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l真 理 と Iま 何 か
贈 螂 P

募 ∝ 宙は ナイルを打 ちげ ると大変なこ」 こな りまt鶴 空間には水素ガスが充満 して

言 いるで し,tう .そ こ′ヽ持つてつて爆発させ ると水素ガスにものす ごい爆発が起こって地球は

まるで火の玉になつて しまいます。人間は皆 1)う 焼かれて しまいます。

◎力強 さとい うものを持たないとこの活動 (GAP活 動)はや つていけないんです.

◎このアダムスキーの宇宙哲学 とい うものがいかにものす ごい1)のであるか とい うことはこ

の本の中に凝縮 して書いてあ ります.

◎哲学 (Philosophy)・ …… 「知1恵 を愛する」 とい うギ リシャ語

◎完全と整然と調和した一つの組織体 ====宇 宙は ‐つの意識体 (宇 宙全体は つの

意識によつて支配 されている)

◎束洋哲学で最高をいくと思われるものは老 子ですね.ア ダムスキーは老了・であつた。老子

であつた頃の奥 さんであつた人がアダムスキーの今生における最 も近いお弟 子さんであった

ア リスウェルズ女史
=

◎ 因 (Callse)・ ・・・・ 宇宙全体を支えている、或いは統制 している根本的なる1)

の (宇宙の意識、神様)

◎観察が我 々の最 llの 教師.も のを観察するんです,そ うして因 とい うものが背後にあるこ

とを見届ける、見極める.そ してその原因 と結果 (Cause&ettct)の法則によつて万物が

相互に関連 しあつた目的を見ることを学ぶ必要がある.

◎すべてを知る英知者 。・・・・創造主

◎真理 (trtith)

「真理はあなたがたを自由にす るであろうJ  The truth shJl make your iee

◎真理 とは善悪をtii越 した絶対的な善

ただの善 といえばその一方で悪 とい うものを我 々は認めることにな りますか ら、善と悪の

両方が存在す ると思 う限 りこれは真理 じゃないんですね。悪なんて本来ないものなんです
=

「熟 さない善J

◎真理は普遍的 (宇宙空間に満ち渡つたもの)な t)のである。それは活動の総計.

◎真理 とは活動である。そ して真理とは万物が真理であるということなのだ。

◎この世における人間の目的は真実なるものと真実ならぎるものとを個人的に判断する事で

はな くて、われわれが 「原因と結果」の知識と一体化することができるように、われわれ 自

身を大 自然と同位にお <こ とにあるのである。



◎金星イメージ法・・…。この世界が完全な金星のように発達した惑星世界になる。つまりい

わば天国のような世界をイメージする。そのイメージを描きながら

やつていきますと、必ず自分の運命が良くなつていきます。

◎イメージを描けばその通りに実現するという絶対的な法則。

◎宗教というのは私たちのやっている宇宙哲学とは全然違うものです。今の宗教というのは偶像崇

拝です。

◎アメリカ人の成人、大人の54%が一 日に一回祈るそうです。一 日に二回以上祈る人は29%い
る。かなりこれは精神的ですよ。

◎日本人は宗教を持たなくっても、根つからの宇宙的な思想を持つた民族。日本人全体が音のムー

大陸の流れをくんでますからね、本来宇宙的な思想を持っている。大和思想というものが本来ある。

◎人間の想念は重要です。

お知らせ

☆日本GAP横 浜支部のホームベープが開設されました。アドレスは次の通りです。

「http://www.usemanageo com/gap― japan/yb/」

質問

◆人生 とは遂行 しなければならない義務の連続であることに気づく。 (18P)
あなたが義務の連続 と感 じたことはありますか ? どのような ときに思いま したか ?

◆われわれが 「原因と結果」の知識 と一体化することができるように、われわれ自身が大自

然と同位に置くことにあるのである。(18P)
大自然と同位に置くこととはどのようなことか考えてみましょう。
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:第二章 知覚と思考
宇

喜 ◎UFO問 題は大変不思議なことがつきまとっておりますが、考えて見れば不思議でもない

学 んで、すべて因果関係ですね。原因があつて結果が出るというそれに尽きます。因果関係を

さらに哲学的に詳しく説明したものがこの宇宙哲学。

◎アダムスキーがあれだけの文章を書いたとい うのは大変なもんです。すゴい博学な人でし

て、学歴はなかったそ うですが、すごい勉強をしたことがわかります。

◎学歴がないから無学だというような非難をしますと、アメリカでは人権侵害で、殺される

か、訴えられるかして、ひどい目に遭いますコ

◎とにかく人間転生していきますからね、これは非常に重要な法則ですじ

ReincanttOn 再び肉体を持つ

◎転生を繰 り返すごとに人間は男になり女になりしますじある時は偉大な学者であったけれ

ども、今度転生してきたときには普通げ)人間であつたということがありうる。

◎今生で宇宙的なことに関心がないからといって、それをまた低く見ちゃしヽけないんで、転

生してまたどういう素晴 らしい環境にはいるかわからないんです,結局つまる所は今生にお

|す る人間の発達程度とか或い|ま また環境とか学歴とか社会的地|こ とか一切無関係にして、あ

らゆる人をとにかく尊敬 しなくちゃいけないぅ限本的には表面的なことを一切抜きにして、

尊敬 しなくちゃいけないということを痛切に感 じるんです ,

◎ある方面から教えられたこと・・・・寛大な気持ちであらゆる人を尊敬しなさい。

◎人間が幸せなまた宇宙的な状態に向 Lし ていくための 3原則

①宇宙の創造主を絶えず自党すること

②万人を尊敬しなさい

③常に楽 しい気持ちを保つこと

◎知覚と思考 Perception and COnceplon

◎知覚 :何かを感 じ取つてそこにそのものが存在していることを認識すること

◎宇宙空間に無限の知識が渦巻いている。それをキャッチ して知覚 した人がまずアイデアを

起こします。そして思考によつてそれを発展させます.)

◎「肉体人間の中に成長を生み出すのは知覚作用なのである」しヽろんなことに気がつく人c

気づく人 )

◎人体というのは、ものすごい超精密な宇宙で、これ以上はないというほどに精密に作られ

た一種の波動感知器であるといえるでしょうぅ

ヽ _ _ _ノ



◎知恵に対する鍵・・・・知恵というものが空間にあるんですが、それを感知 しないと知恵

の波動を取り入れられない。 とにかく敏感になることが重要。

◎宇宙の因・・・・神

◎意識を持つた何かが宇宙全体っ宇宙という生き物。

◎思考 (考 えること)は因 (原因)を働かせて、活動を生み出す原因となる。知覚、感覚が

根本的に重要。

◎人間には考えるとい う思考力が与えられている。これは最高なんです。動物にはないんで

すね。動物はただ知覚だけで生きています。人間は考えることによつて文明を作り出す。

◎「一つの問題について考えるのをやめたときに最大の啓示がやってくることがときとして

ある。」

◎直観的に行動する人は常に間違いない。

アプリオリ (生来の)直観カ
ー

テレバシ

◎「あなたの知覚力を信ずることを学ぶのだ」

◎テレパシック知覚力これを高めることっそ して次に何かを気づいたならじつくり考えて展

開させる。

◎堂々と生きること

質 問

◆人間は体験を通 じて成 l・cし 、意識的に感知 され るもののみが体験 と名付けられるのである.=

感知は知恵に対す るカギであ り、人間の想念の拡大のための唯一の経路である。 (34p)
体験 と感知について考えてみましょう→体験一感知→知恵

◆ 「一つの問題に関 して考えるのをやめたときに最大の啓示がやつてくる。」(37p)
あなたにこのような経験はあ りますかっ
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第二章意識とは何か
◎久保 田先生の誕生 日 大正 13年 7月 6日 (1924年 )、 満 73歳  (精神年齢 33
歳)

◎若い気分でお ります と、体も弱 りません。人間の想念が肉体に非常に大きな影響を及ば し

ているこ

◎無限の大宇宙にはどこに何があるかわかつたもん じゃないc

◎人間の意識はもちろん誰にもある。その意識 とい うのはさらに巨大な宇宙全体に満ちてい

る意識 とい うもののわれわれは分身であ りますか ら、結局宇宙的な意識を誰 も持っている。

◎私達を生かしている生命 というものがあるんですが、その生命力またはものを考える力(マ

インド)そ ういうものは、すべていよいよの根源である内部の意識 というものから生かされ

ている。「意識というのは生命そのもの」その意識はさらに宇宙全体に満ちていて、宇宙全

体をさらに支配している支配的な意識 というものが
‐
llる .

◎意識がいろんな太陽系の惑星にいる人間rJJ物 達にそれぞれ意識を分け与えていて、その意

識は生命力でもありますから、あらゆる動物や人間を生かしている.

◎スペースピープルが言つたところによれば、この宇宙はどこまで行つても地球人と同じよ

うな形をした全く同じ形をした哺孝L動物が宇宙全体に満ちていると言つたそ うですから、要

するにどこにでも人間がいるんでしょうね。

◎宇宙的な広い思想を持つようになる。来性紀、本当の宇宙時代が開けてきます。

◎マーズ 。パスファィンダーを取 り仕切つているのはロサンジェルスの北部にあるパサディ

ナというところのジェット推進研究所というところがつやっている.あそこに火星から来る

信 号や写真電送をほんの2, 3人 の高級官僚が秘密の部屋にいてそこへまず受信する。そこ

で受信 した写真類を適当に修正して、フィルターかけたりして、もう一ぺんコンピュータで

や り直してそれを今度別の部屋の新聞記者団の所に送り込むわけです。

◎この知的な力は実際には「宇宙的な全体」なのである。

人間一人は小宇宙. 人間一人の知的な力とい うものは宇宙的な全体とつながつているぃ

だから「私は大宇宙である。大宇宙とは私なんだJ

◎意識 というものは始めも終わりもない。

◎宇宙とは永遠である,

◎「はじめに言葉があった。言葉は神とともにあった。そして言葉は神である」

言葉・・・表FyLさ れた想念



◎「はじめに意識があった。意識は神とともにあった。そして意識は神である」

◎宇宙全体は神と1)言 える意識によつて全体が非常に整然と作られている.それは人間を生

成発展させようとし′ている。

◎人間に与えられているものは、希望と勇気と信念.こ れだけですっ

◎あらゆることは人間が可能にすることができる。

◎人間の細胞は大人で平均60兆。 3つ くらいの赤ん坊で 3兆あるそ うです.

◎一つの遺伝子の中に30億の暗号が書き込まれている.

◎ 30億の暗号を誰が書き込んだのか 。。・・・sOmething Gre誠 (偉大なある(ぅ の)が宇宙

空間に充満 している

◎ 「生命 (ぃのち)の暗号」  村上和雄  サンマーク出版

◎こうあつてほしいと望むことはほぼ 100%可 能性の範囲内にある.

◎人間の精神的な変化によつて良い遺伝 子の眠つているのを目覚めさせて、それを電気的に

言えばONにすることができるc(人間が持っている想念の力によつて)

◎ ‐
11の 書物によつて人間の運命が完全に変わることがときどきある.

◎全身を生かしている生命力===意 識

(生命力には知性がある)

◎内部から来る本当の意識からの指令があるんです。人間は絶えずそれに気がついてその通

りにやつておれば、これは最大に良いことになるんだ.

◎内部に意識が充満 しているんです。人間の体は。これは顕在意識、潜在意識 というものを

さらに超えた生命力そのものです.そ の生命力は最高の英知というものをさらに持つていま

す.それが人間のマインドに印象でもつて指導してくれてるcそ れに従えば決 して悪いこと

にならない。良いことしかならない。

◎瞑想的になつて考えるのをやめて、そして内部の意識から来る印象.声なき声が言葉とな

つてわき起こってくるはずなんです.

◎ 「私は宇宙人と出会つた」 秋山員人  ゴマ書房

◎ 「UFO事 件と愛の異星人交信」 久保田人郎  中央アー ト出版

質問

◆意識は魂の言葉を話す。それが魂であるからだ。(42p)
この章では意識について徹底的に述べられています。あなたが思 う宇宙の意識をお話くださ

い 。
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◎火星に飛んでいきました、マーズパスファィンダーという探査機ですね、テレビのニュー

スで大気中に雲があるのを撮影 したとい うことを言つておりました。これが新聞にでかでか

でるかと思いましたらさっぱりでません。 (毎 日新聞はほんのちいさくすみのほうにでてい

ました。)ど うもちょつとおかしいです。何か相当重大なことを隠しているんじゃないかと

いう気がしますね。

◎今 日はテレビ朝日から取材に来ています。外国向けの英語による放送 (ク リックオンジャ

パン、毎週月曜日の深夜 3時半に放送しているニュース番組)で、国内の非常に進歩的なこ

とをやっている団体を紹介する番組。デェドゥリエ・ リムさん。マレーシア出身

◎肉体、心、意識この三つが人間の体を形成 している重要な要素である。

◎形而上・・・・目に見えない精神的なもの

◎心と肉体は別物だと全く違 うんだということを非常に強く唱えた哲学者がフランスにお り

ました。ルネ・デカル ト・・・数学者 (関数を表すグラフを発明した。)

◎デカル トの哲学は二元論・・・・心と肉体は全く別物。あらゆるものを疑つて考える。

◎疑つて、疑つて徹底的に疑つてもどうしても疑えない存在が一つある。それは疑つている

自分自身の存在である。「我思う故に我あり」 人間が何か想念を起こして、ものを考えると

きは絶対に自分はそこに存在している。

◎人間に考える力を起こさせるその心というものを与えたのは誰か、これは神以外にない。

◎二元論によつてあらゆる物質、物体と精神的なものとは全然別個なものだというふに考え

られるようになりまして、これで西洋近代の尤物論哲学が発展してきます。そのために精神

の面が無視されるようになつてきた。

◎肉体というものは物質ですが、これは自分の想念の力によってどうにでもなります。心の

思い通 りに肉体が変化してくる。
い の ち

◎ 「生命の暗号」 村上和夫著  遺伝子のことをそれがいかにすごいものであるかという

ことが非常に平易に書いています。

◎一つの細胞のDNAの 中に二十億の遺伝子の暗号が含まれている。

◎よい遺伝子を活性化させて目覚めさせる。電気的にONにする。悪い遺伝子がONになつ

ているのをこれを眠らせてこれをOFFに する。

◎自分で想念を起こして、大いなる信念の力、希望の力、絶対にあきらめない力。こういう

のをプラス思考と言います。プラス思考を起こして、それを前進の細胞に浴びせかけよ。そ

S



うしますと今まで眠つていた良い遺伝子が目を覚ましてONになる。これがいいんです。そ

うすると自分が本当に良い方向に行動するようになつてくるわけです。あるいは病気の人は

病気を治すような良い遺伝子をONに しますからね、それによつて健康になつてくる。

◎心と肉体はFJllな もんじゃなくて一体化 している。だから人間の体、人間の運命も自分のプ

ラス思考によってどうにでもなる。

◎Something Great(宇 宙の倉1造主、神)

◎ジャングルに捨てられた赤ん坊などを猛獣は食べない。赤ん坊というのは恐怖心を持たな

い。猛獣を恐ろしいもんだと思わない。心というものは全く白紙の状態です。その想念を動

物たちは知っているから食べない。

◎パウロは原始キリス ト教徒を追害した。 ところがダマスカスヘ逃げたキリス ト教徒たちを

追いかけて行つて、その近くまで行つたときに、上空に白い雲が現れて、そこから強烈な光

線が放射されて、イエスの声が響いてきた。光に目を撃たれて目が見えなくなつた。そ うし

てダマスカスヘつれて行かれてから非常に改心して、それから目が見えるようになつて熱烈

なイエスの信奉者になつた。(極悪少年でも素晴らしい大変化を遂げるかもしれない。)

◎心というのは鋳型のよなものであって、その鋳型にしたがって肉体が形成される。

◎心そのものが知性 じゃないんです。意識が人間に知性を起こさせて、それが,い という電波

に乗せて遠方へ放射される。

◎心というのは一種の荷電微粒子。 (心は物質)

◎心は広がる可能性を持つということである。物質は、再び言うと進化の過程にある。だか

ら心と物質が宇宙のすべてではないのである。

◎超能力を開発するにはどうすればよいかとい う問題です。練習がまず必要。練習するとき

にただ練習するだけではダメで、そのときには自分の中の良い遺伝子の中にそ ういう能力を

起こさせる遺伝子があるはずですから、それに向かつて呼びかけるんです。そして自分はテ

レパシー能力がでてくると自分の体の中に呼びかける。(瞑想的になる)

◎イメージ法は絶対に効く。ただしあまりのも自分は純粋である純粋であるとい うふ うなそ

うい う反復思念をやつているとお金が寄ってこない。人間の想念は実に正直なものです。

質問

◆宇宙の意識は決して混舌Lし ない。それは常に統一された状態にある。ゆえにあらゆる想念

の調和したあらわれは心の平静さと非個人的な態度にかかつている。澄んで落ち着いた心は

いつも望ましい状態をもたらすのである。(49p)
心の平静さを保つている自分をイメージしてみましょう。



1997年度 日本CAP総 特別講演

CAP活 動・ UF0
・宇自哲学
◎UFO… …・ Unidcntiied Flying Ottcct(確 認されない飛ぶ物体)戦後になりまして

から、非常に有名になつてきた現象。アメリカが原爆を作つてそれを日本へ落

としましたね。アメリカの実験地で実験をやって爆発させています。これが別

な惑星の人たちの非常な関心の的になつたようで、戦後しきりに出現するよう

になつた。

◎日本GAPを始めたのは1961年 の9月 です。36年間。

◎私たちは同じ地球上で生を受けた地球人として生活しながら、ある人たちは非常に珍しい

話、不思議な話をよく信じる方もいらつしゃれば、そんなことは作り話だでたらめだといっ

て頭から信じない人がいらっしゃいます。これは過去生からのカルマです。何十億年と私た

ちは転生を続けて来ているんです。その生まれ変わりの回数というのはすごいものです。

◎アダムスキーによれば人間は自分の過去生は全部思い出すことができる。できるから我々

は過去生を過ごしてきて、その体験を学習にしているわけです。

◎絶対的に永久に変わらないものが各個人の中にあるんでいす。・・ 。人間の魂

◎魂・・・・一つのエネルギー源、英知 (知性の 源 )

◎肉体の属性である心 (マインド)・ ・・非常に発達した人もあれば、未発達な人もある。

◎魂というものをアダムスキーはcOsmic Consciousness(宇 宙の意識)と いう言葉でしきり

に使つています。

◎宇宙の意識が全身を生かし、さらに体の属性として心というものが発生している。

◎スペースピープルの方々は地球人をなるべく助けようとする。分け隔てなしに全く平等に

助けようとする。

◎非常に自分の意志の力を強く発揮しようとすると、それをスペースピープルは止めない。

自由意思というものを非常に尊重します。

◎ケネディー大統領は偉大な人だつたと思いますが、残念ながら未来を見通す力、超能力的

な予知力というものはなかった。

◎自分で未来を予知する能力、これが一番重要です。

◎根本的に重要なのは宇宙の創造主ともいうべき宇宙の意識というようなものを、これを腹

Ａ
〓



の底から感じて、自分が宇宙の創造主と一体であるというようなそ ういうフィーリングをと

ことスノまで自分でもつて生きるということにつきる。

◎自分たち1)宇宙の倉1造 主の子であるから、あらゆる人は兄弟で一体であるというフィーリ

ングをいつ1)起 こし続けることにある.

◎DNAと いう遺伝子は人間の体を生かすための指針を与えているわけですが、その他いろ

んな方針を与えています.

◎良い遺伝子をON、 悪い遺伝子をOFF そのためには自分の全身の細胞に自分は良くな

るんだ良くなるんだとそ ういう想念を浴びせかければ、良い遺伝子がどんどんONになつて

きて、悪い遺伝子はOF「 になる。

◎私たちがこうあってほしいと望むようなことはほぼ 100%可 能性の範囲内にあるといっ

て良い。それどころか頭で考えて、こんなことはダメだろうと思うようなことも可能にする

能力を私たちの遺伝子は持っていると考えられるのです。

◎万物を生かす最高の英知というものがある 。・・・Something CJleat(何 かある偉大なもの)

◎小型の円盤が秒速、 1秒間に地球を2回半回る。 一種のテレポテーション的な動き,

◎別な惑星の人たち交流して、自由白在にいつたり来たりできるような時代が必ずくる.案

外そ う遠くない未来に実現するそ うです.

◎NASAの 内部ではすさまじい陰謀が行われていまして、大衆の日を逸らすために、大変

な内部状態なんです.

◎今火星の大文明の写真をそのまま発表したら、lll界 がどうなるかといいますと大混乱状態

になります=大戦争になるかもしれません.今は隠しておいて、ほんの少しずつ小出しに出

していく方がよいと思いますね.

◎地球人が世紀末だから、今巨大な大変動が世界的に発生するんだという恐怖心を起こしま

すと、その恐怖心の巨大な想念波動が大地に影響を与えて、それでまた大きな変動が実際に

起こる可能性があるらしいですねt

◎地震よりも火山の爆発といつたようなものがどこかで起こるかもしれません.

◎我々は宇宙の偉大な倉1造主、一つの英知それからパワーの元ですね、これに生かされてい

るということを徹底的に自分で自覚して、そのフィーリングを絶えず持ち続|す るということ

ですね.

◎とにかく人間の運命は自分自身の想念のパターンによつて決まります.

◎ 「自分はいつ何処へ行つても楽しいことだけが自分を待ち受けている。」こいうような思

想傾向というものは、誰にも非常によい参考になると思います.

◎「あらゆる人を分け隔てなしに尊敬しなさい。」これは地球人として宇宙的な生き方をす

るための一番の基本になる生き方.

◎内部の字宙の意識 というt)の を見ればよいわけで、発達程度のマインドを見ちゃいけない

んです。それは外側に着ている服装を見るのと同じです。



フ宇宙哲学能力開発講座⑤ 51P～54P

顕在意識と潜在意識
◎ 10月 の東京セミナー会場上空にUFOが 出たそ うです。(3回 ぐらい)

◎潜在意識 (subconsdOusness)= 宇宙の意識、宇宙の魂

◎転生 (rdncarllttion)= 再び肉体の中にはいること

◎人体全体を生かしている宇宙の意識 というものがある。 (宇宙の魂)人体を生かしている

大元の知性または力であつて、これから付随して普通の人間のマインドが分かれ出ている。

◎人間の心は感覚器官の心を訓練して、ソウルマインドつまり魂の心の命令に従わせなけれ

ばいけないc

◎本当の宇宙の魂である本体が自]象 を伝えるc(テ レパシーの原理)

◎自分の心を静めて、完全な無色透明な状態にする。 (心 を透明にする)そ うします と内部

の魂から印象が来るのがはつきりわかつて、そ うしてテレパシーの本当の現象が起こつて来

て何をやつても間違いなくうまくやれるようになる。

◎予感・・・・内部のソウルマイン ドがあらかじめ知つていますから、センスマインドに伝

えるわけですね。それをキャッチするわけです。

◎万物に対する尊敬感 (人間主体)と い うものを強めないとダメだという、そ ういう考えが

強くなつてきまして、あらゆる人を見て無条件に尊敬 しようというような感覚が強くなつて

います。・・ 。これは要するにスペースピープルからあらゆる人を無条件に尊敬 しなさいと

いうメッセージが与えられたもので、それを実行しているんですがね。

◎尊敬感→→→′いの中のイメージとして、手を合わせて人々を拝んでいるようなそ ういうイ

メージを描きながら歩く。そ うします と不思議にテレパシックな印象が強く

なつてくる。

◎望ましいものをイメージを描いて、これは必ず実現 (し てしまつた)す るという想念を絶

えず反復して思念するんです。想念波動が望ましいものを呼び寄せる。人間の想念波動とい

うのはすごい力を持つています。す ごい力を :

◎ポルターガイスト (騒がしい幽霊)

◎我々は何でも不可能なことはない。何でもやろうと思えば実現するんだということをアダ

ムスキーがここで言つてますね。。・・「ヵラシ種 ほ どの小 さな信念 を持つな らば、

希望す る物事 は実現す るのである。」

◎「私は健康。無限に健康。絶対に健康。」「私は完全。無限に完全。絶対に完全。」

奇跡 を起こす言葉 (ミ ラクルワー ド)、 奇跡を起こすイメージ (ミ ラクルイメージ)

97. 11.23
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◎当然医学を否定するものじゃないんでして、ちゃんとした治療を受けて、治るものはやつ

ぱり (病院に)行つて治療受けた方がそりゃいいです。

◎会場からの質問

「望みをイメージで実現させることに関して、したいことがいいか悪いかというのはどう

いうふうに判断したらいいか 」

答え 何かの願望があつてこれを実現させようという場合は、自分自身一人のエゴのためじ

ゃなく、それが実現することによつて人のためにもなるんだと、人を助けたり人を援助した

りですね、他人のためにもなるんだという、そういうことを自分で考えてみればいいんです。

質問

◆人間は感覚器官の心を訓1練 して「魂の心」の命令に従わせなければならない。この「魂の心」

は感覚器官の心の知覚をときとして超えた活動を引き受けるかわりに印象類を与える。

(52P)  魂の心が知覚を越えた活動を引き受けるとは何か考えてみましょう。



哲

フ宇宙哲学能力開発講座⑥ 97. 72.21 55p-61p

◎世界中の人が釘付けになつて見た、ソジャーナという地上探査機があります。それが秒速

l cmと いうスピー ドで地面を這い回つていたんです。これは完全なおとりであつて、陰でも

のすごい探査をやって大都市 (大文明)発見しているんです。(いつか公になるときが来る。)

◎佐伯恒夫氏 (火星観測家で火星の運河を発見して本に図を書いて発表しておられます。大

阪のプラネタリュウムの解説委員。)

◎「汝自身を知れ」・・・ギリシャのデルフォイの神殿の扉に刻まれてあつた言葉

◎人間の実体とはただの肉体だけじゃなしに、生命というものが皆あるわけですね。(と こ

ろが生命とは一体何かということになると医学的に解決がつかない。)ア ダムスキー哲学に

よりますと人間の生命そのものが宇宙の意識というものだと、つまり宇宙の意識というもの

が生命力であるといつてよいでしょう。

◎人間は絶対に平等・ 。・生命力自体が絶対に公平

◎生命力というものの偉大さ、これをもつとハッキリと知つて、そのうえで人間の尊厳さと

いうものを認識しなくちゃいけないんだということをアダムスキー哲学は言つてる。

◎肉体の面にある4つの感覚器官 (視覚、聴覚、味覚、嗅覚)

◎4つの感覚器官以外にこれらを生かしている生命力・・・触感 (何かに触れて相対的にそ

のものの存在を知覚する力)

◎我々の皮膚は触感の一番外側にあるものであつて、いよいよの元にある触感はこれは生命

力なんです。

◎私たちがテレパシー現象を起こします。(外部から来る波動を特に他人の想念波動)それ

は自分の4つの感覚器官で感じるんじヽないんです。この中の生命力である触感が感じてい

るんです。

◎腱感が激■に離れヨ :

◎A目膳凛 (生置■)で七コて七日程感じロヨ。

◎内部の触覚 (生命力)が肉体を離れたら完全な本人の死です。生命力である意識はまた別



な肉体に転生して、いわゆる生まれ変わりとい う現象が起こります。そ うして転々と転生を

繰 り返すわけです。

◎フィーリング (触覚)は警戒の状態である。すなわち非人格的に表現すれば、触覚とは (人

間によつて)意識される意識の (人間によつて)意識される知覚なのである。

◎ つまるところ遠隔透視 とい うのは最後的には肉眼の発達 。・・触覚を仲介 した4つの感

覚器官の拡張

◎透視の練習⇒⇒→必ず見えるんだという強烈な信念を持つてごらんになられるようにされ

るとよろしいでしょう。

◎プラ トンのイデア論 というのはアダムスキー哲学の根元になるもの

◎理念 (イ デア)。 ・・プラ トンは神が人間に理念として人間にいろんなものの本当の正 し

い元のモデルを与えているんだと言つた。弟子のアリス トテレスが後になつてそれを否定し

まして、確かにイデアはある。 しかしこれは各人間の体の中に皆あるんだと言い換えた。

◎人間の体の中には完璧な健康体、完全な一つの体の姿がつまり原型が描かれて中にある。

◎老子という人はアダムスキーの古代の姿。アダムスキーは二千数百年昔老子だつた。当時

老子の奥さんだつた人が今生アダムスキーの一番弟子でありましたアリスウェルズ。

◎遠い昔アダムスキーという人は別な惑星から転生してきて、地球上でいろんな偉大な人間

に次々と転生しては人を指導してきたわけです。

◎人間の本質的なもの、これは人間の中に誰 しもあるわけでこれが要するに生命力 (宇宙の

意識)(創造主)です。これをしょつちゅう自覚しておるということが大事。

◎生命力、創造主とい うものを自覚している人はそのような想念波動を出しますから、した

がつて危険なものがその波動に合わないからよつてこない。

◎触感というのは実際に起こつた感じを意味します。触覚 という方が元の機能そのものを意

味する。とにかく生命力というものがまだあるわけですが、生命力があるから外部を知る。

生命力がなかつたら外部を知ることができない。結局内部の生命力というのは外部と触れて

自分の実体を感 じていると言えますから、やはり触感でしょうね。または触覚、似たような

ものですけど、とにかく生命力ですね。活動力といいますか、それが要するに人間の絶対的

な本質である。

◎自分で考え出してですね、自分にあつた方法を何か実践されるとよろしいかと思います。

質 問

◆触覚は、宇宙のありとあらゆるものを制御 し、支持し、活気づけるところのある無限の意

識的な感覚を伴つた四つの感覚器官の統一体なのである。(60p)
触覚で物事を感 じてみましょう。
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62p - 66p

◎ 「イスラエル聖地遺跡の旅」は25名 で行つたんですが、参加した方々が非常に良い人ば

かりで、よく調和していたということ。イスラエルの天候が毎日快晴続き。現地のガイ ドさ

んが人格円満。非常に立派な方で素晴らしいガイ ドさんです。何もかも百パーセント恵まれ

ておりまして、とても素晴らしい旅行でした。UFOが頻繁に出ましたですね。

◎二千年前のイエスという方は金星から転生して地球人を救 うために地球へやつてこられ

た。

◎進化の道を歩むには勇気と信念を必要とする。

◎人間の悪徳は狡猾さと愚鈍さが一緒になつた物だ。ところが一般の世論は結局これの二つ

から成り立っている。

◎新発明や新発見というようなことをやつた偉大な人達がたくさんいらつしゃいますが、最

初は皆馬鹿にされるんです。

◎火星の大都市というのは地下にあるようですから表面から上空をとばせて写したつて写ら

ないでしょうね。

◎一歩踏み出せば人間は永遠の学習の道に足をのせることができる。

◎計画を立てること。一歩ずつ確実に自分で努力して研究なり応用なりをやつていくことで

すね。

◎若さというものは絶えず新鮮化される想念の結果であるということ、および生命の活動で

あるということである。人間の内体は自分の想念によつてどのようにでもなるということを

アダムスキーは昔から言つている。

◎我々の生命は Something Gre試 (何かの偉大なもの)こ れが宇宙空間に満ちている。これ

はすなわち宇宙の倉1造主 (Creater)こ れが必ずある。

◎サムシング・グレー トというものを認めて、これに感謝しなくちゃいけない。それでよい

遺伝子にONになれONになれと言つて呼びかける。

◎何か病気あるいは故障が起こつたら自分自身で必ず自分の故障は治るんだという強烈な想

念を浴びせかける。そして治つたイメージを描くc治る治るという言葉を繰り返してもいい。

奇跡を起こす言葉 (ミ ラクルワー ド)、 実際にすごい健康体になつてしまつた姿をイメージ

として描く (奇跡を起こすイメージ法)。

98. 1. 25
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◎『議膳腱鷹、無理に饉壼、籠剤憾雇J『粕辟巽彙、薫躍に轟黒、細対専業』

◎習慣的想念というのは人類全体に今まで培われてきて、自分の潜在意識にどっぶりとたま

り込んでいる古くさい考え方c

◎人間は永遠に転生するということはll■ りなく転生するらしいですね。つまり何十億年何百

億年も人間はこの宇宙内で転生していく。

◎太陽系のいわゆる円盤とか母船とかいうのは大部分がは火星で作られているそうです。そ

してその作ったものをさらにほかの惑星に分配しているらしいんです。

◎アメリカは民主党と共和党がありますね。共和党が軍部を押さえています。民主党の方は

リベラルですから宇宙の発見を公開しようという意欲はあるんですが、共和党がそれを押さ

えているんです。ものすごい暗聞が行われておりまして簡単に行かないんですね。

◎昔の河童伝説というのがグレーですよ。グレーは水分がないと生活ができない。水気です

ね。そのために地下を深く掘つて水をとれるようにして住んでいる。

◎ああゆうものすごい爆弾 (原爆)を開発したのはなるべくしてなった、一つの流れだつた

としか思えないです。

◎大宇宙思念法 (Coslnic Meditttion)・ ・ ,。 自分自身の存在の絶対性を自覚する

◇ 「地球の歩き方Jダイヤモンド社  ¥1580

質 問

◆進化の道を歩むには勇気と信念を必要とする。疑い深い人はいつまでも同じ古い習慣のな

かにとどまるだろう。本人はより大きな知識の方へ自分の視力を向けるかも知れないが、自

分の立つている地点から自分を解放して一歩を踏み出さない限り、いつまでも神秘の夢を見

続けるだろう。(63p)
あなたの生活のどのような局面で一歩踏み出す場面がありましたか。

◆大切なのは、若さというものは絶えず新鮮化される想念の結果であるということ、および

生命は活動であるということである。それが進化なのだ。(66p)
新鮮化される想念について考えてみましょう。
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宇宙哲学能力開発講座③ 98。  2. 22 67P～77p

Falth
◎一般では西暦二千年から21世紀に入るというのが慣習的な考え方のようですから21世
紀まであと2年 と考えてよいでしょう。
◎1999年 7月 、空から何かが降つてくるというのは、これは良いものが降つてくる。

(別 な惑星から素晴らしい人々が大挙してやつてくる)

◎とにかく恐怖心を起こさない。あんまり心配をしないということですね。これはいつの時
代でも絶対的な法則です。
◎新約聖書の対訳本・・・Good News New Tettallnent(日 本聖書協会)

◎イエスの教えというのはあれは一種の哲学なんですが、みんな宗教にされてしまいまして、
後にキリス ト教という宗教が確立されたんですね。本当はイエスは宗教など作ろうとしたん
じゃなくて、愛の哲学とか、あるいは信念の哲学とかそういうものを広めたわけです。
◎恐怖は自己中心の状態で、信念は人間の非個人的な状態をあらわしているということがで
きる。恐怖は結果 (現象)に もとづいており、信念は

″
原理″または

″
因″にもとづいてい

るのである。
◎ Causo(因 )=宇 宙の意識、創造主
◎人間が非常に強い信念を起こす場合はそれは宇宙の創造主によつてそういう力が自分の中
に与えられていてそれがわき出てくる。
◎人間の信念というのは山をも動かすほどの力を持つてる。
◎信念の力というのが人間の中に内蔵されていて、いざというときに発揮される。
◎今の時代はとにかく平和平和ですから、非常に人間が軟弱になつてきたともいえるんです
が、しかし別な意味ではそれはそれで時代が進歩した証拠だと思います。将来日本が世界を
平和国家としてリー ドするようなそういう状態になるための過渡期だと思うんです。
◎日本人は天性他人を許すというそういう性質があるんだそうです。そういう日本人の非常
に穏和な良さというものが確かにあります。これが日本人の本当の美点だそうですね。
◎イエスという方は元は金星から地球人を救うために転生によつて派遣されてきた人であつ
て、転生した先が今のイスラエル広い意味ではパレスチナといいますが、そこに転生してき
たわけです。
◎イエスの言つた言葉、あるいはその行いなどを書いたいろんな記録がずいぶんたくさん残
つてましてね、誰がどの部分を書いたか全くわからなくつて、ずいぶんたくさんあつた断片
的な記録を今度397年にカルタゴの教会会議というのがありまして、そこで編さんされて
選ばれた、それによつて新約聖書というものができたわけです。
◎新約の外典、偽典これが実は膨大なものが残つているんです。
◎信念というものをさらにどうすればそれが応用できるかといいますと、

Mむade Warde  Mむ acle lmage 言葉で唱え、それからイメージを描く。これをやつ
ていますとね、本当にその通りになるんです。
◎信念の発達といいますのは自分の一個人の考えじゃなくて、宇宙全体に巨大な宇宙の創造
主の生命平ネルギーまたは意識、英知といったようなものが、充満していますから、それと
一体感を起こせば自分は何でもできないことはないんだというそういうふうな想念を起こす
ことと同じですから、結局非個人的な知覚力の拡張へ成長する事になるんだと、言い換えれ



ば宇宙の創造主と一体化する事だということをいつています。
◎大宇宙というものを考えてみますと、本当にもう不思議そのものです。なにかの意志の力
が働いているとしか思えない。
◎人間というものが存在すること自体不思議でしょうがない。大きな高度な理性を持ち、惑
星上に文明を建設します。
◎小さな生物一匹見ても非常な不思議さを感 じるという感覚がこれまた重要だと思います。
◎信念の力を持ちます と、人間はどんな考えを起こしても想念波動となつて、外部へ放射さ
れますから、それによつてその想念波動の周波数同調するといいますか、なにかに引き寄せ

られる現象が起こるんです。
◎ Zartthashtraz (ゾ ロアスター)火 を燃や して、聖なる火を、聖なる火は宇宙の一つの

発展と消滅それの繰 り返しのようなことを象徴 しているんだ。火をあがめたてまつるという
ようなそ ういう宗教です。
◎「悪とは熟さない善にすぎない」本当の悪というものは存在しない。悪人のように見えて

も、まだ善人になる前の熟さない善人。
◎恐怖は未発達な信念・・・・本当は人間は信念の固まりなんですが、それがまだ発達しな

いから恐怖が起こる。

第 9章 真の生まれ変わり
◎真の生まれ変わり (To Be Born AgJn) 転生 (Reincarnaion)

◎因の状態 。・・・宇宙の創造主のところへ意識的に帰つていく
◎宇宙の創造主というものを本当に自分で知覚できるようになつたときが本当の生まれ変わ
り。
◎人間は全く平等。平等ということは金銭的に物質的平等という意味じゃないんです。人間
がどういう生涯に生まれてくるかということは人間の因果の法貝」によつて決まります。
◎因果の法則 = Karma
◎人間は無限に転生しますから、結局は平等です。
◎極端な政治上の大変動を起こすよりも、自然にいろんな階級制度が廃れていつて自然に平
等になる方が一番いいですが、そのためには人間は転生の法則に生きているんだということ
を知るようにならないとダメでしょうね。
◎肉体的に生まれ変わるんではなしに、宇宙の創造主またはアダムスキーの言う宇宙の意識
というものの存在に気がつきなさいということをここで言つています。本当の生まれ変わり
◎個人の自由意志は絶対に尊重するというのがスペースピープルの一つの方針です。
◎人間の想念の起こし方、大変重要です。
◎創造主と一体化すれば、無限の知覚力が自分からわき出てくる。テレパシックな印象が起
こるようになつてくる。
◎天と地と一体化させる。・・・・宇宙と地球とが一体であることを自分で知るようになる。
◎私は大宇宙として広がりがあるんだ。
◎一家族の持つカルマはある。一国のカルマ、民族全体の持つカルマもある。

質問

◆第二の誕生は意識 を持ついかなる物の死や肉体の死をも必要 としない。それは意識の二つ

の面 (感覚器官の意識 と宇宙の意識)を結合 させて一体化を知覚 させ ることを必要 とす る。

(76p)
第二の誕生について思いら くままお話 ください。



フ宇宙哲学能力開発講座⑨ 78p - 92p

◎今後も大いに研鑽を続けられまして、必ず良いことになります.ミ ラクル ワー ド (奇跡を
起こす言葉)つ まり反復思念法です。それを続けたり、あるいはミラクルイメージ (奇跡を

起こすイメージ法)自 分の望ましい物事を実現してしまった光景をしきりに描いておればそ
れが実現するという方法ですね、こういうのをずっと続けておられますならば、必ず良いこ

とが起こってきます
=

◎ The BalanEE口
『

Ematニロn  感情のバランス

◎世紀末現象といいまして、世界中の人間が不安な気持ちを起こしますとその想念波動によ
つて実際にそ ういう状態を引き起こすcですが、大戦争が起こるとltち ょっと考えられませ
ん。

◎非個人的な人というのはニゴという物を捨て去った.自 分と宇宙とを一体化させたそうい

うフィーリングを持つた人です.

◎天と地とを一体化させる→→→人間の力で一体化させるんじゃなくて、天というのは宇

宙です.地 というのは地球ですね。地球と宇宙とは完全に

一体だというそ ういうフィーリングをおこした人,,

◎天空の平安と美というの宇宙は本来、平安と美とに満ちているはずの物なんですが、地球
は人間のエゴが強いから、それを地球上にもたらすことができないわけですcと ころが非個
人的な人はそれを地球にもたらすんだと,も たらした人というのは少数ながらいますね。
◎老子→→→Gア ダムスキー

◎人間の転生の法則.こ れは永遠の過去から永遠の未来にみんな生まね′変わっていくわけで

づ
‐
c

◎本当に人間が雄大な思想を持とうと思えば、転生の思想ですね=こ れを持たないとダメな
んです,〔ReEncarnatlon〕
◎この宇宙のある一部分だけをここは本当に素晴 らしいんだ。あとはダメだというlElな 差男||

をして一つだけを絶賛する褒め称えることをしてはいけない.

◎人間が現実に現実として存在するすべては、本人がチラリと意識的に知覚する想念である。
◎想念 =Thought
◎ 人間が人間 として値打ちがあるのは想念っつ ま り考 えを起 こす こ とができるか らです.

◎ゴキブリのような小さな虫に人間をおそれてたちまち逃げ出すというそ ういう感覚がある
こと自体は間違いない.そ の感覚がゴキブリにあること自体は非常に不思議ですc

◎人間がいつまでも楽しく健康でありたいならば、あらゆる状態のもとで保たれる感情のバ

ランスが重要なものとなる。

◎精神身体医学===H口 |二5tEc医学(体 の肉体と精神のあらゆる面を研究していこうとい

うことです.)

◎人間はどんな人間で1)、 悪く見える人間でも、タマネギの皮をむくようにその心を少しづ
つはいでゆく、心をはいでゆく。そ うすると最後に出てくるのは善だけだというんですね.

そこでそのようにしてひとを見るようにしなさい。
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◎あらゆる人を見るのにみんな善人だと見ておられたら、そういうテレパシー能力が出てき
たというんです。すごいもんですねえ。===感 情のバランスの最たるもの

自由意志か自■催眼か
◎あらゆる行為は意志が自由な意識的な状態にあるままに実行されねばならない。

眠り込んだりしないつまり催眠状態にならないで、ちゃんと目を覚ましていてそ うして自由

にものを考える状態にあつてこそ本当だというんですね。

◎セルフコン トロール (自 己抑制)

◎推理力と意志の力を斬 られるということは失ってしまうようにさせられる.こ れを警戒せ

よというんですね。

地緩 (リ ラタセーション)

◎ゆつたりさせること、これは非常に重要でありまして絶えずイライラしたり、あるいは自

分の心をいつもなにかの考えで夢中になられたり、あるいはまた体も絶えず活動状態にある

となかなかテレパシックな能力は出てこないです。

◎テレパシックな能力を本当に現そ うと思えば、体を動かすことをやめて、ものを考えるこ

ともやめてじ―っと自分の心を一種のアンテナにして外部から来る想念波動をキャッチしよ

うというそ ういう姿勢にならないとダメですからね。

◎結局細胞です。重要なのは肉体の60兆の細胞。これをうんと活性化させるということが

重要だとい うことは言つてますね。だから緊張してるとそれは活性化しないわけです。

◎個人的なエゴをまずなくして、もう自分が全く大宇宙を一体であるというようなそ ういう
フィーリングを起こすべきなんですが、これはただ頭で考えただけではダメですね、そ うい

うことを実習的に実践的 (大宇宙思念法)にやらないとダメなんですね。

質 問

◆人間が皮相的な現象を越えて考えようとして、その肉体の心をコン トロールするときに

人間は生命の目的を理解 し始め、感情のバランスという利益を得るのである.(81p)
皮相的な現象と感情のバランスにどんな関係があるのでしょうか考えてみましょう。

◆あなたが宇宙について広い理解を求めようとするならば、あなたは肯定したり否定したり

する必要なく、ただ自分自身と他人の改良のためという理由の1)と に、あなたの感情の力を

応用することだ.感情の奴隷となるかわりに自分の感情をコン トロールするのだ.(87p)
肯定し́たり否定したりする必要がないとはどのような意味を持つでしょうか ?
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座⑩ 91p-128p

◎魂の生命 とい うものは宇宙が永遠である 11'IIず予晉

と同じように我々も永遠であるということが言えるようです.

◎転生において生まれ変わる人生を過ごしながら、なにか宇宙的なことに日党めて、そうゆ

うような精神L界探求をやっていけば、それがまたどんどん次の生まれ変わつた性の中に持

ち越されて行つてそうして自分のマイン ドがそれによつて向上していくということらしいい

んですね。

◎この宇宙の言語とはなんだろうか。それは意識的な感覚なのである。 (宇宙空間に充満

している意識または感覚)→→→→倉J造主の意識、創造主の感覚

◎学雪の共この言髭卜・ 00人本は創造主の感覚。これがあらゆる人間その他生物に全部
分け与えられている。

◎パールバ ック (ア メリカの有名な女流作家)力 戦`前有名になつた作品で 「大地Jが ある。

◎人間が起こす想念 自体が宇宙の創造主によつて与えられたものです.し たがつて、倉1造主

の感覚にのっかてるわけです。搬送波みたいなものが宇宙の意識による感覚波動 といえるで

しょう.

◎誰 しもテ レパシーの能力を発達 させ る可能性がある.

◎人間の直感力、動物の本能、物質の原子の親和力や吸引力などのすべてが、宇宙の言語が

存在する証拠である。

化学的な宇自
◎人間の想念波動はこれはまだ発見されていない超微粒子の荷電微粒子だということをアダ
ムスキーが言つていますが、いつか発見されるでしょうが、これはやはり化学的です。それ

を構成しているものは宇宙の意識だということです。

古代の知恵か現代の進歩か
◎過去が現在よりも優れていたというような事じゃないんだと。過去はあくまでも過ぎ去っ

た古い時代のまだ遅れた時代であって、現在の方が進歩しているのだから過去にあんまり捕

らわれてはいけない。

◎とにかく過去に捕らわれてはいけないんだと言 うことと、常に新しい何かを解明するよう

に進歩 しなくちゃいけない。

◎ 1プラス 1は 3と いうのがスペースピープルが用いている数学の基礎になる。

2698



過去の文明
◎アカシックレコー ド・・・・宇宙の記録

◎アダムスキーは大超能力者.テ レパシーとか遠隔透視 とかあるいは過去生透視とか未来予

知とかいろんな能力があったようです。

◎イエスという男は割 と小男であつて、非常にがつちりとした体格.

◎沖縄の近くの与那国島という島があつて、その島の近くの海底に石像の巨大な遺跡が発見
されたというんですね。 どう考えてもレムリア大陸の ‐

部分じゃないかと思われるんです。

沖縄もそ うでしょうね。

◎レムリア大陸は不和を知らず平等の行き渡つた幸福な一大家族の家であった。

◎たぶん トリテリア民族がみんな別な太陽系へ去ってしまつたのじゃなくて、一部分は地球

に残つてアメリカ大陸あたりに残つたんじゃないかと思 うんですが、私が昔英語を教わった

アメリカ人の先生ですね、この方が言つておられましたが、アメリカの南部地方でしたか黒

人の多いところですが、黒人といつてもいろんな種族がおるわけですが、その黒人のある種

族の中に非常にテレパシー能力の優れた種族がおると言つておられましたね.

◎要するに人間が非常な悪想念を全体的に持つようになりますと、それによつて大きな天変

地異が起こるというのがだいたい言えるんでしょうねc

◎火星には偉大な文明があるわけですよ。それで火星にはまたグレーと言われる特殊な宇宙

人t)い ましてそれが共存 しておるらしいんですね.

リンゴの本の自話
◎宇宙的な衝動・・・・宇宙の意識、宇宙の感覚

◎地球人つていうのは人間を作り出した因なる世界、因なるものを全く見ることができない

状態に落ち込んでしまった。

◎この生涯において宇宙的なことに関心がなかつたからといって軽蔑するわけにいかないで

す.

◎非個人的な感覚 (宇宙的感覚)を意識的に知覚する人だけが本物の異星人を見分けること

ができる。

◎他の惑星から来た人々は、この世界で実行するのが困難な教えを伝えたことはない。

◎精神向上の記録・・・想念観察

質 問

◆宇宙の言語とは何だろうか。それは意識的な感覚なのである。すなわちあらゆる形あるも
のを通じて話していて、それゆえに 【全体】と不可分な一体として結びつけている声なので

ある。(95p)
身近な宇宙の言語を思いつくだけ考えてください。

◆今月で「宇宙哲学」解説講義が終わり、来月より新たに「生命の科学」の解説が始まりま

す。宇宙哲学解説をこれまで聞いての感想をお願いします。
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