言葉を聞いた者よ、わが身を迎える都のように、わが身があなたの心に入るこ
とができるよう、あなたの魂を整え、飾りなさい。私はあなた方の準備を祝福し、霊化のために努力することを伝えますが
、あなた方の記念行事がすでに真理の勝利の祝典であるかのように受け止めてはなりません。 

23 これは、あなたの魂の救済、解放、高揚のための新たな闘いの時、最後の勝利の始まりに過ぎないのです。 

24 歓喜と勝利への希望と調和を表現する賛美歌を歌うために、あなた方全員を団結させなさい。 

25 人々 よ、あなた方はこの時代に選ばれた者である。あなた方を通して、私の言葉が恵みの露となって人類に降り注
ぐようにするためである。そうすれば、あなたの使命と闘いが終わったとき、あなたは私の前に来て、マスターと一緒に勝
利の歌を歌うことができるでしょう。 

26 人間だけがこの地上で私を体現している。なぜなら、彼は私の霊に似せて創造されたからである。しかし、あなた
方が私の代表であると言えるためには、私の律法に従い、絶えず準備を整えて生きなければならない。私の弟子になりたけ
れば、自分の十字架を背負って私に従いなさい。そうすれば、あなたの魂は完成されるでしょう。もしあなたが私を信じる
なら、誰があなたの決意を弱くさせることができようか。 

27 私はあなたの謙遜さ、愛、優しさを試して、あなたの内面を知るようにしました。私はあなた方を知っています。
しかし、あなた方は自分の能力を知る必要があり、試練だけがあなた方に自分自身を知る機会を与えるのです。 

28 この人生は何のためにあるのか、なぜこんなに苦しまなければならないのか、とよく私に問う。魂は自らの功績に
よって、人生の最低レベルから完全な頂上へと昇らなければならないのです。 

すべての生き物は、進化の法則に従う。また、宇宙における私の判断が、あなたの世界だけでなく、私の子供たちが住
むすべての生命の世界で犯したすべての罪を明らかにした今、あなたの魂は償いをしているのだとも告げます。 

しかし、泣かないで、むしろ私に感謝しなさい。この後、魂が浄化されると、あなたは私に近づき、道を取り戻したの
で、律法を果たすためのより良い条件が整うからです。試練の中で絶望しないように、十字架の担い手としてあなた方と共
にある。 

29 あなたは今、私の受難を思い出している、その犠牲の死が更新されたと感じているのですね。あなたが肉の弱さに
打ち勝ち、この世の苦難を乗り越えようと決意する瞬間ごとに、私はあなたに言うのです。見てなさい、あなたはまだ弱い
のだから。第二の時代には、大勢の人々 が、私を愛し、私に忠実であると言って、私に従いました。しかし、世界が私の行
為を非難し、審判を下し、私に従う者を迫害すると、私が愛で溢れさせた同じ魂が私を否定し、私のもとを去っていったの
です。 

30 今日、あなたは私を愛し、私の言葉を信じていることを私に告げます。しかし、あなた方の多くは、もし大きな試
練にさらされたら、私を見捨てるだろうと知っている。しかし、あなたの運命は、最高の幸福である魂の高揚に達するまで
闘うことです。 

31 私はあなた方の中にいて、あなた方の心臓を叩いているのです。あなたがたが絶えず敵対しているのを見て、私の
平和が完全であると思うのか。そのため、私は闇と悪と戦うために偉大な戦士としてやってきて、私と共に善の霊、霊界も
やってきて、私の仕事を完成させたのです。この戦いはいつまで続くのか？私の子供たちが皆、救われるまで。しかし、私
は痛みを持ってこなかった。私はただ、愛によってあなたを変えたいだけなのだ。 

32 過去のわが言葉を学んだ者たちは、私が人類に戻ったこの時期にわが顕現を目撃するとき、これらの教えの証人と
なることを私が認めたので、私に感謝するのである。しかし、すべての人に言います。あなたがたは、私が栄光に満ちて現
れるのを見たように、1950年の終わりに私が再び旅立つのを見るのです。あなたは日々 このレベルまで上昇し、あなたの
マスターと一体化するのです。 

33 そのとき、聖職者や宗派や教会の牧師が立ち上がり、あなたと戦うことになるでしょう。その中には、ただ真理を
求める者がいて、彼らがわが言葉を知るとき、信仰に火がつき、わが身を信じるようになる。 

34 あなたがたが私を知るとき、父なる神がどれほど愛に満ちておられるか、主人としてどれほど賢明であるか、裁判
官としてどれほど寛大で公正であるかを判断することになるのです。 

35 愛する人々 よ、あなた方は神聖なマスターの弟子であるため、世間はあなた方に完璧な仕事を要求しているのです
。このマスターが悪く評価されないように、私の命令に従いなさい。 

36 私が現れる瞬間が近づくと 

心が躍る。ある人は喜びから、ある人は恐れから。しかし、皆さんは私の神聖な存在を感じています。 

37 私はただ、あなたを安全に導き、新しい命を与え、あなたの迷いの中で寄り添う杖を提供するために来たのです。 
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38 十字架の上で死と格闘し、処刑人に虐待され、拷問されながら、目を無限に上げてこう言ったのです。"父よ、彼
らをお赦しください。" 彼らは自分のすることを知らないのですから。 

39 その神の許しの中に、私はすべての時代のすべての人間を含んでいたのです。私は真理と霊をもってあなた方に伝
えることができる。あなた方がこの時代に私の新しい言葉を聞くその祝福された時間に、私もあなた方を見てきた。 

40 今日、私はあなた方を精神の停滞から引き離すために来たのです。長い間、この人類は、宗教的狂信、偶像崇拝、
誤った形式の礼拝、物質主義の陣営で深く眠っており、互いに愛し合うこと、慈悲、許し、この一つの法則から生じるすべ
ての実践に取って代わろうとしたのです。 

41 この言葉の意味には、世界が自らを刷新し、真の道に戻り、私を愛するために立ち上がるために必要なすべてのも
のが含まれているのです。もし、この民が、第三の時代に私がもたらした教訓を注意深く聞き、正しく理解しないなら、こ
の民はどうなるのだろう。もし、わが言葉において強く成長せず、わが慈悲の神聖な箱舟に避難しないならば、大きな試練
がそれを待ち受けているのだ。 

42 あなたがたが地上で不幸に見舞われ、胆汁や酢を飲むのを見て、私が喜ぶとでも思っているのか。いや、みんな。
私は、あなた方を犯罪者や流浪者のように扱うのではなく、あらゆる点で価値のある神の子として扱う人生を望んでいます
。 

43 あなた方は、私の言葉の栄光と、そこから流れ出る赦しに慣れ、試練の時が近づいていることを自覚し、それに立
ち向かう準備をしようとはしなかったと、私は見ています。 

44 あなたがたは謙虚であると言いながら、父なる神には恩知らずで高慢な態度を示しているのです。これが、私の真
理の証人として世に示したい模範なのだろうか。私の言葉を厳しく判断することのないよう、これらすべてを心に留め、自
分の行動を吟味してください。 

45 愛する人々 よ、功徳を積むのに好都合な時である。私の作品の中には、あなたの行動の仕方を正し、あなたの師が
その教えの一つ一つに滲み出ている光によってそれらを装飾するのに必要な例があります。 

46 教えてください。あなたがたが罪を犯した時、わたしはあなたがたを遠ざけたでしょうか。私はあなたを見捨てた
のだろうか？つまずいた時にあなたを止めたのだろうか？あなたが苦痛に負けて倒れたとき、私はあなたとともに奮闘する
姿を見せただろうか。しかし、私が愛情を込めてわが弟子と呼ぶ者たちが、逆境の中で仲間を見捨て、正しい道から外れた
者を、愛情を込めて自分のところに引き寄せ、その道を改めるのを助ける代わりに拒絶し、時には裁くべきでないことに干
渉して、裁判官になってしまうのを私は見ているのだ。これは私の教えと一致しているのでしょうか？いや、あなたの良心
を教えてください。あなた方が自分自身を正確に判断し、あなた方の感情を苦しめる多くの粗を削り取り、あなた方が私の
弟子となることを望んでいるのです。 

47 あなたの心が情念と弱さと人間的な惨めさに満ちていても、わが教義を教えたいと思うのか。盲人が盲人を導くと
、両者がつまずき、奈落の底に落ちる危険があることを、私はしばしば話したことを思い出してください。 

48 これは、第六の封印、すなわち、すべての魂と心に知恵を注ぐために開かれた神の書の最終章から発する声である
。 

49 この光は、世界を浄化し、新しくする大試練が終わった後の第三の時代において、神の子たちが精神的な一貫性を
持つための新しい夜明けです。だから、この民にメッセージを伝えるとき、私は詳しく説明しなければならなかった。闘争
心を強く持ってもらいたいからです。だから、私は彼らに責任を取らせ、裁いたのだ。その不完全さを修正する世界であっ
てほしくない。私はそれを学ぶためではなく、教えるために送るからだ。 

50 皆さん、私の光が声帯の言葉になるまでの少しの間、驚かれたでしょうか。そうなる理由があったのですね、あな
たの不吉な予感を祝福します。 

51 エホバがモーセを通してあなたがたに与えた律法をその霊に宿し，イエスのことばをその霊に書き，今，聖霊の啓
示を受けている民，イスラエルの人々 よ，わたしの平和があなたがたとともにあるように」。あなたがたに言うが、あなた
がたは光の子であり、いかなる理由でも道からはずれることはない。 

52 あなたがたの心に光として降り注ぐと感じるこの霊は父である。"わたしはエホバであり、天地とすべての被造物
を造った 

"と言う律法をあなたがたに明らかにした方である。あなた方の心をインスピレーションで満たし、知恵の言葉を口にする
この霊は、地上で力強い働きをし、あなた方に愛の教えを遺したマスターのものである。 

53 今日、私は人々 のもとにやってきて、彼らの霊を通して自分自身を明らかにする。私は、心を照らす光、心だけが
感じることのできる輝き、魂の糧となるエッセンスを携えてやってきます。 

54 目覚めの時、精神的な充実の時、あなた方は皆、兵士となり、「働き手」となり、弟子となるのです。 

55 過去、あなたがたは、わが言葉のパンを食べて満足していた。あなたがたは、それぞれの魂が、それを知らせるた
めのメッセージと、困窮した同胞に分配するための豊かな財をもたらすことを考えずに、自分の心をもっと愛らしくし、平
安を取り戻すために私を求めてきた。 
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56 この時の私の言葉は、あなたを自分勝手で引きこもって不毛な生活の隠遁生活から脱出させ、あなたのために光の
道を開き、種をまく畑を提供しようと望んでいます。あなた方は無学で無知で貧しいように見えますが、精神的にはあなた
方の進化の長い道のりが与えてくれた豊かな経験を持っていることを、私は知っています。 

57 私の民が使徒として、私が啓示した知識を広めるために旅立つとき、光のオーロラがその民を取り囲まなければな
らないだろう。その時までに、あなたたちはすでにわが言葉の力を知るようになり、あなたたちの存在の中に長い間隠され
ていて、私を明らかにする適切な時を待っていた自分の才能を完全に知ることになるだろう。 

58 どれだけの教えがあり、どれだけの神への崇拝の形があり、どれだけの精神的・人間的生活についての新しい考え
方があるのだろうか。もし、あなたがそれらを貫き、判断する方法を知っているならば、それぞれがあなたに善良で正しい
部分と、正義、愛、完全である真理から遠く離れた別の誤った部分とを示すでしょう。 

59 あなたがたが誤りや無知や悪を発見するたびに、私の教えの真髄を広めるのだ。 

60 私の指導は絶対で、包括的で完璧です。 

61 私の真理を完全に確信している人は、他の人に見られる外国の典礼を私の作品に加えることはない。なぜなら、私
の教えには、他の教えの中から善と真理を見出すことができるものがすべて含まれていると認識しているからだ。 

62 私の教えはすべて、どんなに簡単なものであっても、あなたの霊のための知識のページです。霊はまもなく私の言
葉を集め、生命の種として人類にもたらすでしょう。 

63 あなたはまだ、すべての人に聞こえるように、仲間に呼びかける方法を知らないのです。焦ってはいけないと言う
ことです。あなたが強いと見れば、わたしはあなたのために道を整え、手段を与えるからだ。 

64 祈るとき、弁護者と媒介者としてのマリアを求める者は幸いである。霊的には、彼女はあなたの母であり、すべて
の人々 のために執り成し、あなたが彼女を愛し、彼女の胸に慰めを見出すことができるように、私が十字架のふもとに残し
た人だからである。 

65 マリアは、この世で人間となり、女性として、母としての使命を果たすために、神の胎内から現れたのです。 

66 彼女のような純粋な花からしか、人類に救済を与える実を結ぶことはできない。それは、父が最初の時代の家父長
に約束し、彼らが「メシア」の名を与えた実である。 

67 マリアの霊魂は、地上での愛と柔和と犠牲の使命を果たしたとき、それが来た完全な胎内に戻りました。マリアは
他の魂のように進化に従う存在ではないのです。マリアは神の表現であり、神の柔和である。 

68 この教えは、この啓示の真理を見ることができなかった人々 に光を灯すものです。 

69 スピリチュアリズムは、精神と心の進歩の場を無限に広げ、叡智の道を上へ上へと発展させることができるのです
。 

70 あなた方、私の言葉を聞いてその霊の世界に入っていくと、それまで謎と神秘に包まれて見ていたものが、すでに
はっきりと見え始めるのです。 

71 この時代、あなた方はもはや盲目の信仰、つまり考えることも調べることもしない信仰の人々 ではありません。あ
なたの魂は成長し、知りたがり、解明したがり、そこで私は、イエスを通してあなたに約束したように、私の光を真理の霊
としてあなたに送り、すべての秘密を明らかにし説明するのに好都合な時であることを知ったのです。 

72 明日、あなたがわが教義の本質的な点を理解し、尋ねる者にこれらすべてについて説明を与えることができるとき
、あなたは、わが名をその心から取り除き、地上の栄光の虚栄と科学の勝利によって盲目になったこの世界が、キリストの
教義を真実への扉を開く鍵として認識するから、その目を私に戻すことに気づくことだろう。 

73 しかし、知的に発達し目覚めたこの新しい人類は、啓示の説明、神秘の解明、あなた方が受け取ったものを比喩的
に解釈することを求めるだろう。私は、わが言葉の意味を説明し、私が啓示したことを謙虚に教えるのは、この単純な人々
であってほしいと願っている。古代の聖書を正しく解釈するのも、この人々 であると申し上げましたでしょうか。もし彼ら
が過去を説明する方法を知っていれば、現在を説明する方法も知っていて、多くの人を驚かせることだろう。 

74 モザイク宗教、キリスト教、スピリチュアリズム、これらは「愛」という一つの教えについて、三者三様の教えが
あります。 

75 この種を撒くために出て行く人の数は少ない。しかし、第二時代の私の弟子の数も少なかったのに、人類にイエス
の御言葉を知らしめたのですから、どうして十分でないのでしょう。 

    76 

私の新しい弟子たちよ、私の教えによって魂を強くし、明日から諸国へ送り出されるにふさわしい者となることを切望する
のだ。あなたの切なる願いは、愛と信仰と善意の証となるのですから。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 269 
1 エホバの律法とイエスの教えを魂に刻むイスラエルの民よ，わたしがひとりの人間の仲介によって与えるわたしの

ことばを受け取りなさい。目を開いて、この時代の出来事を見よ。そうすれば、私が別の時代に来て、あなたがたに自分自
身を知らせることを知ることができるだろう。わが言葉を聞いて学び、その意味を自分のものにしなさい。そうすれば、前
の二つの遺言書と合わせて、一つの書物を作り、その中で永遠に学ぶことができるであろう。 

2 私はあなたの心を愛撫し、試練を通して、来るべき時のために準備する。私が去った後も、あなたは私のところに
残るのだから。 

あなた方は、この朝の献身の中で私の受難を思い出し、これらの神聖な出来事を描くことなく、その師の振る舞いを思
い起こし、考察したのです。あの時、私の人生を最初から最後まで見て、驚きと感動を与えてくれたのは、皆さんと同じ魂
を持っているからです。あなたは私の謙虚さに驚き、屋根さえない貧しい家庭の懐で生まれた私のことを思い返しました。
私はただ、神の法則を実現するための生き方を教えただけだ。 

私の言葉や作品の意味を、時間が経ってから初めて理解し、私の例が皆さんの生活の中で開かれた本のようになった方
も多いのではないでしょうか。 

今日、あなたは地球に戻ってきました。そして、再び私はあなたのすぐそばにいます。あなた方は、私が人の仲介で与
えるこの言葉を疑っていた。あなた方は、なぜ私がこのような手段を選んだのか、なぜ私の仕事がどの教会からも遠く離れ
たこのような形で展開されたのかと、不承不承のうちに私に尋ねた。 

しかし、私はあなたがたに言う。私は、この国に住む大多数のイスラエルの人々 の懐に降りてきた。残りの者たちは、私に
よって派遣され、国々 に散らばっている。彼らには、私が霊的に自分自身を知らせた。これらは、私に忠実であった私の選
ばれた者たちである。彼らの心は感染しておらず、その精神はわが霊感を受け取ることができる。彼らの仲介で、私は今、
世界に大きな知恵の宝庫を与えているのです。  

3 私の声は、心を呼ぶことをやめない。私の光は霊の中に姿を現し、あらゆる魂を目覚めさせ、引きつける力を与え
ます。私が愛してやまないこの人類が、物質主義に走りすぎるのを、私は許さない。試練がそれを止め、わが言葉がそれに
届くとき、人の賜物が目覚め、心が敏感になり、道が示される。そうすれば、彼らは私を呼ぶ方法を知り、私に癒しのバー
ムを求め、私の弟子に変身するのです。 

4 私はあなたの周囲に、あなたを包み込むような幸福なスピリチュアルな雰囲気を作り出し、すべてがあなたのスピ
リチュアルな高揚のために好都合なものとなるようにするつもりです。未信者に忍耐強く接しなさい。そうすれば、ある時
期以降、わが顕現が真理として受け止められ、わが言葉が評価されることを経験するだろう。 

5 私は、人間であるあなた方をどれほど愛しているか、そして、あなた方が兄弟愛と和合を達成することをどれほど
切望しているか。 

6 新しい弟子たちよ、この真理を語るときは、たゆまぬ努力を怠ってはならない。鍛えぬかれた唇、恐れて私の言葉
を口にしない者よ、決断の瞬間に自らを開くがよい。私の名によって語られるたった一つの言葉が、罪人を救い、溝を埋め
、悪に反抗する者をその場で止めることができるのです。私の言葉の力を知っているか？あなたは自分の権力を知っていま
すか？模範的な行為によって語り、私があなたに託したわが仕事の一部を正しく行うのです。あとは私がやります。 

7 私は、あなた方の中に第二の時代の弟子たちを見ます。あなた方の中には、ヨハネ、ペテロ、トマス、そしてユダ
を体現している人たちがいます。彼らは無学であったが、私を手本に立派な教義を語り、奇跡を起こした。 

8 見ずに信じる者は幸いである。信じるために、私に聖職者の資格を求めなかった者は幸いである。この者は、その
信仰の目で私を見、わが言葉の果実のおいしさを知り、それをもって自らを養ったのである。また、この貴重な贈り物を課
題として受け、私を証しする方法を知っている人々 を祝福する。 

9 私はあなたの蒔いた実を集めよう。あなたが私に提供する最も小さなものでさえ、私は倍加させる、これが私の意
志だから。 

10 天で封印されていた本が、第6章で開かれた。それは、知恵と判断が記された「七つの封印の書」であり、その深
遠な教えをあなたに明らかにするために、私のあなたへの愛ゆえに封印を解いたのです。 

11 人間は、霊の息吹に励まされながら、この地上で5つの時代を生きてきた。それにもかかわらず、彼は人生の精神
的な意味、自分の存在意義、運命、存在の核心を理解していなかった。すべてが、彼の心にも魂にも不可解な謎であり、そ
の内容を解釈することができない封印された書物であった。漠然と霊的なものを感じてはいたが、人間が神に近づくための
成長の階段をよく知らないままだった。彼は、戦いに勝利し、人間の苦難を乗り越え、永遠の光の中に住むために霊的に完
成するために、地上での非常に高い使命と、その霊に属する美徳と賜物を知らなかったのです。 

12 この世に存在するすべての悪の根源である無知の闇から自らを救うために、神の書を開き、その内容を熟考するこ
とが必要だったのである。誰がこの本を開くことができるのか？神学者、科学者、哲学者？いや、誰も、正しい魂でさえも
、その内容を明かすことはできない。なぜなら、その本が守っているのは神の知恵だからだ。 
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13 しかし、その場合でも、人々 がわが霊的プレゼンスの輝きによって盲目になることなく、神のメッセージを受け取
ることができるようになるまで待つ必要があったのです。このように、人類は神の知恵の書が人類のために保管している秘
密を知ることができる適切な展開に到達するために、試練、教え、経験、発展の5つの段階を通過しなければならなかった
のです。 

14 神の律法、キリストを通して与えられた神の言葉、そして預言者、使者、使節のすべてのメッセージは、すべての
人々 のために常に光と救いと正義を告げる神の約束への人類の信仰を支える種であった。 

15 今こそ、待ちに待った大黙示録の時です。この大黙示録によって、あなた方は、私が昔からあなた方に明らかにし
てきたことをすべて理解し、あなた方の父が誰であるか、あなた方自身が誰であるか、あなた方の存在理由は何であるかを
学ぶことになるのです。 

16 今こそ、あなたがたの精神的な成長、試練、経験のゆえに、私の霊から、あなたがたに、私の宝庫に蓄えられてい
る知恵の光を受け取り、あなたがたの装備を待っている時なのだ。そして、人類は私のメッセージを受け取るのに必要な進
化の度合いに達したので、私の光の最初の一線を送った。それは、無学で単純な人々 に歓喜の声を上げさせ、私の執り成し
のための声の担い手として奉仕させたものである。 

17 この一筋の光は、あくまでも準備の光であり、新しい日を告げる夜明けの光のようなものです。後に、私の光は完
全にあなたに届き、あなたの存在を照らし、無知、罪、不幸の最後の影さえも取り除くでしょう。 

18 あなたが無限の中で賞賛するこの時代は、人類の精神生活における第6のエポックの幕開けです。それは、第六の
封印が解かれたとき、正義、啓蒙、啓示に満ちたメッセージとして、知恵の中身をあなたの魂に注ぎ込むでしょう。 

19 あなたにとってそれは第六期であり、私の存在と私の言葉を多くの形で知覚させた「第一の時」、そしてあなたの
心に語りかけるために「私の言葉」を人間とした「第二の時」よりも、私がより近くにいてあなたに語りかけた「第三の時
」なのです。 

20 今日、私はもう一度、自分自身を聞こえるようにする。しかし、私が自分を現すのはもはや感覚ではなく、私が語
るのはあなたの心でもありません。私が自分を知らせるのはあなたの霊魂であり、光の王国、永遠の幸福な霊の王国へと続
く上昇の道を教えるためなのです。 

21 神の書の第六の封印の懐には、あなた方の名前と運命が書き込まれているのですか？そこには、教え、非常に大き
な試練、知恵の啓示が含まれているのです。 

22 この時代、私のしもべたちの仕事は何でしょうか？祈り、瞑想し、刷新し、統一と平和と霊的な光を蒔き、自分の
可能性と能力を伸ばし、自分の地位向上のために戦い、無知、悪徳、狂信、つまり人間の間に様々 な形で現れる悪を排除す
ることです。 

人が互いに憎み合い、殺し合い、裏切ることをやめ、許しと慈悲が心から心へ、国から国へと広がり、血と涙が流れな
くなれば、霊と霊との対話である大きな沈黙が訪れるのでしょう。そして、私は最後の封印、第七の封印を解き、その期間
、私が地上に来たときに教えたように、人は互いに愛し合うようになるのだ。 

23 これは、神の「言葉」が常に自らを明らかにしてきたように、簡潔かつ単純な言葉で、「知恵と神の正義の書」の
第七の封印についてあなたが知りたいことの一部を示しています。 

24 あなた方は聞いたのだから、今度は理解するのだ。後に預言し、啓示し、指導しなければならないのだから。 

25 神木は地方や都市に枝を広げ、疲れ果てた放浪者に日陰を与えてくれる。だから、私が今霊で来ているので、あな
たがたに私の言葉をいろいろな場所で同時に聞かせるということが、この時代に起こる必要があったのだ。 

26 今、あなた方が私の言葉を聞いているこの場所は、あなた方が私を受け取ることができるように準備されなければ
ならなかったのです。試練、痛み、苦悩が、あなたの歩みを止め、現実に目を向けさせてくれたのです。その痛みがあなた
方の心の乾いた土を耕し、涙がそれに水を与えるのです。そこで、あなた方は私の言葉である種を予期して準備したのです
。 

27 これで、私があなたに何を求めているのかがわかったでしょう。あなた方が私の畑で働く労働者となり、この種を
あらゆる場所に広げてほしい。 

28 最愛の "労働者 "たちよ、目覚めよ。見て！太陽が地平線から昇ってきた！仕事しろということだ。 

29 私はその太陽であり、私がこの時代に来たことは、あなたにとって新しい夜明けとなった。 

30 私の領地で役に立つかどうか、誰にも疑わせないでください。私があなたがたを呼んだ以上、私が誤ることはない
と覚えておきなさい。 

31 私があなたに託したのは、あなたの力を超えた仕事ではありません。しかし、あなたがたの数と団結が大きければ
大きいほど、あなたがたの十字架は小さくなる、と私は言っているのです。 

32 あなたの魂がこの惑星に送られる前に、「畑」を見せられ、その使命は平和を蒔くことであり、そのメッセージは
霊的なものであると言われ、あなたの魂はそれを楽しみにして、その使命に忠実で従順であることを約束したのです。 
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33 なぜ、今、種をまくのが怖いのか？なぜあなたは今、自分の魂に割り当てられたときにあれほど喜んだ仕事をする
価値がない、あるいはできないと感じるのでしょうか？なぜなら、あなたは情熱があなたの行く手を阻むことを許し、その
結果、魂の通過を拒み、子供じみた理由でその優柔不断を正当化しようとしているからです。 

34 手ぶらで来た "Tale "に来てはいけない。その時、あなたの苦しみは大変なものだと思います。 

35 最初の確かな一歩を踏み出すために、何をしなければならないか。私の御言葉を深く考え、そして、あなたのすべ
ての信仰とすべての感情を込めて祈りなさい。その準備の中から、次第に内なる力が生まれ、体の殻と絶え間ない闘いを始
めるのです。霊魂は物質的な肉体に対抗して、良心の声を聞かせ、肉の声を黙らせようとする。 

36 そうすれば、霊魂は次第に人間の生活の中で自分の位置を占めることができるようになり、いったん視線を後ろに
向けると、私に従うために自分の十字架を取ることを妨げたそれらの障害が非常に遠くに見えるようになるのです。 

37 私の教えは、幼い子どもたちよ、あなたがたを励まし、私の言葉は、あなたがたを現実に目覚めさせ、あなたがた
の魂をよみがえらせるのではないだろうか？ 

38 私の言葉にはあなた方に対する非難や咎めは一つもなく、ただ光に満ちた文章で、あなた方が地上にもたらした霊
的使命を果たすよう諭し、あなた方の意志の自由を誤って用いてはならないこと、魂が身体の義務を妨害してはならず、ま
た身体が魂の使命を妨げてはならないことを理解させていることに注目してください。 

39 私の教えだけが、魂と肉体の調和を得るための基準を与え、父の世界で価値ある仕事をする唯一の方法、つまり師
匠になるための弟子としての仕事をすることができるのです。 

40 この内なる戦いに勝利するのは、いつになるのでしょうか？ 

41 ある人は戦いを始めてもいないし、ある人は戦いの真っ最中、またある人は-ごくわずかですが-

肉体に打ち勝ったのです。しかし、戦い始めたものの、自分の中に抱えた敵に負けてしまい、今は私のものではない道を歩
いている人たちも見受けられるのです。 

42 私はこれからも彼らを探し続けますが、それでも、人生の真実や本質がどこにあるのか、見せかけや見せかけ、ご
まかしがどこにあるのかを、彼ら自身に発見してもらいたいのです。彼らがぼろぼろになり、血を流し、魂を傷つけられな
がら私のもとに戻ってきたとき、私はもう何も説明する必要がないことを知っています。 

43 いつになったら頑固で生意気なガキをやめるんだ？ 

44 私の食卓に来て、私の言葉を味わってリフレッシュしながら、あなたの魂を光で満たしてください。私の教えの言
葉に従って、魂が強くなり、「肉」が扱いやすくなり、喜んでいることを体験することができます。 

45 私の教えは、あなたが実践しなければ、その意味を失います。愛する弟子たちよ、わが律法とわが教義の目的は善
を行うことであり、それゆえ、それらを自分の行いに適用せず、記憶の中や唇にのみ留めておく者は、自分の義務に反する
行為であることを、あなた方はよく知っている。 

46 私の人生の原則を教え、その内容を解説する前に、隣人を愛し、精神的な方向に向いた生活をし、愛に満ちた活動
と光で自分の道を蒔くことによって、私が明らかにした教えに従うことを始めなければなりません。もし、そうでないなら
、あなたはスピリチュアリズムを理解していないと、今すでに申し上げているのです。それはあなたの本質を明らかにし、
それを通してあなたの父についての明確な考えを形成し、あなた自身を認識することができます。 

47 確かに、スピリチュアリティを獲得するためには、ある種の放棄と努力と犠牲が必要です。しかし、より高い存在
への憧れがあなたの中で目覚めたとき、愛があなたの存在の中で輝き始めたとき、あるいは霊的なものへの欲求が芽生えた
とき、犠牲や放棄の代わりに、あなたの中にある無用、有害、悪いものをすべて取り除くことがあなたにとっての喜びにな
るのでしょう。 

48 私の声を聞いたとき、あなたの魂は目覚めた。それは、あなたがたが聞いたような、いつもの典礼でも、繰り返さ
れるみことばでもなかったからだ。私の教えがあなたの魂に響いたから、あなたはいつも私が何を言うのか、何を明らかに
するのかを知りたがって来たのでしょう。しかし、わたしを聞いたり、わたしのことばを学んだりすることで、すでに自分
の任務を果たしたと考える者はいないように。 

49 私がイエスにおいて人間であった時代、私はいつも私のことばに添えて、愛のわざをあらゆる霊に書き残し、私の
歩みに従おうとする者が、ことばの光とそのわざの真実性において私を模範とするようにしたのです。 

50 今、私の言うことをよく聞き、私の言葉にふさわしく、真に従うようにしなさい。あなたがたは、私があなたがた
の魂に書き記した律法を、この大勢がすべて守るとは限らないことを予見して、心に悲しみを抱えているようですね。しか
し、今日も「最初の時代」と同じように、人々 は分裂すると言っているのです。 

51 私はあなた方に多くを語り、皆のために一つの道を示しました。だから、私はあなたがたに言う。もし、わが子た
ちの一部が私に背くならば、あなた方の父の意志によって定められた、この顕現を終わらせる日が来たとき、この民に裁き
が下されるでしょう。 

私はこの時代、救い主としてあなたがたのところに来て、荒野を行く道、解放と救いのための闘いの霊的「日課」を示
し、最後には、霊の平和と光と至福である約束の新天地を約束したのである。 
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解放と霊性を求めて、この旅に出発し、私についてくる者は幸いである。なぜなら、広大な砂漠がもたらす試練に、見
捨てられたとも弱いと思うことは決してないからである。 

一方、信仰に背く者、霊的なものよりもこの世のものを愛する者、つまり偶像や伝統に固執し続ける者には、災いがふ
りかかる。彼らは私に仕えると思いながら、「肉」である「ファラオ」、物質主義、偶像崇拝の臣民となるのです。 

約束の地、すなわち霊の祖国に来ようとする者は、この世を歩む中で善の痕跡を残さなければならないのです。この道
を来なさい、恐れることはない。私に望みを置くなら、迷うことはありえないからです。もし、あなたがたが恐れたり、自
信をなくしているなら、あなたがたの信仰は絶対的なものではないのです。 

52 私はあなた方を祝福し、あなた方を許し、あなた方を私の愛で結びつけます。 

53 自分の意識の中で、自分の一歩一歩の歩みに絶対的な自信を持つように、自分を判断してください。 

54 自分たちが霊能者を名乗るにふさわしいか、それともその名を冠するにはもうしばらく待たなければならないかを
知るために、自分の信仰と行動を吟味するのです。 

55 あなた方の多くは、私が人間の心を通して顕現している間、私の存在を信じ、また私の言葉を聞くためにしばしば
立ち会うので、自らを霊能者と呼んでいるのです。しかし、私はあなた方が精神主義者であることを通して 

善の実践、生命の本質の知識を通して、隣人への愛を通して、寛大で実りある徳の高い存在による崇拝を通して。 

56 私の言葉があなたを目覚めさせ、高揚させ、あなたの霊魂が内に秘めているすべての賜物、能力、力、美徳をあな
たの前に明らかにすることを許可するのです。あなたがたは、自分のうちに嗣業を持ちながら、その無知のために自分を貧
しく思っている者たちの中にいるのです。 

あなたの主は、あなたに霊的な光と恩寵を与えたにもかかわらず、あなたが物質的な生活に溺れて生きているのを見て
、あなたを目覚めさせ、霊的な飢えと渇きに苦しむのは正しいことではない、しかし神の知恵の源はあなたの手の届くとこ
ろにあり、霊化の道によって到達することができると告げに来たのである。この時代の始まりとともに、皆さんも旅に出る
ようなものだからです。 

しかし、本当に言いたいのは、あなたの魂が過去に収穫したものはすべて、「第三の時間」がもたらす試練と教訓に立
ち向かうための経験の光であり、鋼鉄であるということです。 

57 私はあなたを私に引き寄せ、私の教えを学ばせる。私の椅子の前にいる皆さん、歓迎され、祝福され、忍耐強い皆
さん。あなたが私の言葉に立ち会うことには大きな意味があり、それはあなたが私に近づきたいと願うことなのです。 

私だけが、あなたの持っている才能を明らかにし、あなたが仲間に対して持っている責任を感じさせることができるだ
ろう。 

今は裁きの時、あらゆる債務の支払いの時、償いの時である。 

58 私の神業は光であり、それが人に照射されるとき、霊を通して人を啓発するものです。ある人には霊感という形で
直接、ある人には私の弟子たちによって御言葉を通して、さらにある人には私の教えの意味が書かれた文章という形で、神
のメッセージがもたらされるでしょう。 

59 一歩ずつ、少しずつ、人々 は聖霊の命に目覚めていくのです。それは、彼らにとって新しい存在のようなものであ
り、素晴らしい驚きに満ちた、神という最高の理想の光に照らされた、約束に満ちた新しい人生の始まりのようなものでし
ょう。 

60 そう、愛する人々 よ、神は魂が立ち上がらなければならない時の理想なのだ。なぜなら、「神」と言うことは、完
全、調和、知恵、至福、光、無限の平和、愛、永遠を意味するからです。 

魂が試練の坩堝を抜け出し、情熱の巨大な海の中で「肉」や「世界」と闘ったとき、魂は一瞬立ち止まり、起こったす
べてのことを振り返ります。それは、難破した男が波と必死に闘った後、ついに本土にたどり着き、自分の信仰と希望の象
徴である木片にしがみつき、まだ荒々 しい海を見つめながら叫ぶのと同じです。"船は沈んだが、自分は助かった!天の主よ
、祝福あれ！" 

嵐の後の漂流者のように、一時停止し、反省し、情熱を見つめ、地上の栄光と虚栄が漂流者の難破船のように過去に沈
むのを見る魂の運命は、このようなものである。しかし、自分の中に信仰の光が立ち上ってくるのを見つけると、"父よ、
私はあなたに感謝します。"このような大きな苦しみにもかかわらず、私はあなたを忘れていません！」と喜びの声を上げ
るのである。 

61 今が魂の目覚めの時であり、魂の高揚が始まる瞬間である。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 270 
1 わが顕現の最後の日に備えられた者は幸いである。本当にあなたに言いますが、彼らの魂は私の新しい晩餐にあず

かることになるのです。そこで、あなたの魂は、この目に見えない、澱みのない真のパンを最後に受け取りながら、自らを
強化し、霊性と光で飽和させ、それを通じて、この教義の意味をすぐに理解することになるでしょう。 

2 この最後の時、どんな厳粛さが支配しているのだろう。この人々 の上に、どれほどの光が降り注いでいることでし
ょう。 

3 天の国は、あなたの魂に住もうと、その永遠の招待状を持って近づいてきます。偉大な霊、強い霊、光の霊、霊界
の真の賢者たちが、その瞬間に立ち会うことになるのです。 

4 また、他の時代に地球に神のメッセージをもたらした預言者であるパスファインダーも登場します。なぜなら、私
の言葉はすべての魂に向けられたものだからだ。 

5 それらの存在は、宇宙に存在する無限の生命の世界の代表であり、今この時、この形で存在する私の最後の顕現に
参加することになるでしょう。 

6 彼らはこの人々 の中に何を見るのだろうか。彼らは何を発見するのでしょうか。私だけが知っている。しかし、私
は、あなた方が食卓につく者、つまり、主人と共に食べ、泣く者、天国のパンとぶどう酒を食べ、飲む者になるように、「
見守り」、祈ることを命じます。 

悪事を働いている間は、食卓に上がってはならない。そうすれば、あなた方は見かけだけ私と一緒にいたことになる。
なぜなら、現実には、あなたの良心は、あなたの父の臨在を楽しむことを許さないからです。 

7 なぜ、私がこのように話すかわかりますか？なぜなら、私は何が起こるかを知っているからだ。私はあなた方を完
全に知っており、誰が私を否定し、誰が私の言葉を研究したために私に忠実であり、誰が私の仕事の本質を理解したことが
ないために道を踏み外すかを知っているからである。 

8 ある人は私の言葉の意味だけに関心を持ち、常に魂の進歩と発展を願っていましたが、ある人は外面的な礼拝に関
心を持ちました。また、前者は精神性の教えを喜んで受けるが、後者は自分の欠点を指摘されると心が乱れる。 

9 私の声を伝える者たちを通して知るべきであったこと、そして差し控えられたことのために、誰が私に答えなけれ
ばならないかは、私だけが知っている。  

10 この「第三の時代」において、皆さんは、この神の顕現を経験した証人として、このメッセージを忠実に、そして
真に広めるという任務を負っているのです。あなた方は、人類に福音をもたらし、同胞に霊的な道-

平和と真の光とすべてを包含する兄弟愛へと導く唯一の道-を教えるために召され、選ばれたのです。  

11 長い間、私はあなた方を指導することに専念してきました。しかし、最後に来た者たちは私の話をほとんど聞かな
かったので、私は彼らのために私の言葉を書き残す。そうすれば、彼らはその中に神聖な意味を求め、全員が同じ理解と同
じ霊性を得ることができる。 

12 私の教えを実践し、私の教えを生き、自分の存在を隣人のために、神の法則と人間の法則のために、義務への不断
の献身に捧げることによって達成できる完成である。 

13 あなたはすでに、物質的な生活のためにたくさん戦ってきました。今は、魂に有利な仕事をする時です。 

14 この2つの試みは、その性質が異なっています。人間の闘争は自分のために働くので利己的ですが、精神の闘争は
絶対に無私でなければならず、あなたは報酬を期待せずに愛と慈悲で自分の道を蒔かなければなりません。 

15 高貴で純粋な霊的生活の実践の中に、より大きな満足、最大の喜び、真の永遠の勝利が存在することを理解するよ
うに、私の教えを浸透させ理解するよう努めよ。 

16 魂が世界の物質化を超え、肉体の不穏さを超えたとき、真実の光を通して人生を見ることができる。何が本物で何
が偽物なのか、それを発見することができるのです。 

17 私の子供たちの魂に平和が存在することは、私にとって喜ばしいことであり、人間の心が喜びを経験することは、
私を満たしてくれるのです。私はただ、あなたがたが真実のために努力することを望むだけであり、そのために私はわがこ
とばの中であなたがたに手段を与えるのである。 

18 本当にあなたがたに言います。私の言葉に慣れていない者は幸いである。私の定めに従い、それを尊重する者は幸
いである。わが業をあかしするのは彼らであるからだ。それは、私がみことばで示す愛に愛をもって応える人たちです。こ
の人たちのために、もっともっと命をかけてくれる声優さんたちに、思いやりと感謝の気持ちを持つようになるのです。 

19 しかし、どれだけの人が私の顕在意識に慣れてしまったことでしょう。彼らは私の教えに、まるで儀式や伝統を守
る人のように出席していますが、これは私が同胞に期待している行動ではありません。 

20 みなさんが私の仕事を精神的に把握する時期はまだ来ていないのです。私の部下には、私が恩恵を与えるほど謙虚
で慈愛に満ちた者もいれば、兄弟姉妹より自分の方が優れていると思い込んで高慢になり、利己的になる者もいることに注
意せよ。 
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21 前者は沈黙の中で、謙遜の中で、精神的内面において働く。後者は、お世辞や賞賛や誉め言葉に囲まれ、小さくて
弱い兄弟姉妹の屈辱を楽しんで生きなければ、満足することはできません。彼らは私の弟子ではない。なぜなら、私の教え
の手本、私の教義、私の啓示が彼らにそのような行動を教えたことは一度もないからだ。 

22 もし、今日、あなたを持ち上げた人が、明日、あなたを押し倒すことを望まないのであれば。 

23 愛情をもって霊的慈愛の祝福の種を蒔き、謙虚に働いてきたあなた方に、私は、あなた方が種を蒔き続け、苦しむ
人々 の涙を集め続け、闇、無知、悪、混乱の道に光をもたらし続けるべきだと言います。これが、イエスの「働き手」の道
であり、使命である。 

24 信仰で結ばれ、霊性で結ばれ、同じ十字架の重荷のもとで同じ道を歩むというように。 

25 自分が精神化の達人であると世間に宣言してはいけないし、弟子であるとさえ言ってはいけない。しかし、あなた
の作品が私の真理にできるだけ忠実に対応していることを確認しなさい、そうすれば、それらはあなたの証しとなる。 

26 あなたの人生の大いなる試練の困難な時間に、表だって誰の注意を引くこともなく、霊をもって私を呼べば、私の
存在と力を感じさせてあげられるだろう。 

27 私の土地は無限です。これらが、あなた方が私の言葉を聞く集いの場に限定されると、どうして信じることができ
ようか。 

28 私の仕事場は、地球上のいたるところ、私の意志によって人間が住むところ、魂が存在するところです。私の農地
はこの世界を超えて、光や平和、精神文化、浄化や完成を求めるすべての生命の世界に広がっています。 

29 あなたの想像力を広げ、あなたの心が自らを囲んでいる輪を壊し、あなたの魂が肉体を服従させている鎖から解放
され、無限のものを見て、永遠のものによって満たされるようにしなさい。 

30 この教えを調べるために、人々 があなたのところにやってくる時が近づいています。そうすれば、あなたが自分を
守るためにわが言葉を彼らに見せることに何のメリットもない。なぜなら、わが言葉から来るものは、その意味において純
粋で完全なものだからである。もし、あなた方を探し出す際に、彼らが私の人々 の中にシンプルで純粋な生き方、つまり、
慈悲の実践に自分の時間の一部を捧げる方法を知っている男女を発見し、彼らの人生の道に慰めと光の痕跡を残すならば、
それは功徳となるであろう。これこそが、あなたが世に問うべき生きた証となるのです。 

31 確かに、言葉の才能はあなたの唇で開花し、仲間の心を動かすことでしょう。しかし、あなたの一言一句を確認す
るための作品であってほしい。 

32 第二の時代の私の弟子たちが、師匠から聞いたことを繰り返すだけで満足していたとでもいうのか。いや、みんな
。確かに、彼らの口から出る言葉には、光が豊かに注がれていた。しかし、彼らの作品、行いは、彼らの言葉と同じくらい
に多かった。それゆえ、彼らの種は実り多く、生産的であった。 

33 だから、わたしはあなたがたに言う、人々 よ、わたしのことばに魂を休めよ。短い時間でも、この優しさを味わう
ことができるのです。あなた方の心を、私の教えの全容を納める箱とし、あなた方の魂を、私の知恵を納める箱としなさい
。 

34 すでにこの木の枝で鴬が鳴かなくなる日が近づいている。使われなくなった時代のために、後で涙を流してほしく
ない。 

35 この顕現の時期を終える時が来たら、私はあなたの霊的な旅に必要なものをすべて与えている。何一つ不足はあり
ません。 

36 私が告げたこの時代に立ち向かえるよう、光の武器を用意した。すでに話したように、人は自分に対する信仰を破
壊しようとし、神に対する愛がかつてないほど戦わされるときだ。しかし、私はこの命の糧をあなた方に残します。あなた
方が光に飢える人々 に癒しを与え、肉体と魂の痛みを癒し、真の道から外れる人々 を止める力をもたらすために。 

37 このような時代が来ないように、心の準備をしましょう。もしあなたが眠っているならば、つらい出来事で眠りか
ら覚めるでしょうから。そうすると、他人のことは考えられず、自分のこと、せいぜい子供や両親、配偶者、兄弟姉妹のこ
とを考えるようになります。しかし、私はあなた方が自分自身を、自分が何であるかを、自分が何を持っているかを忘れて
、あなた方の魂が、自分の隣人において神を愛するという最高の仕事に専念できるようにしたいのです。 

38 仲間を知るように愛してほしい。そのためには、仲間の存在を知っているだけで十分だ。 

39 この民族は、迫害、訪問、反対を乗り越えて、一歩一歩、私の律法の光ある道に従い、私の平和という神聖な約束
に後押しされて、道を切り開く方法を知っているのです。 

40 あなた方は、精神的にも血の面でも、平和と自由のために闘い、多くの抑圧と誘惑と屈辱を経験した民です。まこ
とに、この苦い杯によって、あなたの魂は清められ、鋼鉄になったのです。 

41 光と自由と平和の理想を絶やさないでください。私が指し示すこの霊的な道は、信仰と善意の人々 を安全に目的地
まで連れて行くものであることを理解しなければなりません。 

42 私の正義が世界に完全に現れるとき、それはあなた方が証人となり、改心し、道を平らにするのに役立つだろう。 
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43 真理への渇望は人類の中で非常に大きくなり、それが滅びないように、私の教えの透明な水を与えなければなりま
せん。この時代の人々 は、精神的な進化によってもはや欺くことができないこと、世界は光に向かって完全に目を開き、「
これは善でこれは悪、これは光でこれは闇」と言おうとし、もはや曲がった道を歩いたり、儀式や伝統に迷ったりしたくな
いことを常に意識しているのである。 

44 人類は、経験、自由意志、不従順、悪の長い道をすでに旅し、そのゴールに近づいている。そこでは、混乱しなが
らも、自分の中に明ける光を経験することになる。 

45 霊は闇に対して鋭い光の剣として戦い、魂が混乱に陥るのを防ぐ。そして、落ち着いて過去を見つめ、判断できる
ようになると、一連のビジョンがその心を通り過ぎ、二度と引き返さないようにと励ますのだ。 

46 私の言葉は、嵐の夜の烽火のように、この瞬間に輝き、迷える者の道を照らしてくれるでしょう。 

47 その時になっても、必要な装備ができていなかったら、それはそれで正しいのでしょうか？ 

48 人類の精神的救済のために、自分が絶対に必要な存在でないことは分かっているはずだ。しかし、それではあなた
の使命はどうなるのでしょうか？ 

49 あなたがいなくても、私は何でもできる。しかし、私があなたを呼んだら、あなたは私に何と答えることができる
でしょうか。 

50 弟子たち：祈った後、自分の責任を考え、自分の使命の範囲を計ることです。そのことは、これまでさんざんお話
ししてきましたから、よくご存じでしょう。 

51 私は、愛と知恵の言葉であなたを励ますために来たのです。あなたは偉大な出来事の前夜にいるのです。私は、1

950年に世界が震撼することをあなたに告げました。これらの出来事は、私の宣教の最後の年と私の出発を記念するもので
、もし人々 が私の宣教の真実とそれを取り巻く状況を発見することに関心があれば、1866年の私の宣教の始まりと1950

年のその終わりの両方で、天と自然と人間の生活が揺らいだことを発見することができます。 

52 愛する人々 よ、明日の世界を思い浮かべよ、わが存在のしるしを心配そうに探す人々 を。あなたが私から見聞きし
たすべてのことについて、忠実な証人として残っていることを忘れないでください。 

53 私の指導が詳細であったように、あなた方の証言も、仲間の中にわずかな疑いも間違いも残さないようにしなけれ
ばならないでしょう。 

54 あなた方が同胞を納得させようとするのは、外面的で印象的な行為ではなく、私の教えの精神的本質によるもので
あることを、あなた方の心に深く刻み込んでください。 

あなたは確かに、慰めを求めて苦しみの重荷を背負ってやってくる人々 や、痛みの緩和を切望するあまり、バームを受
け取る方法にさえ注意を払おうとしない人々 を感動させるかもしれませんね。しかし、彼らは目を開き、「働き手」が私か
ら受けたバームが、純度の高いまま彼らに与えられたわけではないことに気づくことを忘れないでください。あなたがたに
言うが、このようにして蒔かれた種は、多くのろう果をつける。 

55 自分の仕事を真の慈愛の実践の上に置く "労働者 

"は、正しく理解され、身体の病気に救いを与えるだけでなく、神への信仰の光を燃やし、霊的知識を伝達する。自分を忘
れて隣人のためにわずかな時間を捧げる者は、仲間の間で霊性を感じさせ、その仕事を通して私の存在を感じさせ、結果と
して彼の畑は実り、彼の収穫は豊かで潤沢となるであろう。 

56 私は、あなた方の魂に与えられた使命を思い起こさせ、あなた方が自分自身を欺くことがないように、自分の意図
や仕事の目的を事前に研究し、あなた方が受け取る結果がどのようなものかを理解できるようにしなければなりません。 

57 あなた方は私の弟子であり、仕事を実行する前に良心の声を聞くことができるように、目を覚まして生活しなけれ
ばならない。そして、光の世界に住むに値するようになるために、ここで功徳を積めばよいということを理解した上で、現
世の先に到達したい目標を決めるのです。 

自分の力で他人が先に到着することが、どうしたことでしょう。自分のことよりも相手のことを考えたということです
から、その分、功徳は大きいでしょう。 

58 霊能者の生きる道は険しい。なぜなら、教えを受けた後、憎しみ、利己主義、偽善、悪意などの感情を抱く者は、
この教えの弟子と正しく名乗ることができないからである。 

59 霊能者の中には、平和、信仰、慈愛、許し、微笑み、理解、寛容、優しさがあり、苦しむ人々 にバームとして適用
されなければなりません。一方、真実を変え、隠し、裏切る者に対しては、その心に熱意と強さと厳しさを持たなければな
らない。 

60 私はあなたに純粋な種を与え、それを蒔くために準備された畑を提供します。ですから、あなたが帰ってきたとき
に、私に悪い実を見せる必要はありません。 

61 私の言葉を使い、真剣に考えれば、それが立派なノミとなって、あなたの心の奥底に入り込み、平滑化する作業が
始まるのを感じるはずです。 
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62 皆さん、私の呼びかけは、皆さんが地上で果たすべき任務を知らせるために行われたことを理解してください。あ
なたの霊はすでに自分が何のために送られたかを知っていましたが、あなたの物質的性質もこの啓示を受けて、霊と一緒に
働く準備ができ、両者が一つの存在と一つの意志を形成するようになることがまだ欠けていたのです。 

63 このような啓示を聞いて、彼の使命を拒否できる人がいるでしょうか？あなたの精神は逃げ出し、戦いを拒むこと
ができるでしょうか？自分の運命から逃げ、自分自身から逃げるのは幼稚なことだ。この世界や他の世界で、私の声が届か
ないような場所を発見することができるでしょうか。なし。私の声はあなたの光だからです。それに、この試練のときから
、誰が逃れることができるだろうか。あなたが退却するすべての場所に、浄化が追いかけてくる。 

64 まことに、私があなた方に託した法を実践し、遵守することによってのみ、あなた方は安心と平和を得ることがで
きるのである。あなたの魂が愛の道で得た功徳は、慈悲と兄弟愛であり、平和、静寂、自信、健康としてあなたの人間生活
に反映されるでしょう。 

65 第一時代、人々 は主と契約を交わし、律法の成就を誓った。今日、私はあなたが誓うことを望んでいない - 

私はあなたが私に従う衝動が自発的であることを望み、あなたの成就が愛からであることを望んでいる。 

66 この民が私に服従と結合を誓った日を記念して、この時期にすべての教会が集まり、一つの群衆を形成するのを私
は見てきたのだ。しかし、私はあなたに尋ねます。誓いを守れたか？私の指示に従い、団結してきたか？いや、人々 よ、あ
なたがたは誓いを守っていない、誓いは無効である。では、なぜその日を記念するのですか？私はむしろ、あなた方が物理
的に分離し、その伝統を記念するために団結することはないとしても、代わりに霊的に団結し、同じように私の教えを実践
し、私の言葉に従っている姿を見たいのです。そうすれば、あなた方は私の仕事の中で結束し、あなた方の結束は愛と真実
から強くなり、あなた方の魂の中に誓いの重荷を背負っているからというだけで履行する必要はないでしょう。 

67 新しいイスラエルの民が私に従って立ち上がるとき、その契約は愛と信仰に満ちたものであってほしいと思います
。 

68 なぜ私があなた方の伝統をすべて廃止するのか、おわかりになりますか？なぜなら、それらに従おうとするあまり
、愛の法則に従うという自分の人生の真の意味を忘れてしまうからです。 

69 もし、あなた方が団結せず、この時代の私の宣言が終わる前に自分たちを赦さないなら、あなた方を揺るがし、あ
なた方の過ちと不一致を思い知らせる試練を知らないのだ、と私は告げます。 

70 あなたがたは、わたしのことばに慣れてしまって、わたしが非難や叱責のことばをかけると耳をふさぎ、少しした
らわたしがあなたがたを許し、限りない愛をもって語りかけると信じているようですね。 

71 ああ、人々 よ、あなた方は種を保存することを望まず、ただ実を食べる喜びを望んできたのだ。私の言葉を欠いて
、あなたがたはどうなるのですか。そして、その空しさを埋めるために、何か形を工夫するのでしょうか。 

いや、人々 よ、自分を欺こうとしないで、むしろ今すでに私の言葉を心に留めておき、それを蓄積し、私の宣言を持た
なくなれば、知恵という無尽蔵の宝、健康と平和の源、祝福の無尽蔵の井戸の所有者となるのだ。 

72 私の言葉は、あなたがたがもはや聞くことができなくなる予言された日が近づくにつれ、ますます明瞭になる。私
の声を伝える者たちが成熟し、彼らの準備と人々 の準備に対する報いとして、私は明晰さと簡素さに満ちたわが言葉を注い
でいるのである。 

73 以前は、声の主が私の真実の深遠な教えをこのような形でしか語ることができなかったので、比喩的な意味で語る
必要がありました。すべてのたとえ話やイメージの背後には、声の主が表現しきれない神聖なもの、神秘的なものがあった
。 

その後、彼の精神化と高揚により、彼の課題が理解できるようになると、彼の唇から比喩的な意味が消えた。彼の知性
は、すべての知性器官とすべての魂が把握できる範囲で、高みを簡単な言葉で表現できるようになったからである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 271 
1 私は、あなた方、人々 を祝福し、あなた方の中に未来の世代を祝福する。 

2 私は、あなた方が世の中の病気に感染し、すべての弱い存在と同じように病気になっていることを見ています。し
かし、それを果たすために、偉大で高貴で困難な霊的使命があなたを待っているので、私はあなたを清めることにします。 

3 その名前を聞いたとき、あなたたちは想像もしなかった責任の重さに震え上がりました。 

4 この名前があなたを目覚めさせ、それ以来、あなたは不道徳なもの、有害なもの、悪いものを食べるのをやめ、実
質的で健康的な、純粋な食べ物で心と魂を支えるようになったのです。 

5 低次の情念は次第に真の愛に置き換えられ、無意味な快楽は魂の満足のために捨てられ、これらすべては刷新と浄
化であり、あなたの心に感受性を与え、霊魂の眠っていた能力があなたの生活の中で姿を現し始めることを可能にしたので
ある。 

6 私の言葉があなたの心に届いたとき、まるで田舎の屋敷を照らす一筋の光のように、あなたはついに、自分の魂は
父への愛と同胞への愛によってのみ養われることを告白したのです。 

7 こうして、精神化の時代の到来を予感させるこの民族に、徐々 に光が差し込んでくるのである。だから、己との戦
いに勝ったら、一歩も退かない、退かない、と言っているのだ。 

8 あなたが自分の苦しみを感じなくなり、代わりに他人の苦しみを感じるようになったとき、あなたは私の教えの道
をまた一歩進むことになるのです。 

9 今、預言者たちが人類に告げた時代は、痛みが非常に厳しくなり、ただそれが過ぎ去り、ゆっくりと平和に変わっ
ていく時代です。 

10 大多数の人々 は、わが来臨と慰めの霊としてのわが存在について何も知らないが、自分たちの中では何かを疑い、
わが身を期待しているのだ。 

11 この人たちは、私の新しい啓示の確かさを人々 に伝えようとしたのです。これこそ、私があなた方の魂に私の光を
注ぐ理由である。 

12 もう気まぐれはない、人々 よ、もう迷いはない、不服従はない。信仰と信頼をあなたの全存在に定着させましょう
。 

13 人生の試練から逃げるな、それは学ぶべき教訓なのだから。あなたは今、高く尊い使命を遂行するために、魂を浄
化するために遣わされたのだと知ってください。 

14 私に従うには今日は障害が多すぎる、むしろ明日の太陽があなたの道を完全に照らすまで待ち、それから戦いに出
たいと言って、あなたの使命の遂行を先延ばしにしてはならない。 

15 神霊の光が絶え間なくあなたの魂に降り注ぎ、あなたを堕落させたり眠らせたりしない様子をご覧ください。 

16 時々 、あなた方の瞑想の沈黙の中で、私はあなた方を驚かせて、なぜ人類に対してこれほど大きな義務があるのか
と問うことがあります。しかし、あなたの質問は、あなたが自分の霊的な過去を知らず、したがって、あなたが仲間に対し
て負っている負債を知らないという事実からきていると、私は言います。 

17 地球の人々 に対する自分の責任の確信が完成したとき、あなたは大きな愛をもって自分の十字架を背負い、精神的
な上昇の山を喜び勇んで登ることでしょう。 

18 あなたの魂の過去は、あなたの記憶から消去され、あなたの以前の存在は、あなたの頭の中から抜け落ちているか
もしれません。しかし、すべてが神によって書き留められた「生命の書」は、何も過去に沈むことを許さず、何も消去され
ず、何も忘れることはありません。そこでは、すべてが存在し、永遠に生きているのです。 

19 そのような父なる神の正義は、完全であり、愛に満ちています。 

20 人が道を踏み外し、世の中の汚れに飛び込んだとき、主は憐れみを示し、魂を救ってくださるのです。もし、あな
たが地上での行いが、永遠の命にとって取り返しのつかないほど自分を堕落させたと思うなら、永遠の審判者は、自分の過
ちを償う新しい機会を与え、それによって、努力と意志の力、善への忍耐によって、救いを獲得する機会を与えてくれるの
です。 

21 そうすれば、魂が物質世界に住むために出発した「物語」に戻るとき、未達成の命令や使命もなく、むしろ、自分
が生きてきた肉体の殻の惨めさやぎこちなさに打ち勝つという真の至福を体験することができるのである。 

22 あなたの魂はかつてないほど目覚めている。ですから、この時の歩みはあなた方の責任です。私があなた方に教え
を与えた期間は非常に長く、教えを与えた御言葉は非常に詳細なものだったからです。 

23 誘惑は、最も厳粛な瞬間、最も重要な時間において、最もあなたを魅了することを忘れないでください。心が弱く
なり、勇気がなくなり、疑い、不安、優柔不断が生じます。 

24 私の仕事の純粋さによって自らを鼓舞し、何があなたの父に最も喜ばれるか、何をうまくやり、何を悪くしている
かを自問するのだ。 
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25 他人の作品を評価する前に、自分の作品を勉強すれば、勉強不足と愛情不足で自分の目が見落としていた不完全な
部分が無数に現れるはずです。 

26 狂信、偶像崇拝、迷信、物質化、余分で無駄な儀式など、あらゆるものをあなたの中から追い出しなさい。まるで
、雑草を取り除き、美しい麦を蒔くように。 

27 私の教えがあなたを光と恵みで満たし、あなたが霊性への確かな一歩を踏み出すことができるように、まだ残され
た時間を使って私の教えを聞いてください。 

28 今日まであなた方は、図像や儀式や象徴を捨て、無限の中に霊的に私を求める信仰を欠いていたのです。あなた方
は霊能者になる勇気がなく、物質主義的な気質と誤りを隠すために、一種の見せかけの霊能を考案してきたのです。 

29 偽善者ではなく、誠実で正直であってほしい。だからこそ、あなた方が人生を徹底的に浄化し、このワークの真実
を世界に示すことができるように、私は最も明瞭な言葉であなた方に語りかけるのです。自称霊能者？では、本当にそうで
あってください。わが教えと全く逆のことをする限り、わが教えを語ってはならない。そうすれば、自分のわざで人々 を混
乱させるだけだ。 

30 とりわけ、私の仕事とは何か、私の法則とは何か、あなたの任務は何か、どのようにそれを遂行しなければならな
いかについての知識を持ちなさい、そうすれば、もしあなたの道にあなたの歩みを導くに値するガイドがいなければ、あな
たは良心と私の教えの中で得た知識によって自らを導くことができるでしょう。そうすることで、どんなミスや失敗があっ
ても、誰かに責任を押し付けることができなくなるのです。 

31 また、私はあなたに言います。もし、その助言によってあなた方の霊的な歩みを導く者が、わが掟に従って歩むな
らば、その者はあなた方の信頼に値する者であるから、あなた方は忠実にその者に従わなければならない。 

32 この民に責任を問うべき時が来たとき、私の声はすべての魂に同じように正義をもって届くだろう。その時、誰も
言わない。"主よ、もっと知っている者に責任を取らせ、言われたことだけをした私たちを赦してください "と。 

33 悪質な、あるいは邪悪な地上の父親の悪い手本を前にして、その生き方に従わなければ、子供は過ちを犯すとでも
いうのか。それとも、子どもは親の歩みに従う義務があるとお考えですか？ 

34 あなたがたに言うが、良心と理性があなたがたの正しい道への導き手である。  

35 しかし、人生を導く義務のある人たちが示した悪い道から離れようとしているのだから、彼らを無視したり、愛す
ることをやめたりしてはならない--

それどころか、だ。救いを見出したところから、迷った人を助けるために、自分の役割を全うすることです。つまり、あな
たの慈悲と愛は決して変わってはいけないということです。 

36 愛する弟子たちよ、私の言葉を十分に理解するようにしなさい。そうすれば、試練に驚かされたとき、疑念に悩ま
されることはない。 

37 魂の発展を阻む物質主義は、とてつもない障害として立ちはだかる。この壁の前で、人類は止まってしまったので
す。 

38 あなたは、人間が物質に関する科学に応用して知性の力を発展させることができた世界にいるのです。しかし、霊
的なものの存在に対する判断はまだ限られており、完全に物質に属さないすべてのものに対する知識は遅れている。 

39 あなた方が生きているこの世紀は、心の発展と精神的な停滞という二つの側面を示しています。 

40 実際、神の光は知性の能力を照らし、そこから私の偉大なインスピレーションが生まれ、その果実は人類を驚嘆さ
せるのです。人間は自然の研究に没頭し、調査し、発見し、喜び、不思議に思いながらも、決して未決定ではないのです。
しかし、彼の中に、精神的なもの、つまり、彼に知られている事柄を超えたところにある真理との関係を明らかにしようと
する考えが生じるたびに、彼は恐れおののき、未知のもの、彼が禁じられていると考えるもの、（彼の考えでは）神の謎の
調査に値する高位の存在にのみ属するものに進むことを恐れるのである。 

41 そこで彼は、自分を押さえつけている偏見に意志の力で打ち勝つことのできない、弱く、愚かな自分を見せたので
す。そこでは、彼はねじれた解釈の奴隷であることを自ら示している。 

42 人間の知能の発達は、魂のレベルでも発達しない限り、決して完成することはないのです。あなたが地上生活の知
識だけに専念してきたために、あなたの魂がどれほど大きな後進性を持っているかを自覚しなさい。 

43 人間は他人の意思の奴隷であり、呪文、非難、脅迫の犠牲者である。それは、人間が本来持っているはずの最高の
知識を理解し、獲得しようとする欲望をすべて放棄し、自分が不条理にも常に秘密とみなしてきたもの、すなわち「霊的生
活」を明らかにすることができないようにしたことであった。 

44 魂の営みは、地上の人間にとって永遠に謎のままだと思いませんか？もし、そう思っているのなら、それは大きな
間違いです。まことに、あなた方に申し上げます。あなた方が自分の起源を知らず、精神に関することを何も知らない限り
、あなた方の科学がいかに進歩しても、植物や動物の間で惨めな世界に住む単なる生き物に過ぎないのであります。あなた
方は戦争で互いに戦い続け、苦痛があなた方の人生を支配し続けるでしょう。 
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45 もし、あなたが自分の存在の中に抱えているものを発見せず、また、すべての人の中に宿っている霊的な兄弟を隣
人の中に発見しないなら、あなたは本当に自分自身を愛することができるでしょうか。いや、人の子たちよ、たとえあなた
がたが、わたしを知っていて、わたしに従うと言ったとしてもだ。もし、あなたがたが私の教えを表面的に受け取るなら、
あなたの信仰も知識も愛も偽りになってしまうでしょう。 

46 今日も私の光は、心のあらゆる器官に輝きと感動をもって降り注いでいます。このような声の乗り物である人間の
言葉を通して現れるとき、それを聞いた人にとって、それは私の教義となったのである。しかし、これらはすべて魂の高揚
を目的としているので、私はこれを「スピリチュアリズム」と呼んでいます。しかし、決して名前や定義にこだわってはい
けません。私の教えで大切なのは、そこに含まれる意味と真理です。 

47 今こそ、私の言葉の光、高次の道徳、霊化の知恵が心に降り注ぐ好機です。それは、あなた方が横断してきた砂漠
の長い乾燥の後の、さわやかで恵み深い雨のようなものです。 

48 この教えは、第二の時代に表現された私の言葉が完璧であったように、また、私のインスピレーションがそれぞれ
そうであるように、完璧なものです。もし、それが心の器官から生まれ、それを通して与えられるのであれば、完璧なもの
はできないだろう。しかし、それはそれを触発した神の霊から来るものです。 

49 この教えは、すべての純粋で神聖なもののように単純であり、したがって理解するのは簡単です。しかし、それを
応用することは、時に難しく感じられるでしょう。魂の努力には、肉体の側の努力や放棄、犠牲が必要であり、精神的な教
育や訓練が不足していれば、苦しまなければなりません。 

50 太古の昔から、何が正しいのか、何が許されるのか、何が良いのか、神から与えられた律法に適合した生き方をす
るために、魂と肉の間で葛藤があったのです。この困難な闘いの中で、あなたには、奇妙な悪意ある力が、戦いに背を向け
るように絶えず誘惑し、自由意志を使って物質主義の道を歩み続けるように誘っているように思えるのでしょう。あなたの
体の弱さほど、大きな誘惑はありません。周囲のあらゆるものに敏感で、屈服するほど弱く、簡単に倒れ、誘惑されます。
しかし、肉体の衝動、情熱、弱さを使いこなすことを学んだ者は、自分の中にある誘惑に打ち勝つことができるのだ。 

51 第二の時代にイエスがもたらした愛の教えが、あなた方の進むべき道を示してくれたのですから、スピリチュアリ
ズムは何を新しく教えてくれるのでしょうか。その御言葉を理解させ、最も詳しく説明し、霊的に実践するように指導され
ました。 

52 イエスの教えは、神がご自身を隠された受肉した「ことば」を通してあなたに明らかにされたのですから、完璧な
ものでした。イエスにおいて世に語られたその言葉は、今、聖霊においてあなた方に語りかけ、私があなた方の間に住んだ
ときに残したその教え、それらの業と例をあなた方の人生に適用しなさい、あなた方が自分たちを非常に進化したと考え、
その時代から非常に離れた時代に生きているから、私の言葉が現代的ではないと信じてはいけないと言ってきた言葉と同じ
ものなのです。スピリチュアリズムの中に、私の教えと私の例を、あなたが生きている時代とあなたが持っている発達に適
用する方法を見いだすことができます。 

53 今日の御言葉は、第二時代のイエスの御言葉とは異なり、人間の音声伝達者を通して与えられ、これらの理解器官
は受け取る能力に限界がある。しかし、彼らの口から発せられる言葉の意味は完璧だ。 

54 私が使う人間の体に神の存在を、その人間の声に神の声を見る者があってはならない。神様には、あなたのような
人間の声の形も表現もありません。それゆえ、わが言葉を聞く者は、人間の言葉の外面的な表現に神を見出すのではなく、
その意味に神を見出すのである。私がすべての教会で明らかにしたのは、このことである。 

55 マスターは再び弟子たちとともに、第二の時代に愛と平和のメッセージとして人類にもたらされたこれらの神聖な
教えを思い起こさせるためにいます。 

56 私が戻ってきたのは、今の世代が私の言葉を人生の規範や法則として使ってこなかったからであり、彼らが理解し
ていなかったことを説明する新しいレッスンを通じて道を教える必要があるからです。 

57 人間は、自由意志の衝動に従って、人生の多くの現実から遠く離れて、頑固に自分の道を歩んでいるのです。 

58 弱者を抑圧する帝国や強国がこの世からなくなればいいのだが、権力の乱用によって弱者を奪い、力によって征服
しようとする原始的な傾向が人間の中にまだ残っていることの証左として、それらは存在しているのである。 

59 私が人間を地上に置いたのは、彼が主となり地上を支配するためであり、平和と理解と調和の世界を治め、創造主
である王に従順で忠実な王子となるためであることは事実である。 

60 しかし、人が地上で築いた支配は違う。偽りの偉大さ、虚栄心、偽りの栄光の支配である。したがって、世界はそ
の最大の富の中に、平和、知恵、精神の高揚といった精神的な宝を数えていないのです。 

61 人類はわずかな平和を切望しているが、それを達成するために用意された手段、たとえば慎重さ、許し、慈悲、和
解、愛などを通じてそれを求めることはない。 

62 今、平和の王国の建設を目指す者たちと、地上支配の力を守り高めるために戦う者たちとの、大きく激しい戦いを
あなた方に告げます。 

63 それは精神と物質との戦いであり、永遠と一時との古代の戦いであり、物質と対立する精神である。誰が誰を倒す
のか？ある人は、「精神」と言い、ある人は「物質」と言う。私はあなたに言います：誰も勝利することはできません。 
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64 この戦いは、霊が勝利して「肉」をへりくだらせるというものではありません。もしそうであれば、その勝利は偽
りのものとなってしまうからです。最終的な勝利は、肉体と精神が共に歩み、調和し、正義と愛の道、すなわち私の法によ
って示された道の上で、一つの理想のもとに両者が運命を全うするときに得られるのです。人殺しの戦争で、人はどれだけ
傷つくか！？敵になった同胞に脅かされながら、常に恐怖の中で生活し、心に少しの安らぎもないまま、数日、数ヶ月、数
年と過ぎていく。高い理想のために生きること、少なくともそのために闘うことでしょうか。いや、人間：人間は、自分の
命よりはるかに価値の低い人間力の目標のために殺し合う。しかし、彼らは命の価値を認めようとせず、人間の存在が神聖
なものであり、それを創造した者だけがそれを処分することができるということを知ろうとしないのです。 

65 現在、皆さんが住んでいる世界も、長い間、戦場だったのです。しかし、人間は、先祖から遺された膨大な経験-

苦しく辛い経験が、良心によって開かれた本のように、この時代の人々 の前に横たわっている-

に満足してはいないのだ。しかし、人の心は、光の遺産のような経験の果実を受け入れるには、あまりにも固いのです。彼
らが先祖から受け継いだものは、憎しみ、プライド、恨み、強欲、傲慢、復讐心だけが血肉となって受け継がれてきたので
す。 

66 多くの罪のない人々 の血で地球を赤く染め、生き残った人々 の悲しみで黒く染めることが必要なのです。 

67 人が誇りと傲慢の上に築いたすべての帝国は、一見強固に見えるその土台が偽りで、私の正義に耐えられなかった
ために崩れ去ったのです。 

68 今日、人を驚かせるような権力は、やがて崩れ去るのを見るだろう。そして、他の者が彼らの後に立ち上がるとき
、彼らもまた同じように倒れるだろう。 

69 人間が民族を統一し、父なる神が太古の昔から啓示されてきた愛と正義の法則によって霊的にも人間的にも自らを
統治するとき、世界で初めて調和と兄弟愛、真の進歩、魂と人間における開花、知恵、知識、幸福がある平和の王国の確固
たる基礎を築くことになるのである。 

70 愛する人々 よ、この恵みの朝に思いを集中し、自分の感情に耳を傾けなさい。そうすれば、今受けている教えに関
連して、自分の信仰がどれほどの力を持っているかを知ることができるでしょう。 

71 もし、あなた方が私の仕事のために働く準備ができていると感じたら、出発し、私の言葉を知らせなさい。それは
、新しい世界、私があなた方に告げた平和と真理の王国の確固たる基礎となるだろう。 

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 272 
1 イスラエルよ、私はあなたを祝福する。あなたにおいて、私は現在と未来の世代を祝福する。あなた方は、わが啓

示とわが戒めを常に体験してきたわが愛弟子たちである。 

私はあなたを地上の新たな輪廻転生に送り込んだのです。しかし、その前に私は、今人類がどのような状態にあるのか
を伝え、あなた方に準備と警告をしました。私はあなた方に、彼らの物質主義と注意散漫について話しました。あなた方は
自分の使命を果たせるかどうか、そして岩のように硬い心に、繊細な本質であり優しさと光である私の言葉をどう浸透させ
るか、自問しています。 

主人はあなた方に戦いを教え、あなた方を「働き手」とし、田畑のように心を整えて耕し、実を結ばせるようにされま
した。 

2 あなたが人を通してわが言葉を聞き、わたしがあなたをイスラエルと呼んだとき、あなたの魂は震えた。あなたの
か弱い肉体はこれらの啓示を知りませんでしたが、霊魂は知っており、その使命を知っているのです。私はあなたに言いま
す。あなたは、私の仕事に協力する運命にあります。そして、あなたの歩みに注意しなければなりません。降臨せず、実体
化せず、群衆に混ざらず、汝は同胞より優れてはいないのだから。隣人への愛と慈悲だけが、あなたを際立たせるように、
黙々 と仕事をすること。 

3 もし、あなたが私の教えを語る適切な機会が見つからないために唇を閉ざしているならば、あなたの霊魂が語り、
こうしてあなたの仲間の間に光と正義を生み出すことでしょう。 

4 この苦しみの中、私はあなたを慰めるために来たのです。すべての魂は、自分の解放の日が来ることを知っており
、救い主に会うことを期待しているのです。どのような形で来るかは分からないが、待ち望み、隠された神の知恵に相談す
るのである。 

5 あなた方、人々 には、予言されたすべてのことの確認があり、この光を人々 にもたらすのである。私が彼らを愛し
ていること、そして彼らに与える人生のすべての瞬間に、私の慈悲と力を現すことを伝えてください。彼らが自分自身を完
成させるのを助け、純粋に私を求め、霊的に私を求めるように言ってください。私の労働者であるあなた方が彼らの心を整
え次第、私は彼らとコミュニケーションをとるつもりです。私はあなたがたを配し、あなたがたのうちにわが霊を置き、わ
が言葉があらゆる人種と信条の人々 に届くようにする。私は人を一つの目標、唯一の真理に導くからだ。 

6 人は道の岩につまずき、嘆き、苦しむ。しかし、これらはすべて贖罪の法と、彼らを変えるためにやってきた正義
に従うものであり、わが意志のとおりである。私の子供たちが私を父として愛し、平和に暮らせるように霊性を高めてほし
いのです。 

7 大きな試練があなたの心を打つとき、あなたは反抗的に私に尋ねます。「この苦しみの杯を空にしなければならな
いと、私の運命に書かれているのだろうか？私の贖罪なのか？本当にお父様のご意志なのでしょうか？しかし、私はあなた
に言う。"私の意志なしに動くものはない 

"と。あなたの運命には、耐えなければならない試練がたくさんあります。あるものは、あなたがわが掟を破った結果であ
り、またあるものは、わが霊からあなたへと受け継がれるであろう。とはいえ、たとえ不要と思われるものでも、すべて正
当なものです。もしあなたが見て研究するなら、それらは私の完璧さと私の愛を語るでしょう。最も苦しい日でも希望と信
念を持ち続け、次の日が良くなること、私の愛の太陽があなたの魂と体を照らし、あなたの理性と直感がはっきりし、良い
目標に導かれることを信じてください。そうすれば、人生の旅路の終わりを迎えるとき、あなたの中に平和があり、父なる
神に喜びがあることでしょう。それぞれの試練の後、あなたは自分の力を知り、私はあなたが私に示す愛に従ってその実を
受け取るでしょう。 

8 人類よ、人々 が精神的な知恵を見つけることができる第3の時代を迎えよう。信仰、直感、霊化によって、私を感
じる時代です。人間の姿で私の存在を期待しないでください。私を信じるために、私の傷に指を食い込ませることを求めな
いでください。 

9 このとき、すべてがスピリチュアルになる。 

10 あなた方が物質主義をすべて捨て、私を霊として理解し、感じるべき時が来たのです。 

11 偶像崇拝、狂信、伝統に頑固にしがみつく民に災いあれ！」。彼らは私の光を見ることができず、魂の目覚めによ
る無限の至福を感じることもできないでしょう。 

12 私の教えが世界を揺るがすというのは本当です。しかし、戦いが終わったとき、真の平和が地上に感じられるだろ
う。それは私の精神から湧き出るものだ。愚かな者、頑固な者、心の固い者だけが苦しみ続けることになるのです。 

13 人類の上には目に見えない世界が漂い、生きている。エリヤに先行する光の存在で、すべてを導き、決定している
のだ。 

14 その天の影響を受けられる人は幸せです。 



U 272 

137 

15 地球上のすべての民族には、霊界の仕事を助けるためにその霊を送り出された人々 がいます。もし、彼らの心が霊
感を通さない岩に変わってしまったら、どうなるのだろう。その時、彼らは非常に苦い杯を飲まなければ、元の道には戻れ
ないのだ。 

16 私にとって、人間の悔い改め、再生、救いは不可能なことではありません。その時、私は全能ではなく、人間は私
より強くなっているはずだ。あなたは、私の力が、悪が人間の中に持っている力より劣っていると考えるのか。人間の中の
闇は、神の光よりも優れているとお考えなのでしょうか？決して！あなたの心を私に言ってください。 

17 思い出してください：あなた方に存在を与えた私の役目は、あなた方を完全なものに導き、あなた方全員を一つの
霊的家族にまとめることです。そして、私の意志が何よりも優先して実現されていることを忘れないでください。 

18 私、神の種をまく者は、すべての魂に私の愛の種を気づかぬうちに置く。私だけが、この種が全人類の中でいつ芽
を出すかを知っており、私だけが、私の働きの成果を無限の忍耐力で待つことができるのである。 

19 この教えの意味を生かし、家族の懐に和を蒔き始めるのです。その後、あなたの国民を構成する共同体間の調和を
確保すること。そして、彼らが精神的な絆で結ばれたとき、あなたの平和と幸福があなたの中から外に向かって放射される
ようにしなさい。 

20 全人類を改心させるために必要な苦労を計り始め、存在する罪の大きさ、至る所にある不幸を考えるとき、必然的
に思索の中で落ち込むことになるのである。しかし、誰があなただけが世界を救わなければならないと言ったのですか？そ
して、あなたがたの父の助けを借りて、一日一日、一歩一歩、あなたがたは私の言葉の成就の証人となるのである。 

21 あなた方は、人類にとって困難な時期に地上に生きるよう運命づけられているのです。しかし、自分の運命につい
て不平を言ってはならない、それは私への非難になるからだ。あなた方一人一人（ここでは霊魂のことを指しています）が
何度も地上に出てきて、そのうちの何度かは人間の心が求めるものをすべて享受してきたことを思い出してください。 

22 今、最も苦しんでいる者は、かつて快楽、人間的満足、この世の栄光の杯を底まで飲み干し、その結果、霊の道か
ら離れ、自らを汚した者であることを確信せよ。 

23 贖罪と浄化の時は、たとえ世界で何百年経とうとも、あなたの魂はその時まで待たなければならなかったのです。
しかし、今この時が来た、今日なのだ。理解し、体験し、使いこなす。 

24 慰めの霊の光を受けなさい-人に与えられた私の約束に従って来るはずだった方です。 

25 なぜ、私が目に見えない形で存在することでその約束が果たされるのか、その理由を理解してください。今日、私
は肉体を持ったキリストではなく、御霊に宿ったキリストであり、苦しむすべての人に光と愛と知恵と慰めを注いでいる。 

26 愛があなたの人生を新たに照らす、人類。私はあなたに霊的な道を示し、あなたの中に存在する真実を明らかにし
、あなたが神聖な光を知ることができるようにします。自分が自分よりも偉大であると信じるとき、自分が間違っているこ
とに気づかないのだろうか。あなた方は、「肉」に従って、人間という人間に従って、自分自身を信じている。しかし、人
間は一過性であるため、この信念が誤りであることを知っているだろうか。私は、あなた方の信仰と進歩を、あなた方の霊
魂の価値観に基づかせるよう教えました。なぜなら、これらは確固たるものであり、永遠だからです。 

27 自分は物質でしかなく、この世界しか存在しないと信じてきたからこそ、人生で多くの涙を流し、人生における闘
いは恐怖と絶望に満ちているのです。 

28 あなた方の物質主義が、私が人間に託したエデンを地獄に変えてしまった。 

29 人が送る生活は間違っている、快楽も権力も富も間違っている、学問も科学も間違っている。 

30 金持ちも貧乏人も、みんな金のことで頭がいっぱいだ。金の所有は欺瞞に満ちている。痛みや病気を心配し、死を
想像して身震いする。ある人は今あるものを失うことを恐れ、ある人は手にしたことのないものを手に入れることに憧れる
。ある人はすべてを豊富に持ち、ある人はすべてを欠いている。しかし、これらの努力、情熱、ニーズ、野心的な目標はす
べて、物質的な生活、肉体の飢え、低次の情熱、人間の欲望に関係しており、あたかも人間が本当に魂を持っていないかの
ようである。 

31 世界と物質は、魂を一時的に敗北させ、徐々 に束縛に戻し、最終的に人間生活における使命を挫折させた。あなた
方の生活を圧迫している飢え、悲惨、苦痛、苦悩は、あなた方の魂の悲惨と苦痛の忠実な反映にほかならないことを、なぜ
あなた方自身が次第に自覚しないのでしょうか。 

32 あなたの中にある、あなたが見たくない真実を明らかにすることが、絶対に必要だったのです。しかし、今、私は
来て、今、あなた方と一緒にいる。そして、基本的には、あなた方が長い間我慢していたあなたの霊のメッセージを聞くこ
とを教えるだろう。 

33 やがて、あなた方人間にとって残酷なのは生命ではなく、あなた方自身が残酷であることに気づくでしょう。理解
力がないために、自分が苦しみ、周囲を苦しめている。孤独を感じ、誰からも愛されていないことがわかり、自分勝手で心
が荒んでしまう。  

34 そして、あなたの気持ちが高揚するように、卑しさや不純物に目を向けず、災難や苦難を赦し、和らげるようにと
、私の声を聞かせください。 

35 あなたの心と視線を永遠のものに向け、純粋な思考で満たされるようにしなさい。 
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36 魂の生活空間である無限大には、光、高い思考、永遠の平和が息づいています。それまでは、その地域で自らを強
化してください。昇華しない限り、病気になり続け、兄弟姉妹として認識することなく、喧嘩をし続けることになります。 

37 この物質主義が人々 を分裂させた。不和の種は、民族だけでなく、親子や兄弟姉妹でさえも互いを拒絶するほど増
殖してしまったのです。 

38 少なくともあなた方は、私の教えを糧に、泥の中から立ち上がり、愛と許しを学ぶのです。あなたの心の平和と幸
福のすべてを物質の世界に築き上げないで、あなたの願望と目標を精神と物質とに分け、それぞれの側に正義を行うように
しなさい。 

39 物質によってすべてを達成できると信じるのはやめよう。自分を神に昇華させるためには、魂でなければできない
ことを理解することです。 

40 物質的な働きによって、自分の魂に至福をもたらすと考え続けることが、どうして正しいのでしょうか？自分の間
違いやミスをすべて自覚する。もし、あなたが物質化された状態で、これがあなたが創造された目的だと信じているならば
、あなたの魂が真実に目覚めるのは非常に苦しいことだと、私は本当にお伝えします。 

41 神は従順な子供を望んでおられるのであって、奴隷を望んでおられるのではありません。しかし、あなたは自分の
情熱と他人の情熱の奴隷になっているのです。 

42 あなたたちは、迷子の小鳥のように、さえずらず、恐る恐る鳴いているのです。あなたはもう、私が日中に与える
恩恵を祝福することもなく、私の恩恵があなたに届くたびに私の名を祝福することもない。 

43 肉体の力に頼ってきた自分が、弱くなっているのを感じるのです。世界を真の至福の領域と考えることの大きな誤
りを知ることができれば、あなたは強くなれるでしょう。 

悟り、洞察する瞬間、魂は肉体で惨めになったので、そのような大きな惨めさを恥ずかしく思うだろう。空の高さを征
服するコンドルにはなりたくなかったのだ。彼女は、光に目がくらんで暗闇に住むことを必要とする鳥のような存在である
ことを好んだ。 

44 私の教えは、人間の生活を劣悪に評価するように教えているのではなく、まなざし、心、理想を永遠に向けて、真
の意味で生きるように教えていることを理解するために、正しく理解しなければなりません。 

45 今日、あなた方の精神的無知はあまりに大きく、あの世に逝った人たちのことを考えると、"かわいそうに、あの
人は死んで、すべてを捨てて、永遠に逝ったのだ "と言うのだ。 

46 あなたがこのように話すのを聞いて、霊界からどんな哀れみの目で見られているか、あなたさえ知っていれば。哀
れみとは、あなたの無知を前にして、彼らがあなたに感じるものなのですもし、あなたがそれらを見ることができたなら、
たとえ一瞬でも、あなたは言葉を失い、真実に圧倒されることでしょう  

47 あなたは、大地の中に残った生気のない遺骸を前にして泣き、花を植え、涙でそれを覆う塚に水をやりながら、そ
の肉体から解放されて自由と光の王国に住む人々 は、こう言います。"哀れな肉体よ、私はどれほどあなたを愛し、守り、
どれほどあなたのために名誉や喜び、虚栄やはかない栄誉を手に入れたことか、今やあなたは暗い墓場の一握りの塵に過ぎ
ない"。 

48 皆さん、私の教えの言葉を考えてみてください。そうすれば、今日まで知りたくなかった秘密が、極めて明瞭にそ
の中に説明されているのがわかるでしょう。 

49 今よりもっと良いタイミングで、あなたを慰めに来ることができたはずです。確かに、この時、キリストは地獄の
世界に降りたとも言えるでしょう。世界が転がっているあなたの罪の人生より、もっと地獄のようなものがあるのですか？
私があなたを救うために来たのは、あなたが真の道から遠く離れて歩いているからです。真実は、あなたの命と私の命は一
つであるのに、あなたは私なしで生きたいと思うほど遠くに。 

50 神の法則から切り離された人間の存在は、空虚で偽りである。私がなぜ光を届けに来たのか、それは前に届けたの
と同じ言葉であなたを救うためだと知ってください。真理は一つであり、したがって教義も一つだからである。 

あなたの自己愛が、あなたのために偶像崇拝の王座を建てたのです。しかし、自分が連れてきたと思った王が偽者であ
ることを確信し、心は乱れたままであった。しかし、あなたの存在の中に、あなたの神、真の王の存在を求めることができ
ます。もし、あなたがそこで私を見つけたとしても、私はあなたに私の王座を作るようにとは言いません。私は愛と謙遜の
祭壇を好みます。そこには信仰の燭台が光を与えてくれるのです。 

51 あなたの魂が必要としているのは、多くのことなのです。考えてみよう：あなたは1日に何回、体に栄養を補給し
ていますか？このうち1食でも欠食すると、体が弱ってしまうのです。でも、あなたの魂は、一日に何回、私の言葉で栄養
を与えていますか？ 

52 あなた方の存在の乾燥の中で、人類の霊的飢えと渇きがいかに大きいかを理解しなさい。そうすれば、あなた方に
私の真理を説明し、あなた方の大きな苦難を慰めるために、私が霊で存在することを正当化することができます。 

53 私の教えとこの時期に来たのは、あなた方全員にそうなってほしい私の新しい弟子たちが、師のように慰めの霊と
なり、私の仕事を遂行するために地上の道を歩み、私の愛をまき、光を灯し、子供たちの心に愛と理解をもたらし、彼らの
存在の巨大な空虚さを満たすためである。体の殻の痛みに負けた病人に癒しのバームを与え、その苦しみは次第に命ととも
に終わり、貧しい人々 や見捨てられた人々 が頭をもたげることのないように慰める。 
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54 これらの大きな苦しみの現実を見るとき、あなたは自分の苦しみと比較して、最も大きいと思っていたそれを祝福
し、"主よ、私が持っているすべてのもののおかげで、私は幸せになるはずです "と言うでしょう。 

55 そうすれば、あなたの心は多くの教訓を受けて、愛情深くなり、柔らかくなり、偽りの喜びから離れ、愛情に飢え
、愛と慰めを必要とする人々 のことを少しは代わりに考えることができるようになるでしょう。 

56 あなたのように他人の痛みを感じたら、もう何も言うことはありません。病院の痛むベッドに横たわる困窮者を、
自らの意志で探しに行くのだ。あなたの手は、何の抵抗も感じずに、癩病患者に当てられ、孤児を優しく撫でることでしょ
う。あなたの唇は、その言葉で魂に光をもたらし、目的もなく、愛もなく、神もない人生を歩む人々 に、信仰の炎を灯す方
法を知っていることでしょう。 

57 スピリチュアリストは、物質的な財を豊富に蓄えるのではなく、魂の宝を常に豊かにしておくことを心がけます。
彼は常に、彼らが何を持ち、どのように立っているかを知っているのです。彼は他の人間と同じように苦しみますが、決し
て絶望したり反抗したりはしません。 

58 私があなたを愛し、慰め、永遠の至福への道を示すために捧げたその生涯を、あらゆる機会にあなたの目の前に思
い描いてください。私は、多くの人に聞いてもらうために、私のすべての教えの中でこのように話した。私の言葉を聞かせ
る特別な場所がなかったのです。広場でも亭主関白でも、街路でも寺院でも、道でも山でも、天の御国を語るメッセージを
聞かせたのです。 

59 いつあの世に呼ばれてもいいように、人生の闘争で得た功徳を詰めた旅支度を常にしておくことだ。常に自分の内
面を見つめ、自らを検証する。功徳のない魂でその時が過ぎるのを待っていてはいけない。そのとき、あなたは地上で多く
の善行を積んでおけばよかったと思うだろうが、それでは遅すぎるのだ。常に自分の良心とコンタクトをとってください。 

60 私が特にわが言葉を伝える魂たちよ、絶望してはならない。私の道を忍びなさい。そうすれば、あなたは平安を知
ることができる。あなたがたに言うが、あなたがたは皆、至福を経験するように定められている。もしあなたが私と一緒に
天の御国を分かち合うために造られたのでなければ、私はあなたの父ではないでしょう。しかし、忘れてはならないのは、
あなたの至福が完全になるためには、あなたの魂がその神聖な報酬に値すると感じるように、一歩一歩自分の功績を貢献す
ることが必要であるということです。私はあなたとともに、あなたの道を歩んでいることを知りなさい。私の仕事はあなた
と一体であり、私の運命はあなたのものと一体であることを知り、私に全幅の信頼を寄せてください。 

61 あなた方が私のもとに上がれなかったので、私があなた方のもとに来たのだ。それによって、私の慈悲の証とあな
た方の信仰の動機を与えたのだ。自分の使命を果たそうと思うと怖くなるのは、世界の闘争には強いが、霊魂の使命には弱
いからだ。 

あなた方は、私の弟子となるには、まだ多くの欠点があると言う。しかし、一つ一つの欠陥は石のようなものであり、
それらがすべて集まると重荷のようになると、私はあなたに告げます。その重荷を背負って生きている限り、自らを高める
ことはできない。しかし、自分の欠点という重荷を少しずつ投げ捨てた分だけ、精神の高みに上がっていけると感じられる
ようになる。 

62 私の言葉があなたを完成させることを許しなさい。あなたがたのすべてが、覚悟を決めてわたしの話を聞きに来る
わけではないこと、この顕現を馬鹿にする者、疑う者がいることは知っている。しかし、私の思いは、心のそれぞれの器官
に届き、知恵となって現れると言うことです。 

63 私の愛のために、あなたがたに仕えるという証拠をあげたのだから。十字架で叩かれたイエス様を思い浮かべてく
ださい。しかし、その十字架は人間性以外の何を表しているのでしょうか？私は、子供たちへの愛に象徴される愛の十字架
に、今もなお執着していると、あなた方に告げます。 

64 あなた方は疑い、判断し、自分たちを馬鹿にさえするが、私はあなた方を許し、祝福する。なぜなら、あなた方は
無知で病気だからだ。明日になれば、あなた方は最も熱心な一人になると思うので、私はあなた方に反省する時間を与えて
いるのです。今はまだ、私が明らかにした真理を完全に見ることができない。肉が霊よりも強いからだ。それでも、精神化
の理想に立ち上がり、そして、最も精神的に強くなるのです。 

65 有害なものとの戦い、不純なものとの戦い。世の中の悪徳は魂の感覚を鈍らせ、人生の高次の世界に入るのを妨げ
ることを知れ。もしあなたが真の人生を生きることを学ぶなら、どこにいても、どこに行っても、あなたの存在によってす
べてを平和の楽園に変えることができるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 273 
1 あなた方はあまりに卑屈になり、霊的なものから遠ざかってしまったので、霊に属するものでありながら、完全に

自然なものをすべて超自然的なものと考えているのです。こうして、あなたは神の超自然的なものを呼び、同じように、あ
なたの精神に属するすべてのものを見るのですが、これは間違いなのです。その理由は、自分の感覚の範囲内、あるいは人
間の知能の把握できる範囲内のものしか見たり感じたりせず、感覚や心を超えたものを超常現象とみなしてきたからである
。 

2 今こそ、あなた方は、生命を含む真理を明らかにする私の教えの核心を理解し、あなた方を私の弟子とみなし、や
がて師となるべき時なのだ。 

3 弟子とは学ぶ人、師とは私の教えを実践する人です。これがあなたのあるべき姿です。というのは、もしあなたが
たが、ただ私の知恵を学んで心に秘め、あるいは私の教えを変えるならば、そのとき私が彼らの偽りを証明するために大い
に非難した偽善的なパリサイ人たちのようになるであろうからです。 

4 道は長く、極端にならないように、つまり精神的なものが自分にとって当たり前にならないように、しかし狂信的
にならないように注意深く歩かなければなりません。 

5 霊魂と "肉 

"の間に存在すべきバランスに到達すれば、存在がいかに容易であるか、道がいかに平坦であるかがわかるでしょう。一歩
一歩、自分の道を進み、人生が提供するすべての機会を、自分の魂の進歩のために使うのです。 

そして、あなたが霊的生活の入り口に到達し、あなたを庇護した世界と、あなたの支えとなった肉体に別れを告げる時
が近づいても、少しの抵抗もなく、魂はその肉体の寿命を延ばすことを望まず、肉体はもはや魂を保持することはできない
のです。 

6 魂が新しい家に入るとき、どれほどの喜びとどれほどの光を経験し、地上でその魂に属していた人々 の心にどれほ
どの平和と理解を残すことだろう。 

7 なるほど、世の中の風潮はスピリチュアライゼーションに反しているのですね。従って、道を阻む障害から解放さ
れれば、大変な功徳になります。 

8 私は、あなたが感染することなく世界で生きていけるようなメッセージを送りました。 

9 その上に立つために、私の力で学んでください。人間の苦難を乗り越える努力をすること。一度、人生を高め、魂
を解放したら、二度と沈んではならない。 

10 私の行く手に落とし穴はない。なぜなら、道の傍らには下草が生え、その中に裏切り者の狼が隠れていることがあ
るからだ。良い道を歩もうとする者を陥れようとしたり、信仰を奪おうとしたりするために身を隠す者を、あなたが驚かせ
ることができるように、見守り、祈りましょう。 

11 私は、人類が最大の苦難の杯を飲むとき、私の仲間が再び地上に現れると発表しました。だから私は今、戦いの時
が近づいているので、私の使者、私の働き手、私の兵士、預言者を地上に送っているのだ。 

12 私の民は、声の主を通して私の声を聞いたこの者だけではありません。わが民は地上に広がり、その子らはわが真
理の証人となる者たち、すなわち魂の光の裂け目を打つ者たち、麦と戦い、第三紀を宣べ伝える者たちすべてとなる。 

13 自分自身をスピリチュアルにすることで、自分の使命を理解し、それを果たすことができるようになるのです。そ
して、他の土地に私の使者が現れたら、一方は他方に留意し、団結して霊的に支え、世界を覆っている不和、不統一、戦争
と思想の力で戦おうではありませんか。 

14 皆さん、心配しないでください、今日までの皆さんの功績はちゃんと受け取っていますよ。しかし、最初の一歩で
立ち止まってはいけないし、最初に達成した作品に満足してはいけない。落ち着いて、しっかりとした足取りで歩けば、勝
利を得ることができる。 

15 あなたの功績は、必ずしも「霊の王国」に到達するまでの間に報われるとは限りませんが、この世界でも報われる
のです。 

16 ここでは、あなたの体は健康と強さを持ち、精神生活では、光と真の至福を得ることができます。 

17 知恵を求めて私のもとに来た者は、決して欺かれたとは思っていない。わたしは、あなたがわたしのことばを聞き
たいと願うのを止めるような障害がないことを見た。あなたの努力と犠牲に報いないわけがない。このような場所に来て、
私の話を聞くために、あなたがどれだけ進化しなければならなかったか、私だけが知っている。 

18 人々 が自らの意志で鎖を解き、目から包帯を引き剥がし、真の道を求める時が来たのだ。 

19 人は、自分にとって合法的なものを知り、また、自分にとって本当に禁じられたものをすべて知ることができる光
を持つことを熱望する。 

20 精神的には、人間は無知な生き物である。彼を取り巻く無数の偏見と、彼に重くのしかかる脅威と呪いが、精神的
なものに無関心になる原因となっているのです。 
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21 今、魂を目覚めさせるのは私の光だけである。彼らを反省させるのは私の声であり、彼らを不動にし、目標に向か
って戦わせるのは私の力である。 

22 人類はやがて、着古した衣服を脱ぐように偏見を捨て、長い間進化を阻んできた障壁を越えて、視線と心を長く持
ち続けるようになるだろう。 

23 何世紀にもわたって人々 が心の中で育んできた恐怖心も、霊の王国の門を開いたのはキリストであり、キリストは
まだ時が来ていないので人類に教えるべきことをすべて明らかにしておらず、光とインスピレーションと霊的啓示に満ちた
時代に再臨すると約束したことを思い出せば、同様に消えていくことでしょう。 

24 私の中に、人々 は無知のくびきから自らを解放する勇気を見出すだろう。 

25 生命の前提であり、起源であり、基盤である霊的知識を持たずに、どうして地上の平和や戦争が止み、人々 が新し
くなり、罪が減少すると期待できるでしょうか？ 

26 あなたがたに言うが、わが真理が理解されず、従われない限り、あなたがたの地上での存在は、流砂の上に建てら
れた建物のようなものになるだろう。 

27 目覚めた人は、精神的に冷めたまま無関心でいる人に比べて数が少ないのです。このような人たちは、混乱に直面
しても心配することも恐れることもなく、すべてを表面的な原因に帰結させる。私は、物質界を支配する人々 や、宗教を通
じて私を霊的に導く人々 から課せられた義務をすべて果たしているのだから、謎を解き明かしたり、底の知れないものを突
き止めようとすることに何の意味があるのだろうか。キリストが説いた善の原理は、この義務の遂行に存在しないのだろう
か。"このような考えで自分を落ち着かせ、精神的な義務を果たしていると思い込ませるのである。 

28 しかし、あなたがたに告げますが、あなたがたの義務の遂行は、見かけだけで、実際はそうではありません。あな
たがたの行う善は、良心と神の前ではごくわずかであり、あなたがたの生活は表面的で、霊的知識は取るに足らず、その働
きは利己主義と虚栄心に満ちているからです。 

29 欺きやすい仲間の目には、精神的、人間的な義務を忠実に果たすことができるかもしれません。しかし、あなたの
良心と父の前では、見せかけでは立ち行かなくなる-そこで真実が明るみに出るから-

それが人を霊的に立ち止まらせるのである。 

30 そのため、一部の人と他の人の間で争いが起きています。覚醒した者たちが霊化、霊的な贈り物、能力、啓示につ
いて語る一方で、霊能者たちは立ち上がり、それらが人類を分裂させ混乱させ、信念に疑念と不安を生じさせると言う。 

31 光が現れ、真理が輝くために、この闘いは避けられないだろう。そうして初めて、真理は分裂を引き起こさないこ
と、私の教えは真理に基づいているので、最初は光を得るために人々 の間で戦うことを強いるとしても、人々 の間に分裂や
不和の業を引き起こすことはありえないことを理解するのです。 

32 ある者は精神的な武器に、ある者は心の武器に、またある者は物質的な武器にと、それぞれが自分の武器に頼るこ
とになるのです。 

33 物理的な武器の力だけを信じている者は敗れ、より大きな性質と力を持つ精神的な武器を使う者に勝利がもたらさ
れるからだ。 

34 イエスの教えは第二時代のすべてを明らかにしたが、スピリチュアリズムは人間の間で謎であったすべてを説明し
、解明するものである。その助けなしに、彼らは啓示の核心に迫ることはできないだろう。 

35 あなたがたに言うが、小羊だけが七つの封印の書を開いて、その内容をすべて示すことができるのだ。 

36 皆さん、この教えを実践してください。私の言葉の真理を世界に示す時が来たのだ。私はあなた方を、人類が本当
に知るべきメッセージを届けるメッセンジャーにするために呼んだのだ。 

37 私の言葉が地上の人々 に届けば、すべての人がたちまち霊能者になると言っているのではありません。いや、最初
はスピリチュアライゼーションがあらゆる宗教団体に適用されれば十分でしょう。そのとき、あなたは、すべての人が、思
いもよらないときに、いかに一点に向かって、つまり、彼らの間に存在したことのない調和、統一、理解に向かって移動し
たかを見ることになるでしょう。 

38 雑草は根こそぎ引き抜かれ、代わりに豊かさ、仕事、進歩、平和の象徴である小麦が育つ。 

39 自分の道を照らす光を求めてやってくるすべての人を歓迎します。 

40 私とともにあれ、私はすべての道を照らす灯台である。この光は新しいものではなく、人間の生命の始まりから、
その良心の中で輝いていたのです。しかし、人間は自分の意志で霊的生命の神秘を突き通すように造られているので、「言
葉」がイエスにおいて人間となり、その言葉によって神秘のベールを裂くことが必要だったのである。 

41 全人類は、そのさまざまな世代において、キリストを人間の手で死なせた無限の愛について考えるために、カルバ
リの頂上に到達したのだろうか。いや、人類は、神の師の光が明らかにするすべてを知ろうとはしなかったのだ。自然の秘
密を探る科学の光を好み、魂の偉大さよりも地上の力を好んだのだ。 

42 私の光は、一瞬たりとも良心を照らすことをやめてはいないのです。しかし、人間はまだ未熟で、何らかの方法で
父に近づいてもらう必要があるので、私はエリヤの霊を送り、新しい時代の有望なメッセージを伝えたのです。 
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エリヤは、私が人にわが身を伝えるために来る方法の啓示を世にもたらし、わが先駆者として、人の心を開き、その唇
を通して語るようにした。しかし、彼はまた、ビジョンやインスピレーションを通して、人間の知性器官を通した顕現の後
に、霊と霊との対話が来ることをあなた方に告げるために顕現したのです。 

43 私の帰国は必要なかったと言う人もいるでしょう。しかし、そう考える人は、イエスがパリサイ人の偽善を暴き、
商人を神殿から追い出し、偉いと言っている人たちの前では屈服しないことを知らないからそう思うだけなのである。 

44 私は、苦しむ人々 、正義に飢え渇く人々 、光と高揚を熱望する人々 、魂は一時も休まず前進しなければならないこ
とを理解する人々 に必要とされているのです。彼らは皆、祈りの中で私を呼び、痛みの中で私に懇願し、いつ来るのかと尋
ねます。彼らは、人類が私を、私の言葉を、私の癒しを、私の奇跡を切実に必要としていることを知っています。 

45 永遠の戦争をしている国々 が見えますか？私が教えた愛の最も強固な否定である戦争が見えますか？キリスト教を
名乗り、「互いに愛し合う」というわが至高の戒めを説いていながら、互いに敵対している宗教団体を見たことがあるだろ
うか。 

46 人間が権力を求めて起こした戦争や、信念の違いから、どれほどの不幸と苦しみが人類に降りかかってきたことで
しょう。 

47 私はこの時代に、この民の心の中でやっと発芽し始めた種をあなた方に授けました。しかし、本当に言っておくが
、この教義は人類を震撼させ、神の真の啓示として信じられるようになるであろう。あなた方全員、すなわち、わが仕事に
おいて任務や使命を受けた者は、わが教義をその純粋さにおいて提示する義務を負っているのだ。 

48 スピリチュアリズムは儀式や伝統、宗教的儀式とは何の関係もなく、神を外から礼拝することよりも上位に位置す
るものです。したがって、宗派や教会から学んだ儀式を私の教えに混ぜる者は、冒涜者になると言うのだ。 

49 もし、あなたがこの啓示を物質化と神秘のベールの後ろに隠してしまったら、あなたの同胞はどうしてこの啓示の
光を賞賛することができるでしょうか？ 

50 スピリチュアリズムは宗教の融合ではなく、そのシンプルさにおいて最も純粋で完璧な教えであり、この第三の時
代に人間の精神に降り注ぐ神の光である。 

51 あなたがたは、この時代に私が最初に蒔いた種だから、あなたがたは真理を受け入れ、人間から偽りや冒涜だと非
難されないために、このすべてを伝えるのだ。 

52 狂信に沈むと、罪を犯すことになる。知識の書があなたの目の前にあって、魂を悟らせたからです。 

53 異なる道から来たあなた方は、私の言葉を受け取り、私の種を運び、あなた方の畑に蒔きなさい。マスターがあな
たに託す真実の本質を知ることです。 

54 完全な教義を知ったからといって、自分を完全だと考えてはならない。しかし、もしあなたが、人がなし得る最大
の純粋さをもって、自分の使命を果たそうとするならば、私は、真の慰めの言葉を求めるすべての人々 を、あなたの道に配
置しよう。 

55 どんなに純粋で愛のある作品を作っても、攻撃され続けることを意識してください。そして、あなたが心に抱いて
いる真実を守る方法を、許しや気高さ、慈悲の例を挙げて教える機会を得るのです。あなた方は、物質的な神殿を守るので
もなく、名前や人格を守るのでもなく、あなた方の中に置かれた真理を守るのである。 

56 悲しみと倦怠を胸に抱いて私のもとにやってくる大勢の者たちよ、私に耳を傾けよ。私の言葉の真髄を通して、あ
なたたちが平安と信仰と喜びへと戻る道を見出すことを、私は知っている。 

57 広大な砂漠で、小石や灼熱の砂から身を守るためのサンダルがすり減り、足が痛くなって裸足でやってくるのだ。
でも、ここでは失ったものをすべて取り戻せます。私があなたを愛し、その証拠を再び与えてくれるからです。 

58 信仰の光を鈍らせるとは。どうして真の道から大きく外れて、自分の中にある霊の持つ内なる知識さえも失われて
しまったのでしょう。 

59 私の神聖な顕現だけが、あなた方が新しい時代にいるという知識を与えることができるのです。あなたは眠りに落
ちていたのですから。 

60 あなたの心の底には、未知の憧れがあり、その理由もわからぬまま、奇妙な渇きが強くなっていたのです。その必
要性が怖くなったとき、私の新しいメッセージを受け取るときが来たからです。 

61 真理と平和への飢え、愛と光への渇き、魂の飢えと渇きがあなたを苦しめていたのです。 

62 私の言葉は、澄み切った新鮮な水のようなものであってほしかった。その水には、魂の真の永遠の栄養が含まれて
いるのだ。 

63 あなた方全員が精神的な渇きをもたらしているわけではありません。本当に感じている人は、私の言葉でそれを癒
やしてきただけなのです。しかし、何度も聞いているにもかかわらず、自分の痛みや悩みが変わらないと訴える人がたくさ
んいます。なぜなら、彼らは私の本質を求めるのではなく、世の中の品々 を求めるからです。 

64 このことをよく理解して、自分自身を欺くことのないようにしましょう。 
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65 また、ある人は、必要なものに不自由せず、快適な生活に囲まれているのに、何かが暗く、何かが怖く、何かが欠
けている。彼らが切望しているのは、生活の中に精神的なものが存在することです。その光の不在が、彼らの人生を暗くし
ているのです。彼らは私の言葉を聞いて、内心でこう叫んだ。「これこそ私が求めていたもの、私が望んでいたもの、私に
欠けていたものだ！」と。 

しかし、他の人々 は、財や健康や愛情を失い、心の空虚さが私の言葉によって満たされないと不平を言いながら、ここ
にやって来ました。しかし、失ったものを取り戻すと、少なくとも、ある日聞いたこの天の言葉を思い出すことなく、旅立
ってしまった。 

66 すべての人がこの啓示を感じ、理解する準備ができているわけではありません。ある者は残るが、ある者は去る。
すべての者が私を渇望するわけではないので、霊的なものを求める欲求はすべての者が同じではない。 

67 私は、人類、民族、国家をよく観察し、彼らがいかに自分の人生を、灼熱の太陽に圧迫され、乾燥に支配され、疲
弊した苦悩の砂漠にしているかを自覚するようにと言いたいのです。人の心に溜まった計り知れない渇きを疑わないのだろ
うか。今また、心地よい木陰とおいしい新鮮さ、絶え間なく澄んだ水のあるオアシスが生まれ、そこで彼らは真理への欲求
、愛と平和への渇きを癒すことができるのである。 

68 多くの人がこの泉を訪れ、その水を飲むと、あなたのように、"これこそ私が求めていたものだ 

"と言うことでしょう。しかし、他の多くの人たちも、世の中で失ったものを再び見つけることができると考えて、そこに
やってくるでしょう。しかし、失望した彼らは私に背を向け、この啓示にわずかでも真実があることを否定するのである。 

彼らは去っていくが、最後に魂の真の渇きが訪れ、砂漠の中で私を呼び、私にこう言うのだ。"父よ、私たちを赦し、
あなたの真理を知るための新しい機会を与えてください "と。 

そして、彼らがわが泉の水とわが食卓のパンを傲慢にも拒んだとき、すでに彼らを赦した私は、彼らがその上で疲れを
忘れ、回復し、平安に満たされ、わが光によって高められるように、わが道を提供するのである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 274 
1 ようこそ、あらゆる時代からの巡礼者たちよ。この恵みの日に、私の言葉を聞き、私の食卓に霊的に座ろうと、あ

なたの道に立ち止まるのだ。 

2 私はあなたの心に安らぎと平安を与え、あなたが私の声を聞くことができるようにする。本当にあなたがたに言う
が、わたしのことばは、平和と幸福に至る道である。 

3 しかし、問題に関わることだけを私に求めてはならない。確かに、私はあなたを苦しめる全ての病を癒す薬を持っ
ているし、仕事の門を開ける鍵も持っている。しかし、それ以上に、私は精神に必要な無限の財宝、知恵の流れ、精神的な
喜びの無尽蔵の源をもたらすのです。 

4 この教えを初めて聞いた人は、その意味に驚くと思いますが、それは私の教えがその人の霊魂に語りかけるからで
す。私は彼らを探し、彼らに向き合い、この世の向こうの国を提供するために、その約束された家につながる道を教えてい
ます。 

しかし、自分のために生き、自分のことだけを愛し、自分のことだけを考え、世間からすべてを期待している人は、離
俗、寛容、犠牲、無私、慈悲の話を聞くと、「私がすべてを捧げたとして、誰が私を与えてくれるのか」と自問します。現
世で持っているものはわずかなのに、なぜそれを捨てなければならないのか。 

5 私は彼らを許します。そうでなければ、彼らのエゴイズムは無知から来るものだと考えることができなかったから
です。しかし、彼らが私の言葉を何度も聞き、私の言葉の中に存在する光の輝きが彼らの魂を照らすとき、それは長い眠り
から覚めるように、彼らは驚きと混乱の中で自問する。"私に語りかけた私はどこにいるのだろう？" 

6 その間、私の言葉はその魂に触れ続け、その心の糸を愛情を込めて振動させ、ついにはその人の中に長く蓄積され
た魂の痛みが堰を切って涙となってあふれ出し、告白、信仰への目覚め、精神の復活、光と真理と永遠への上昇を意味する
のである。 

7 これは、すべてに当てはまるわけではありません。しかし、かつて私の言葉の顕現に来た者で、心の中に利己主義
、物質愛、傲慢、私の霊の教えを否定する主張を持っていた者は、その日の私の教えを聞いたとき、すぐに暗闇に満ちてこ
こに来た日を思い出し、その後、存在するとは思わなかった光を見ているのである。 

8 その多くは、今では私の最も忠実で無私な働き手となっています。 

9 人々 ：私の言葉は、人々 を浄化し、より良い人生のために準備させる愛の流れです。 

10 マーベル私は今、あなたがたに、このような罪人でさえもその唇によって罪人を救うであろう、私の教えを与える
。 

11 あなた方は私の普遍的な救いの計画を把握することはできないが、あなた方が私の業を共有できるように、その一
部を知らせるのだ。 

12 世界が生きている時間の意味は、私だけが知っている。この時間の現実を理解することは、人間にはできない。太
古の昔から、人は絶え間なく自らを汚し、感性と魂を暗くし、病み、落ち着きのない、悲しい人生を自ら作り出してきたの
です。しかし、今、浄化の時が来たのです。 

13 この御言葉を聞いたあなた方は、今何が起こっているのかがわかり、祈り、悪を行うことに注意し、代わりに善を
行うことに不安を覚えることでしょう。しかし、すべての人類がこの時代の出来事の意味を知っているわけではないので、
人々 の間には混乱が生じ、絶望、苦しみ、憎しみ、解き放たれた権力欲、悪徳、犯罪、あらゆる卑しい情念が存在している
のです。 

14 世界は私の言葉を、民族と国家は私の愛の教えを必要としています。支配者、科学者、裁判官、牧師、教師 - 

彼らは皆、私の真実の光を必要としている。それこそが、私がこの時代に来て、人間の魂、心、精神を啓発する理由なのだ
。 

15 あなた方は、私の霊に仕え、私の来訪を地球の心、民族、国家に準備するための道案内をするならば、満足を感じ
ないだろうか。しかし、もしあなたがたが破れを作り、道を用意することを望むなら、どんな例と証拠を示すのですか。 

16 私の仕事は完璧で、永遠で、力強く、透明で、光に満ちていることを忘れないでください。 

17 まだ未熟な弟子たちよ、あなたたちは高次の世界の霊たちが私をどのように愛しているか、つまりあなたたちの兄
弟姉妹である存在たちを知らない。彼らがどのように私を愛し、どのように私に仕え、従っているかを知れば、あなたは父
に対する自分の振る舞いに深い後悔を覚え、自分の心の中に聖域を作り、完全な愛であなたを愛してくださる方にそれを捧
げようと急ぐことだろう。 

18 私の愛をあなたの心に宿して、人々 の痛みに敏感になってください。許すことを実践し、苦しむ人々 を慰めること
ができるように、慈悲を学ばなければなりません。 

19 私の言葉があなたの心を揺さぶり、あなたの隣人への愛に鼓動させるように。 

20 私の教えの言葉を心に留めておきなさい。この言葉は、あなた方が私の真理の真の種まき人にならなければならな
いとき、戦いの武器となるのです。 
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21 私は泣く者に慰めを与えるから、近くに来なさい。あなたがたは泣くのだ-

ある者は涙を流し、ある者はすすり泣かずに内心で。 

22 私はあなたの苦痛を刈り取り、平和に変える。私は魂の底に浸透する唯一の者である。私は、あなたの魂の重荷の
ために来たのです。あなたがまだ負うことのできない重荷のために。 

23 人間に化身した魂よ。あなたが地上に来たのは、苦しみや問題、試練に負けるためではありません。あなたは、逆
境、逆境の中で勝利するためにやってきたのです。 

24 もう泣くな、もう眠るな。人間の精神的な魂は、試練、痛み、情熱など、あらゆるものと戦っている。 

25 あなたは人生の苦難をすべて知っている、それがあなたの意志なのです。しかし、あなたの信仰、あなたの意志、
あなたの努力は、あなたを物質と苦痛の上に持ち上げることができます。 

26 私の言葉を理解できないのか？とてもシンプルです。しかし、あなたは物質をまとっているため、その意味を理解
できず、核心に達しないことが多いのです。あなたの魂は、すでに体の殻を脱ぎ捨て、私の文章を喜んで繰り返し、私の教
えを理解し、この記憶からあなたの道に光の流れが生まれる日が来るでしょう。しかし、あなたが地上を歩いていたとき、
霊的なスタッフや支えがないところでは、私の教えを把握できなかったと嘆くでしょう。 

27 できる限り私の教えを暗記しなさい。もしそれらがあなたの記憶から抜け落ち、あなたの心から離れ、あなたがそ
れらを忘れ、放棄するならば、あなたは後でそれらを探しても、もう見つけることはできないでしょう。まるで、泉を持っ
ていてそこから離れ、喉の渇きに悩まされて泉を求めると、水が蒸発してしまうようなものです。 

28 もしあなたが、この人生を渇きもなく、疲れもなく過ごす方法を知りたいのなら、そして、もしあなたが悟りを開
きたいのなら、もしあなたが霊的になりたいのなら--

もしあなたが苦痛や混乱を避けたいのなら、私の教えを活用し、あなたの存在に忘れがたい刻印をし、あなたの人生の法則
と規範としなさい。 

29 もし、今日、父なる神さまがあなたに説明するようにと言われたら、あなたはどうしますか？魂のために何を示す
ことができるだろうか？ 

30 あなたの良心は、これが法律であるにもかかわらず、あなたが愛していないと告げるとき、あなたは人間の状態か
ら霊的な状態へ移行する準備ができたと思いますか？宇宙をさまよう多くの魂が、自分の声を人に聞かせ、「私が無駄にし
たように、あなたの時間を無駄にしないでください」と言いたいと願っていることでしょう。 

31 もし、あなたが私の文章の一つ一つを勉強するならば、あなたの人生の道を照らすことでしょう。そのひとつひと
つに、本質、知恵、永遠が含まれているからです。 

32 私の言葉を理解する者は、何がこの世に生まれてきたのか、どこから来てどこに帰らなければならないのかを、よ
うやく知ることができるのです。 

33 このエッセンスを身につけた者は、この世は痛みと涙と苦悩だけから成っていると、二度と言うことはない。なぜ
なら、彼は信仰と愛を痛みの上に高める方法を知っているからだ。 

34 この世界は、多くの人が逃れたいと思うような場所です。しかし、本当に、私はあなたに言う、私はあなたが愛で
満たされるためにそれを運命づけました。しかし、もし私が今この時、皆さんにどれだけの愛をこの上に蒔いたかと尋ねた
ら、何と答えるでしょう。 

35 ある日、「互いに愛し合いなさい」と言われたキリストを理解したと言って欲しいのです。私は、何世紀にもわた
ってたゆまぬ指導を続けてきた末に、この質問をしたのだということを自覚してください。 

36 だから私はあなたたちに、私の言葉を聞くことを学び、「言葉」が語るときに静止することを学び、そうすればあ
なたたちの心の中に神の種が発芽し、花開くようにと言い続けているのです。 

37 私は、あなたが私の声を聞くのを待つために、無限の忍耐を持っていました。試練にさらされるとき、なぜ少しも
忍耐力がないのでしょうか。忍耐力のない者は、この償いの時にそれを学ぶことになると、私は言っている。彼女もまた、
短い時間ではあるが、厳しく教える教師なのだ。むしろ、愛を持って教えてくれる神聖なマスターから学んでみてはどうで
しょうか。 

38 物質主義者にとっての時間と、精神主義者にとっての時間は同じではない。ある人にとっては正義であり、ある人
にとっては恵みであることが証明されました。しかし、世紀の光は常に人々 の上を通り過ぎ、ある者は愛撫し、ある者は目
覚めさせたのです。 

39 あなたはいつ、この光があなたのスピリット・ソウルを通して姿を現すのを許しますか？いつになったら、人間は
鎖から解き放たれ、私のもとに飛んでくるのだろう。 

40 霊よりも肉、真理よりも嘘のために、道を見失い、無知の闇に迷い込んだ多くの人間たちが、今もなお、さまよい
続けている。 

41 彼らには、物質が勝者であり、敗者は精神である。私が霊の祝宴に招待するのは、この失われた者たちです。私の
天国の食卓が待っている愛の宴に招待して、多くの苦悩と多くの孤独から解放してあげましょう。 
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42 私は彼らに私の食物、すなわちパン、果物、ぶどう酒、蜂蜜を与える。これらは本当の意味で理解すれば、親愛、
慰め、平和、健康、知識である。 

43 あなたが沈黙のうちに送る祈りは、真の霊的賛美歌であり、その音色は義人や天使のものと混ざり合う。 

44 あなたは自分の負債の重荷を私の前に持ってきて、あなたの全人生を私に見せてください。しかし、私はあなたに
言う。あなたの存在の秘密には、あなたの知らない、私だけが知っている苦しみと贖罪の義務があるのです。しかし、あな
たが自分の過去を知らないからといって、このすべてを私に語らず、私に尋ねないことは問題ではない。わたしはすべての
ものの中にいる。わたしの慈悲から逃れるものはなく、わたしの正義から逃れるものはないのと同じように。 

45 私の父の愛を感じて、闇も苦しみも涙も、その中に消し去ってください。わが身を強くし、健康と平安を取り戻し
、闘いの道へ力強く立ち戻るのだ。 

46 これは、あなたが求める、慰めを与え、新たな勇気を与え、希望で満たす御言葉である。なぜ、試練にもかかわら
ず、私についてくるのですか？なぜ、肩から十字架を投げないのですか？なぜなら、わが言葉の意味の中に、あなたがたの
すべての苦しみに対する絶対的な理解を見出すからだ。 

47 「この「第三の時代」に召された者たちの中にどのような霊が宿っているのか、私以上に知っている者はいないか
らです。 

48 "イスラエル 

"には霊的な意味があり、あなた方にこの名を与えるのは、あなた方が神の民の一員であることを自覚してもらうためです
。イスラエル」は地上の民ではなく、霊の世界を表しているからだ。 

49 この名前は地上で再び知られるようになるが、誤りなく、真の意味、つまり霊的な意味においてである。 

50 この名前の由来と意味を知り、自分がその民族の子供であるという信念を絶対視し、自分が誰から、なぜこの名前
を受けたのかを完全に把握し、明日、「イスラエル」という名前に違う意味を持たせる人たちから受ける攻撃に耐えられる
ようにしなければなりません。 

51 ヤコブが夢の中で霊の目で見た梯子の謎を真に理解するのは、あなた方霊的な人々 なのです。私は、あなたがすで
に私の教えを理解することができると見て、あなたにそれを明らかにするために結束したのです。 

52 理解する能力は、発展、展開、経験の蓄積から生まれます。 

53 まことにあなたに告げます。世界が創造される前、人間が地上に現れる前、あなたの魂はすでに存在していたので
す。それは、そのための無知の時代であり、準備のための家庭での生活であり、魂が人間の中に転生して地球に住むことを
教えられた時代であった。 

54 あなたの心が、魂の過去の印象や記憶イメージを受け取らないのは、肉体が濃密なベールのようなもので、魂の生
命に浸透するのを許さないからです。魂が過去の過程で受けたイメージや印象を、どのような脳が受け止めることができる
だろうか。どんな知性が、自分には理解できないことを、人間の考えで首尾よく把握できるのだろうか。 

55 そのため、私はまだあなたが霊的にどのような人なのか、あなたの過去がどのようなものだったのかを知ることを
許されていません。 

56 では、私がどのような形でイスラエルの民を形成しているのか、ご存じでしょうか。いいえ、私はあなたが今知る
べきことを、あなたが理解できる範囲で明らかにしたに過ぎません。こうして私は、あなた方が神の民の子供であること、
肉ではなく霊においてこの民に属していること、あなた方の任務は無限に増殖し、この民の輪にすべての人を招き入れるこ
とであり、世界各地に光を運ぶことがあなた方の宿命であることを告げたのです。 

57 第一の時代、私はある人にイスラエルという名を授けた。それはヤコブであり、彼が同じように呼ばれる民の部族
となるように。この名前は霊的なもので、その人が人類の歴史の中で霊の前に開かれた本のようになるようにということで
した。 

58 私の声を聞いてくれた人たちがいたことで、精神に内在する才能が明らかになったのです。彼らはモーセを通して
私の律法を受け、大きな試練にさらされた。彼らは、異教徒の前に生ける真の神の存在と律法を明らかにすること以外に、
この地上での使命はなかったのである。 

59 家父長、預言者、先見者、統治者、立法者、裁判官、王は、わが使者であり、わが口利きであり、わがしもべであ
り、わが姿を時に愛で、時に教えで、時に正義で明らかにする道具であった。彼らを通して、私は他の民衆に私の力の証拠
を示した。 

60 何世紀も経った今日、その民族の素晴らしさも、その判断力も、はるか彼方になってしまったが、その歴史を甘く
見てはいけないのだ。なぜなら、もしあなたがそれを地上の意味から霊的な意味に移すならば、あなたは無限の教えと教義
の例を受けることになり、それによって、あのイスラエルは象徴、象徴、たとえであり、私が現在形成しつつある新しいイ
スラエルは、その霊的意味での実現を意味することがようやく理解できるようになるからです。 
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61 見よ，そのころイスラエルは，信仰と忍耐によってエジプトでの解放を得，約束の地を征服し，その子らによって
首都を建設し，「エルサレム」と名づけた。彼らはそこにエホバを祭る神殿を建て，それは心への信仰のたいまつのような
ものであった。 

62 約束の地に安住することを認めてくださったので父に感謝していたあの民が、自分たちが聖なる町と呼んでいたそ
の町で、メシアを血の足場に打ちつけることになるとは、誰が言ったことでしょう。 

63 物質化、無知、狂信、偶像崇拝である「ファラオ」の力から自らを解放しようともがく新しい民であるあなた方は
、偉大な砂漠の放浪を始めるのである。しかし、孤独と飢えと危険に恐怖を感じたとき、突然、山に「雲」が降りてきて、
「雲」から神の光が放たれ、それがあなたの理解力に達したとき、知恵である「言葉」となったのです。 

64 この言葉は、神の律法であり、愛と正義と平和の完全な律法である。それはまた、あなたを養い、新しいエルサレ
ムに到達することを可能にする新しいマナでもあるのです。 

65 その都市は、もはやこの地上にはなく、この世のものでもない。その都市は、霊的なものに存在するのだ。しかし
、あなた方が一度永遠にそこに住み、私がメシアとしてあなた方のもとに来たとき、あなた方はもはや私にいばらの冠をか
ぶせず、酢を飲ませず、十字架に釘付けにしないでしょう。私は、大群衆が外套で地面を覆い、賛美を歌い、ヤシの葉を振
ったあの日のように、あなたがたのところに来るのだ。あなたがたは、主人のエルサレムへの凱旋を祝うとき、私を心の中
に迎え入れるのです。 

66 そうなれば、私はもうあなた方の中から離れない。 

67 これらの啓示の神的な意味と、あなたが与えていた地上的な意味を理解していますか？ 

68 今、私はかつてそうであったように、一時的にしかあなた方と一緒にいないのです。私がもはやあなた方に語りか
けることのない時がすでに近づいている。しかし、人類は私の存在を感じていない。 

69 私があなたがたに言葉を送り、あなたがたを観想する「山」から、私は出発の前夜にこう叫ばなければならないで
しょう。「人間よ、人間よ、あなたがたとともにいた者を知らないでいた者よ！」。ちょうど「第二の時代」に、私の死の
直前、山から都を眺め、涙ながらに叫んだ。"エルサレム、エルサレム、あなたとともにあった善を知らぬ者よ 

"と。涙を流されたのは、世のため人のためではなく、まだ光のない、真理に到達するために多くの涙を流さなければなら
ない人々 の魂のためだったのです。 

70 もし、第一時代に人々 が持っていたものが、単なる象徴に過ぎなかったとしたら、私の全能の正義は、その神殿と
伝統をそのままに、その都市を保存したことでしょう。しかし、律法だけが良心に輝き続け、霊の国は本当にこの世のもの
ではないことをすべての人が理解できるように、すべてが破壊されました。 

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 275 
1 私は愛です。だからこそ、あなたは赦され、私の恵みの贈り物を享受することができるのです。しかし、あなたの

父からの愛撫や贈り物ばかりを期待してはいけません。私が師匠として来たのは、あなた方の欠点や不完全さを理解させ、
あなた方が自らを正すべき道を教えるためでもあることを忘れないでください。 

2 私はあなたの霊と共にあり、あなたの心に私の光を当てて、あなたが今受け取っているものの価値を理解し、同時
に、あなたが得ているものがすべて功徳によって得られたものではないことを悟るようにするのだ。そして、あなたがこれ
まで受け取ってきたものが、私があなたに与えるべきすべてのものではないこと、あなたが今求めているものが、あなたの
霊魂がもっと発達したときに持つべきすべてのものではないことを理解させるのです。 

3 人生から与えられる試練や教訓とともに、私の指導は、それぞれの教訓の意味を説明し、照らし出すように働きか
けています。知識と経験と進化だけが、あなた方に「第三の時代の私の神性の弟子」というふさわしい呼称を与えることが
できるのですから。 

4 もし、あなた自身の経験が欠けていたら、仲間に何を与えることができるでしょうか、あなたの実りは何でしょう
か、あなたが説きたい言葉や教えの証しや確認は何でしょうか。 

5 あなたが転生した後、この世で熱望するものを所有できないために苦しみ、絶望している人々 に会えば、彼らの物
質主義が、私の弟子たちの高揚といかに対照的であるかがわかるでしょう。 

6 私の弟子たちは、霊性の例を通して、つまり、魂を世の中の偽りの宝に鎖でつなぐのではなく、神性に近づけよう
と努力する生き方を通して、世の中に語りかけるでしょう。 

7 この教えを知った唯物論者は、来たるべき時代に憤慨するだろうが、彼らの良心は、私の言葉だけが真実を語って
いると教えてくれるだろう。 

8 人の一生はすべて一過性である。若さはつかの間の見せかけ、名声も束の間、喜びも束の間である。だから、私の
教えは、あなた方に永遠を得るという理想を抱かせるのです。精神の喜びと、それに運命づけられた栄光は、一度獲得した
ら決して過ぎ去ることはないからです。 

9 皆さん、生活にちょっとしたスピリチュアリティを取り入れることはとても簡単です。なぜ、努力しないのか？あ
なた方が人間の義務から離れる必要はない。 

10 あなた方が単なる地上人であることをやめ、人間の運命の意味を理解できる高次の霊的生命の存在となるためには
、あなた方の作品に霊性を付与すればよいのです。 

11 もう一度言いますが、私はあなた方を世間での仕事から遠ざけているわけではありません。しかし、私はあなた方
に、自分の精神的な成長よりも世の中のことを重要視してはいけないと言うのです。 

12 私の仕事について知識を深め、私の言葉を把握し、私の教えの意味を理解することが必要です。 

13 私の光は魂から物質体に伝わり、物質体は心と感覚が目覚めれば、喜んで霊の道具となることを知りながら、私は
今、魂に語りかけているのです。 

14 この言葉を聞いている大勢の人たちよ。あなたの物質的な目を閉じて、無限にあるあなたの主の声を聞いてくださ
い。 

15 このとき、あなたがたに語りかけ、広場や街路、小道や谷間に見えるのは、イエスという人ではなく、すべての精
神と心の中に存在するイエスの霊であり、すべての神の子らに注がれる私の普遍の光なのだ。 

16 皆さん、私の教えが世の中で実を結ぶのを見るのは、喜びではないでしょうか。この涙の谷を平和の地に変えるこ
とを、あなたは願わずにはいられませんでしょうか。そして、愛に満ちた仕事をすることで、この幸せを魂に刻むことがで
きるのです。そうです、弟子たち、あなたの魂にです。その時、何があなたの家になるのか、あなたにはわからないのです
。しかし、「霊の谷」から光の勝利を見るだけでは意味がない。それ以上に、そこから自分の働きと闘いの成果をさらに評
価することができるのだ。 

17 あなたの心臓は速く鼓動し、あなたは私に言う。"マスター、いつ私たちの魂はこの勝利の歌を歌うことができる
のでしょうか？" 

18 共同体の指導者たちは私に言う。"父よ、私たちの努力は実を結ばないことはない 

"と。しかし、私はある者には、この目標に到達することは十分に可能であり、この理想に到達するためにあなた方の命を
犠牲にする必要はない、と言っています。しかし、あなた方はわが戒律の一つ一つを守らなければならない。そうすれば、
あなた方のすべての仕事はわが真理に立脚し、すべての努力は、私があなた方のために示した最終目標に向けられるのであ
る。 

19 "霊化"、"結合"、"従順"-

これが、あなたが父のために築くべき聖域の確固たる基礎となるのです。もしあなたがこのように生きていれば、私の仕事
とあなたの人間としての闘いの花が咲き、実を結ぶことを、ようやく経験することができるのです。 
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20 わが言葉がこれらの声の担い手を通して現れ始めて以来、私はあなた方に霊性を鼓舞し、あなた方に結合を要求し
、あなた方に従順を教えてきたのだ。 

21 最初に来た者も、最後に来た者も、この教えを知っている。この教えは、私の声の主たちによって絶え間なく繰り
返されている。 

22 私の指示は、あなた方が外見上のあらゆる神への礼拝から解放され、霊的な、深い、誠実な、高められた、純粋な
方法で私を愛し仕えることを学ぶように、霊化について話してきました。 

23 なぜなら、もしあなたがたが、それぞれの賜物と力の実を結んで闘わなければ、個々 に働いても、その仕事は実を
結ばないからです。 

24 私は、あなたのすべての行動が、私と同じように、完全な意志に従うように、そして、その実現において決して道
を踏み外さないように、従順についてあなたに話しました。そして、わが言葉の顕現が終焉を迎えるとき、あなた方は皆、
わが啓示の真理を世界に証明することができるようになるのだ。 

25 これらの戒律を守る者は、仲間の中に信仰を見出す。しかし、それを通り越して、不一致、不従順、霊性の欠如の
中で大勢を教えると主張する者たちは、遅かれ早かれ、その偽りと偽善が露呈し、最大の試練に巻き込まれ、最も忠実な者
からも見捨てられることになると、私は告げます」。 

26 これは、私の教えの勝利とでもいうのでしょうか。いや、人々 よ、戦いの果てに見出すのは、混乱ではないのだ。
それは平和であり、喜びであり、光であり、その中であなたの一日の仕事が完結するのです。 

27 この民の一部が恩知らずで不従順であるという証明に直面して、わが霊がいつまでも無関心でいられるとでも思っ
ているのか。いや、人々 よ、わたしはわたしの正義を送り、それによって、わたしに逆らう者たちを震え上がらせるだろう
。 

28 私の教えは、これ以上ないほど明確でシンプルなものです。しかし、もしあなたが記憶を失い、それらを忘れてし
まったとしても、私はわが教えを統合すべき者たちを鼓舞し、この第三の時代に与えられたわが言葉の書物をそれらから形
成させるだろう。この本は、あなたが忘れていたすべてのことを思い出させ、あなたが試練の中にいるとき、自責の念で泣
かせ、最後には、私の意志が起こり、私の真実が勝利することを理解させるでしょう。 

29 なぜ、私の言葉はあなたにとって時に厳しく見えるのでしょうか？厳しさはなく、あなたへの愛に満ちています。
あなたがたの父は、自分の子供たちが泣くことを望んでおられないからです。 

30 私がこの調子で話すとき、裁判官の言葉の背後に、マスターの存在と父の本質を求めなさい、そうすればあなたは
これらすべてを発見するでしょう。 

31 私があなた方に警告し、預言するとき、私はあなた方の未来を知っており、あなた方が自分自身を知る以上にあな
た方を知っていることを知りなさい、私は生命なのだから。 

32 沈黙の中で、あなた方を霊的に私に引き上げることを学びなさい。霊との献身で私に語りかけなさい、そうすれば
あなたは私の答えを受け取ることができるでしょう。 

33 あなたの心を教育して、あらゆる余計な考えを放棄させ、あなたの精神的対話の瞬間に心を引き離すように教え、
その祝福された瞬間に集中し自由になることを妨げる障害にならないようにするのです。 

34 この精神的な準備と内なる解放を達成した魂は、どんなに幸せでしょう。そのすべての贈り物は、光を浴びて姿を
現すのですインスピレーション、啓示、癒しの力、内なる言葉など、様々 な能力が現れ、その本質と課題を示してくれます
。 

35 毎日、わずかな時間を霊的な祈りのために使うようにすれば、やがてその実践の実りを経験することができるでし
ょう。わたしが自分を知らせて、あなたがたにわたしの指示を与え、あなたがたを準備させる日を待ってはならない。そう
すると、何度もやり直したり、妨害につまずいたりして、精神的にリフレッシュすることができないからです。 

36 毎日少しの時間でも、この練習に専念してください。私はいつでもあなたの話を聞き、あなたを助ける用意がある
ことを知るだろう。 

37 真の祈りは、その時代の人々 には実践されていないのです。そのため、祈りや願い事を定式化し、必要な回数だけ
機械的に繰り返す必要があったのである。 

38 人間はもはや、魂を込めて私に語りかけるために、自らを鼓舞する術を知らない。なぜなら、あらゆる儀式を放棄
し、あらゆる物質化を拒絶し、わが存在を知覚し、霊感の光を受け取ることができるように、自らの中核に集中することに
よって実践すべき手続きを知らないからです。 

39 ですから、私はあなたに言います：あなたが内なる聖域を求めるために、シンボルの前で祈り、儀式を私に捧げる
という傾きを犠牲にすればするほど、あなたの霊的コミュニケーションの才能がいかに展開し、成長し、高まり、人が完璧
に祈る方法を知ったときに起こるであろう、霊と霊の対話に一歩一歩近づいていくかを経験することになるのです。 

40 もしあなたがたが同胞に祈りにおいて完全な状態に達する方法を教えることが私の意志であるなら、あなたがたは
彼の内に存在する真実と力を証明するために自分自身を準備しなければならないことを今理解しなさい。 
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41 マナーは目をつぶっていれば完璧だと教えたいのでしょうか。自分の中に真の覚悟がないのに、意味のない振る舞
いを受け入れてもらって、隣人を欺きたいのでしょうか。これではいけない、みんな。あなたがたは、自分自身を欺いては
ならないし、同胞を欺いてはならないし、ましてや父を欺いてはならないからである。 

42 もしあなたが祈ることを教えるなら、それは霊的な祈りの真実、力、効果を証明することができるようになるため
です。あなたは祈りによって病人を癒し、不和を和らげ、危険にさらされている人を救います。そうすれば、あなたは本当
に信仰を見つけることができ、人々 は同じようにしたいと思うようになるでしょう。あなたの教えは、その真実の証拠に驚
くような信仰心を呼び覚ますでしょう。 

43 忘れてはならないのは、祈りが効果的であるためには、あなたの信仰が確固として、偉大でなければならないとい
うことである。 

44 奇跡を起こした人たち、霊的な力を証明した人たちは、みなこのように祈った。最初の時代の家父長たちは、この
ように、霊から霊へと祈ったのです。モーセは砂漠で、ダニエルはライオンの檻の中で、こうして祈った。同様に、私はイ
エスにおいて、霊的な祈りの力を目の前で証明することによって、真の祈りの知識において人を強くするためにしたのだ。 

45 イエスは群衆を前に荒野で祈り、パンと魚を増やし、人々 を驚かせた。ラザロの墓で祈り、信仰と慈悲から生まれ
る祈りが健康と命を与えることを証明したのです。彼は弟子たちとともに祈り、人が父との交わりを知るときに得る力を明
らかにした。 

46 この人類は、私の指示からいかに遠く離れてしまったことか。そのすべてが、表面的で、偽りで、外面的で、仰々
しいのです。したがって、その霊力は無効であり、その魂の強さと発展の不足を補うために、科学の腕に身を投じ、知性を
発達させたのである。 

47 こうして、科学の力を借りて、人間は強く、偉大で、パワフルだと感じるようになったのです。しかし、その強さ
も偉大さも、あなたが成長し顕在化することを許さなかった霊魂の力の前では取るに足らないものであると、私はあなたに
告げます。 

48 人間の間で放縦と物質主義が最高潮に達し、人間がその起源を忘れてしまったとき、つまり、情熱の溢れる流れ、
快楽と悪徳が、多くの人々 を、神に対する義務、家族に対する義務、仲間に対する義務を知らない軽薄な存在にしてしまっ
たとき、このみ言葉は、人間の渇いた心に澄んだ水の泉のように人類に訪れたのです。 

49 あなた方は罪に慣れきっているので、自分たちの生活が最も自然で、普通で、許されているように見えますが、ソ
ドムとゴモラ、バビロンとローマが、その堕落と罪をすべてこの人類にぶつけてしまったかのように見えます。 

50 そんなバカなと思いつつも、私の言葉が人々 の心に響くのにふさわしい時間なのです。 

51 異教徒のローマを思い出してください。快楽に嫌気がさし、肉の喜びを味わうことに疲れた彼らが、私のメッセー
ジを受け取るために心を開いてくれたのです。 

52 それらの出来事が繰り返され、あなたがたは、人々 が真理の道から最も離れているのを見た国々 で、私の種が興る
のを見ることになる。 

53 知恵と慰めと再生の約束に満ちた私の言葉は、不純なもの、悪いものが決して到達できない心の糸を鳴らしてくれ
るでしょう。生命の光と真理に対して死んだ人々 は復活し、長い間破壊されていた道徳が回復されるでしょう。 

54 当時、私の教えに改宗した異教徒が、私の言葉が教える愛に救いを求めたとすれば、今の時代の唯物論者は、イエ
スがその生涯をかけて残した模範に救いの道を求めるだろう。しかし、その時、私の霊が人々 に降り注いだ霊的な光にも触
発されることでしょう。この光には何が入っているのでしょうか？霊的生活の知識、霊魂の能力の啓示、人間が入り込むこ
とのできなかった秘密の解明。 

55 私はあなた方、人々 を、私の新しい言葉の受託者としたのだ。長い間、私は自分自身をあなた方に知らせてきまし
た。それは、あなた方と一緒にいるのは霊における私のプレゼンスであると確信するためであり、あなた方が私の教えを吸
収し、それを書き留め、熟考するのに十分な時間があったようにするためです。 

56 これは何のためにあるのでしょうか？そうすれば、あなたがたの間で私の存在がなくなったとき、あなたがたは、
それが確かでもなんでもない、はかない幻であったと言うことはないだろう。 

57 これらの教えの最後の日が近づいていることを私から知った今、あなた方は、私がもはや弟子や生徒としてではな
く、通訳として、メッセンジャーとして、そしてマスターから聞いたメッセージの証人として、あなた方を残していく責任
を感じ始めている。 

58 あなた方の中には、信仰と力と熱意にあふれ、その日の仕事を始めるのに適切な時間を待っている人がいます。し
かし、ある者は自らを疑い、戦いの前に震え上がる。これらの後者に対して、私は尋ねます：わが言葉を直接聞いたことの
ない他の民衆が、彼らに届いたものの証言だけに動かされて、あなた方の前で仕事を始めることは可能でしょうか？ 

59 不安にさせるものは何ですか？あなたの心は私に言う：「主よ、唯物論者と不信心者に真理を具体的に証明するこ
とができないでいます」。  
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あなたは私を理解していない。私は、目に見えず、触れることもできない霊的なものを、懐疑的な人間の目の前で物理
的に知覚できるようにし、霊的なものを信じられるようにしなさいとは言っていないのです。私は何よりも、あなた方が生
活を清め、霊性を高め、言葉と行いで、あなた方が公言する教えが真実であることを最もよく証明するようになることを望
んだのです。 

60 すべてを科学的に説明しようとする人が満足するような証明を出すことは、あなたにとって非常に難しいようです
ね。しかし、私の教えの中にある偉大さは、あらゆる問題に答えと説明を与えることができる解決策を見出すことができる
ほどである。 

61 私があなたに逆行する教えをもたらしたとでもいうのでしょうか。私の言葉を研究すれば、それがこの人類の精神
的、知的発達の双方に調和する形で明らかにされたことが納得できるだろう。 

62 以前も今も、あなた方の科学を非難することはない。なぜなら、それは人間が同様にわが真理を発見するための道
だからである。あらゆる知識で私を求める者は、私を見つけ、私の存在を感じ、私の法を発見する。私が反対しているのは
、良い目的のためだけに作られたものを、悪く使っていることです。 

63 今日の人々 は、神の性質と力を理解する能力が、昔の人々 よりもずっと高くなっている。この中に、科学が人間の
知る能力に及ぼした影響を見る。 

64 人はまだ、自分の目で見たものだけが存在し、自分たちは世界の形を知らないと思っていた頃、自分の目で見たも
のだけに限定した神を想像したのだ。しかし、彼らの心が次々 と謎を解き明かしていくにつれて、宇宙は彼らの目の前にど
んどん広がり、神の偉大さ、全能感は人間の不思議な知性に対してますます高まっていったのです。ですから、この間、私
はあなたの成長に調和した指導をしなければならなかったのです。 

65 しかし、私はあなたに尋ねます。私の啓示が含んでいるのは物質的な知識なのか？いいえ、私が教える知識は、あ
なたが見ている自然を超えた存在についてであり、長い間探求してきたものなのです。私の啓示は、精神がすべてを発見し
、認識し、理解することができる人生のレベルまで導く道を示しています。 

66 神が霊的に人に御自身を知らせること、霊的な世界が御自身を知らせ、あなたの人生に姿を現すこと、未知の世界
や球体が御自身を伝えることは、あなたにとって不可能か、少なくとも不思議に思われますか。あなたは自分の知識が止ま
ってしまい、父がすでにあなたに啓示したこと以上のことを決して啓示しないことを望みますか？ 

67 習慣にとらわれず、知の精神に制限を設けないこと! 

68 今日、あなたがたは霊の教義を否定し、争い、迫害するかもしれないが、明日には真理に屈服することを私は知っ
ている。 

69 あらゆる神の啓示は、その出現時に戦わされ、拒絶されてきた。しかし、ついにその光は勝利したのだ。 

70 科学的な発見をしたとき、人類は同じように信じられなかった。 

71 あなたが不誠実なのは、あなたが物質化したからです。最初は、自分の目で見たものだけを信じていたんですね。
しかし、あなたは進化し、今では自分の知性が発見したものを信じています。あなたの精神がその無限の知識の領域に入れ
ば、あなたの物質的な宇宙を超えたものをどうして信じ、認識しないことができるでしょうか。 

未来の人類がどれだけ知っているかは、まだわからない。昔の人の精神的、物質的な知識と、今の自分の知識を比べて
みると、これからの時代の人間の生活がどうなるかが見えてくる。 

72 今こそ、あなた方を新しい時代に目覚めさせ、あなた方を準備し、あなた方がまだ見ぬすべてを予言的に告げ知ら
せるにふさわしい時なのです。 

73 皆さん、私が来たのは良いタイミングだったということを理解してください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 276 
1 私の教えを聞きに来る群衆の中に、この御言葉を初めて聞く「最後の一人」がいるのが見える。以前、私の霊的な

宴会に招かれた人たちの証言があったのです。しかし、彼らは私の存在と第三の時代の到来を信じようとはしなかった。 

2 しかし、彼らが近づいたのは、障害や偏見を乗り越えたからであり、彼らにとっては、「先生、あなたです、あな
たの言葉の本質を認めます、私の魂は震えます」と、声の主が最初に唇で発音する言葉を聞くだけで十分だったのです。 

3 1950年のわが顕現の終わりまで、わが声を聞き、わが現存を信じる者たちは幸いである。本当にあなたがたに言
いますが、私の本質は、私が去った後も彼らの心から消えることはありません。 

4 多くの魂が地上での巡礼の旅を終えようとしているのだから。その落胆、倦怠感、悲しみは、彼らがすでに高い家
、より良い世界を求めている証拠である。しかし、彼らが地上での最後の段階を良心の指令に従って生きることが必要であ
り、そうすれば、彼らの地上での最後の歩みの跡が、地上で様々 な任務を遂行する後続の世代にとって祝福となるのである
。 

5 多くの人の悲しみは、長い放浪の旅で、密に葉を茂らせた木陰で休むことを見つけられなかったことに起因してい
る。途中、木々 を見つけたが、不毛で種がしびれるような状態だった。 

6 私を求め、長い間願ってきたすべての人々 は、やがて私の声を聞き、駆けつけるだろう。なぜなら、最後の希望の
残骸と最後の信仰の火種が、彼らの心の中で消えていないからだ。 

7 私の霊的な仕事が彼らを待っている。それは彼らが求める強大な木であり、その木陰で休み、その実を食べたいと
思うものである。 

8 そして、到着して、飢えと渇きを癒し、休息を喜ぶとき、彼らは想像の中で、過ぎ去った過去のすべてを見るだろ
う：砂漠の中の拷問的な日の行進、誘惑のある暗い時間、危険と悪徳と死の危険に満ちた深淵。彼らは、飲んだ苦い杯の数
を々思い出し、人生の厳しい旅の傷跡を自分の中に見ることになる。 

9 ここで彼らは平和を取り戻します。待っています。あなたは、彼らが迷わないように道を切り開き、祝福の歌を練
習して、心の中で喜びをもって彼らを迎え入れますか。 

10 まず、私の新しい啓示に向かって弟子となり、次に愛と志によって弟子となり、そして、魂が本当にこの本質によ
って養われ浸透したとき、彼らはもはや木陰を探すことはないでしょう。彼らはいたるところで私の存在を感じ、その中で
日陰、避難所、果実、休息、安らぎを見出すだろう。 

11 最後の者」が「最初の者」と強く出会うことがいかに重要であるか、それは彼らがその良い手本によって強く成長
し、最初の一歩から従順と熱意と純粋さの道を歩むことができるようにするためである。 

12 何度も私を師と仰いだはずだ。しかし、私が裁判官であることを告げると、あなたがたは恐怖に襲われる。そして
、私の前に清らかな姿を見せるために、一瞬にしてわずかな汚れも洗い流そうとするのです。私を傷つけたという後悔は涙
に変わり、あなたの魂は祈りによって私に向かう。 

そして、自分が良い悔恨の行いをしたことを悟ると、心が落ち着き、その光で魂を苦しめる神聖な審判者の言葉を聞く
価値があると感じるようになるのです。 

13 悔い改め、修正と刷新の固い決意をする者は幸いである、彼らは不純で有害なものの上に立つことができるからで
ある。悔い改め、内省し、修正する決意がなければ、あなたが魂の中に築くべき聖域の基礎は築かれないでしょう。しかし
、もしあなたが自分の欠点を認識し、将来そこから解放されるように努力するならば、あなたの良心はあなたの人生のすべ
ての仕事においてあなたを導いてくれることでしょう。 

14 罪のない犠牲者を生贄として浄化を求めた時代は、あなた方にとってはとうに過ぎ去ったことなのです。また、長
い間実践してきた断食運動や誤った懺悔が無益であることも理解されたことでしょう。今日、あなたは自分の魂の再生と霊
性化だけが、平和と光を与えることができることを知っています。 

15 私は「第二の時代」に人間として、私の模範によって私の真理を説いたのです。私は、完全な愛の教義のために自
らを捧げることによって、罪のない無意識の存在の無益な犠牲を廃止したのです。"神の子羊 

"と呼んだのは、その民族の伝統的な祝日に私を生け贄として捧げたからです。実際、私の血は人類に救いの道を示すため
に流されたのです。私の神聖な愛は、その時代、そしてすべての時代の人類に十字架から注がれた。それは、人類がその模
範によって、その言葉によって、その完全な人生によって感化され、救いと罪の浄化と魂の高揚を見出すためであった。 

16 私が来たのは、あなた方が永遠の平和の家、光の衣、無尽蔵の平和を実現するために、私を手本として功徳を積む
ためであることを、あなた方は理解しました。 

17 私の新しい使徒には、霊化され、知識の光に満たされた強い弟子たちが欲しいのです。わたしは、三つの時にあな
たがたに与えたわたしの啓示によって、あなたがたに知識を授けた。私の霊や、霊的なものに属するものを、あたかも物質
的なもののように調べて欲しくはない。科学者のようなやり方で私を研究して欲しくないのです。 
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私は、謙虚さと敬意をもって父を問うために、祈りによって魂を高めることを教えました。そうすれば、秘密の宝庫が
少し開いて、あなたの知識のために用意されたものを見ることができるようになり、ひらめきの神聖な光があなたの理解に
もたらされるのを感じることでしょう。 

18 祈りとは、あなたの霊が、あなたの疑問、あなたの心配、あなたの光への願望を私に届けるために啓示された手段
である。この対話を通じて、あなたの疑問を払拭し、何か秘密を隠しているベールをはぎ取ることができるのです。 

19 祈りは、来るべき時代に花開き、この人類の間に実を結ぶ、精神と精神の対話の始まりなのです。今日、わたしは
、わたしに耳を傾けるこの人々 にこれらすべてを明らかにし、彼らが霊化の時代の先駆者となるようにした。 

20 その時だけ、私の精神がすべての人の上に振動し始めるとは思わないでください。私の波動、私のインスピレーシ
ョン、私の存在、私の光は、常に男性とともにあったのです。しかし、彼らは私のメッセージを直接受け取る準備が十分に
できていない。 

21 私はいつでもあなたに近づき、いつもあなたに話しかけ、あなたを求めてきました。一方、あなた方は真の道を歩
んで私のところに来たことがなく、霊の言葉で私に話しかけたことがなく、私が本当にいるところを探したことがない。 

22 わが言葉があなたがたの罪を示すときにも、心を乱してはならない。私はまた、人の持つすべての欠点と短所を赦
し、彼らが自分の不完全さを認識する光の時代を彼らの精神の前に開いており、彼らが停滞から立ち上がり、今まで浸透す
ることができなかった、私の作品に含まれる真実を知ることができるようになることを伝えます。 

23 明日、あなたの質問に答えるのが、私の声であってほしいですか？祈ることを学びなさい。もし、これが実現しな
ければ、答えるのはあなたの心である。しかし、霊の領域に入り込んだことがないのだから、何を明らかにできるのだろう
。 

私の愛と知恵の門をたたく魂となりなさい。 

24 弟子たちよ、わが言葉の真髄に触れよ、そこに今日私が与えた教訓の本質を見出すであろう。 

25 私はあなたの友人です。あなたの秘密を託すことができる人、あなたのためにすべてを捧げる人です。 

26 あなたの心を解放するために、私に悲しみを託しに来たようですが、私は本当にこれを許可します。しかし、それ
は表面的な悪を治すのではなく、その根源にあるもの、つまり祈りや願いとは別に、修正、内省、刷新が必要であることを
理解して初めて実現するものであります。 

27 もし、あなたが苦悩の原因を固持するならば、私があなたの病気を治し、あなたを苦悩から解放することにどんな
利点があるでしょうか。 

28 あなたが私の光を受け、それを通してあなたの試練や不幸の原因や由来を発見することができるように祈ってくだ
さい。謙虚な気持ちが強まるように祈ってください。しかし、その前に、自分の体だけでなく、魂を傷つけるようなことは
すべて避けるように、あらゆる意志を働かせなさい。 

29 皆さん、私のもとに来て、苦しみから回復してください。あなたの信仰が健康を回復し、救いを得るという奇跡を
起こすことを見届けなさい。奇跡は私の中にではなく、あなたの中にあるのです。しかし、奇跡を受けるためにあなたが触
れなければならないのは、もはや私の衣ではなく、あなたの信仰と高揚を通して私の霊の前に来ることであることを忘れて
はならない。 

30 このようにして、どれだけの人が健康を手に入れたことでしょう。なぜなら、彼らは苦しみの原因をやがて知り、
信仰と意志のすべてを駆使して、勝利するまで闘い続けたからですまた、そのような場所に行くだけで、あるいは尋ねるだ
けで、すべてが達成されると信じていたために、念願のものを得ることなく、悲しみ、混乱、失望して帰っていった人がど
れほどいたことでしょう。そして、その苦しみの原因を探ることもせず、求める善を得ることなく、去っていかなければな
らなかった。彼らは精神的な光を持たずに生きており、苦しみの理由や健康や平和が持つ価値を知らない人たちです。 

31 多くの人は、心の中にトーマスを抱え、信じるために見たり触れたりしたがります。しかし、わが弟子のうち最も
不信心な者に与えられたそれらの証明は、この時代には繰り返されないと、あなた方に告げる。なぜなら、世界は別の時代
に私を人間として迎えることはないだろうし、私はその教訓を理解するように、わが子たちひとりひとりの前に、開かれた
本としてその例を残しておいたからである。 

32 私は人間としてしかこの世に姿を現すことができないと思わないでください。いや、今はあなたの中で霊的に自分
を感じさせている。これは、私が数え切れないほどの方法で人々 に自分を知らせることができるという証拠だ。私はすべて
を創造し、あなたを知っている。だから、この人類の眠れる魂を揺り動かす方法を知っているのだ。 

33 その頃の私の謙虚さは、人々 の心を愛で震わせた。彼らは、この世で私を代表すると主張する人々 の展示を見慣れ
たものであった。さて、王たちの王が冠をかぶらず、地上に王座を持たないで来られたことを見て、人々 は目を開き、真理
を認識しました。 

34 同じように、私はこの時代、私の謙遜さで世界を震え上がらせるでしょう。その最初の証拠は、新しい時代の到来
を感じた最初の人々 の簡素さと隠遁を選び、彼らの間で私のメッセージを宣べ伝えることでした。 

35 私の名前を利用して人類を霊的に支配した者たちに災いあれ。もしそうすることによって、人類が進歩するのを妨
げたり、人類を誤らせたりしたならば、彼らは何千人もの人々 が真実を求めて彼らの陣地から離れるのを見ることになるだ
ろう。災いなるかな、科学者たちは--生活を容易にする代わりに、人々 にとってより苦痛なものにしてしまった。 
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36 この時の奇跡も同様に、後世への証しとして書き残されている。しかし、本当にあなたがたに言いますが、これら
の奇跡は肉体よりも魂で実現されるでしょう。 

37 その第二の時に、私は多くの病人を癒した。私は、目の見えない人、らい病人、取りつかれた人、耳の聞こえない
人、足の不自由な人、口のきけない人をいやした。彼らは皆、体は病んでいたが、体に施された奇跡によって、魂が復活し
たのだ。 

38 今、私は何よりもまず、魂に光を与え、自由を与え、その信仰に火をつけ、あらゆる悪を癒し、その後にそれを引
き継いで肉体を強化し癒すために来たのだ。 

39 あなたは、時間の経過とともに、あなたがますます進歩するのを見いだし、私のレッスンがますます高くなるに違
いないと思わないか。 

40 したがって、世界はもはや、私が馬小屋で生まれたのを見ることも、十字架上で死んだのを見ることもなく、私の
霊的存在を感じるために、上方に進化しなければならないのである。 

41 人類よ、今、あなたを取り囲む苦痛、悲惨、混沌は、あなたにとって予測不可能なものに見えますか？もし、あな
た方が驚いているとすれば、それはあなた方が私の予言に関心を持たず、心の準備をしなかったからだ。すべてが予見され
、すべてが発表されたのに、あなた方は信仰を欠き、その結果、今、非常に苦い杯を飲んでいるのです。 

42 今日でも、私は人間の理解力によって予言をしています。ある予言はすぐに成就し、ある予言は遠い昔にしか成就
しない。それを聞いたこの人たちは、それを人類に知らせるという大きな責任を負っているのです。それは、人が生きてい
る現実を理解させ、奈落の底に向かう狂奔的な道を立ち止まらせる光を含んでいるからです。 

43 私の使者たちは、もし彼らがまだ知らない、また使い方を知らないそのような力と要素を用いて、偉大さと力を求
めて愚かで狂気の努力を続けるなら、主が創造した楽園であり、後に人間の罪と不従順によって涙の谷となったこの地球が
、人間の悪意によって死の場と沈黙に変えられるであろうことを諸国に知らしめるでしょう。 

44 これは科学の成功、勝利と呼べるでしょうか？なぜなら、人類は、人間的にも精神的にも最大の成功の基礎を築き
、私が忠告する「互いに愛し合うこと」という戒めを果たしたことになるからです。 

45 他の国から大勢の人々 がこの民のもとにやってきて、あなたがこの時代に目撃した霊的な出来事について、また、
私があなたに与えた啓示や予言について熱心に質問してきます。世界の多くの地域で、私のメッセージは、私の神聖な光線
がこの時代の人類に語りかけるために西洋のある場所に降りてきたと伝えているからです。時が来れば、他の民族や国から
あなたを求めてやって来るのを見るでしょう。その時、大宗派の人々 は、私が自分自身に語りかけたのは彼らではないのだ
と、衝撃を受けるだろう。 

46 これで、なぜ私があなた方に唯物論と戦い、あなた方の疑念や誤りをすべて取り除いてほしいのか、おわかりいた
だけたでしょう。なぜなら、あなたのところに来た仲間に、幻滅や失望を味わってほしくないからです。兄弟と呼ぶどころ
か、敵に回したくない。 

47 あなたは、世の中の大きな混乱に心を痛めてはいませんか？このような大きな霊的な暗闇を前にして、あなたは苦
しくないのでしょうか。 

48 良い弟子となりなさい - 

知識に優れ、教え方に謙虚でありなさい。私は、人生が提供するあらゆる機会を利用して種をまけ、と言っているのです。
しかし、マスターでないにもかかわらずマスターと名乗る者は、その道でのすべての行動と、その道で経験する試練に対し
て責任を負うことになることを承知しておかなければならない。 

49 この貴重な時間は、皆さんが日常から解放され、進歩の道を歩み、この仕事の純粋さを真に知るための内省の時間
です。あなた方のすべてが、その純度を考え、理解しているわけではないからです。しかし、私はあなた方の中に、儀式に
傾倒する一部の人々 を喜ばせることはあっても、ほとんどの人々 を混乱させるような奇妙な礼拝と慣習を見ます。このよう
なことをすると、将来的に嘲笑の的となることを自覚していないのである。 

50 マスターは、人々 が自分の作品を破壊することを恐れているのでしょうか？いや、人々 よ、父なる神は何も恐れる
ことはない、彼の仕事は不滅である。私が望むのは、あなたが真理を愛し、私の仕事を純粋なまま紹介することです。もし
あなたがたがそうしないなら、どんな宗教団体であれ、兄弟姉妹に対する思いやりもなく、隣人を混乱させ、堕落させ、傷
つけて、パンの代わりに石を、光の代わりに闇を、真理の代わりに嘘を与えたすべての人々 がしたように、多くの痛みを引
き起こすことになるからだ。 

51 皆さんはこの御言葉を受け取りました、皆さん、聞いたことを自覚してください、それでも私は皆さんに言います
。私に仕えることも、敷かれた道に従うことも、何も強制されることはない。しかし、意志ある者、心に感じる愛に逆らう
ことのできない者、道に足を血まみれにすることを恐れない者は、自分の十字架を背負って、同胞である私に仕える覚悟で
、主人に従おう。 

52 大勢の人の中に入って真理の道を教え、神の国を語り、人に霊性を示し、混乱と不義と悪から救い出すのはエリヤ
である。 

53 エリヤは人々 に悔い改めを求め、徳と愛を示し、羊のように群れを離れてわたしのもとに導くために。 
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54 この第三の時代、私は私の普遍的な光線を人間の知性に向け、私の言葉をあなた方に伝えているのです。しかし、
人類はまだ私の神聖な顕現に注目していません。なぜなら、人類はその感覚に従って、その考えに従って、多くの神々 を創
り出したからです。神は、始まりも終わりもなく、人間に神の霊の閃光を与え、善悪を見分けることを教える良心の光とさ
れたのです。 

55 選ばれし者たち：さまざまな信条や教義、さまざまな教会や宗派の学者たちが、この霊の教えの実を探求するため
に自らを鍛えているのです。彼らは、あなたが今向かいにいる神の本質が何であるかを問うでしょう。準備さえしておけば
、どんな質問にも答えられる悟りの境地に達することができるのです。あなたには、この大義を守る方法を知っていてほし
い。なぜなら、あなたは真実の言葉を話すからです。あなた方が自らを霊化したとき、あなた方は人間から何も恐れる必要
はない。なぜなら、あなた方の言葉、考え、行いで私の真理を証することになるからだ。 

56 もし、あなたが私の掟を果たすなら、人々 はあなたを欺く者とすることはない。なぜなら、彼らはあなたの従順さ
を見て、あなたを自分の兄弟姉妹と見なすからだ。 

57 自分の中に善の原則を持ち、自分の行動の仕方を反省し、自分の言葉から偽りを取り除き、隣人に対して愛と同情
と慈悲をもって行動する者は、自分の中に私の神性の顕現を感じ、自分の行動の仕方の寛大さと善を行う決意において、そ
の神のようになるのです。 

58 そのような心の持ち主は、なんと少ないことでしょう。このようにわが律法を成就した者は、その数は少ない。し
かし、選ばれた民であるあなた方には、善を行うよう教えました。あなたの善意で、あなたの祈りで、それができるのです
。祈りによって、あなたは自分の霊魂をわが神性に引き上げることができる。私は無限であるから、あなたの世界に降りて
きて、あなたを愛撫し、慰めを与え、私の律法に従うことを教えるのである。 

59 私は毎日毎日、あなた方の間にいて、徳の実践を教え、あなた方を私の愛に委ね、あなた方の魂と心を啓発し、あ
なた方が善を行う意図をもって、刷新の意図をもって、あらゆる場所で立ち上がることができるようにした。私はあなた方
に赦すことを教えました。そうすれば、暗闇の中にいる者は、あなた方が光の子であることを知ることができます。そうす
れば、あなたがたのよい模範によって真理の道を世に示すことができ、あなたがたは愛のわざによって、私のことばを受け
たことを証することができるのです。 

60 人々 は、あなたが私に感化されて善を行うようになったことを理解するので、あなたを非難することは何もないで
しょう。 

61 私の意志に従ってこの霊的な仕事をし、人類に新しい地平を示し、人類がこれまで歩んできた暗い道を照らすこと
ができるようにしなさい。 

62 私は、無限の慈愛と無限の愛で、あなたの魂を貫き、あなたの秘密を聞くことができる唯一の者だからです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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