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1．【淨き者達へのおくりもの】 

 冷たい北風もやみ、チューリップの若芽が、やわらかい黒土の中から顔をのぞかせていた。 

 この大自然は、人間に生きる喜びを与えてくれる。 

 ついこの間までは、土の中で寒さに耐えていた球根も、土壌の中の栄養を吸収し、自然の暖かい

陽ざしの惠みに触れると、自力で土壌を割り、顔を出し、成長をつづける。 

 そして、ある時には厳しい暴風雨にさらされ、又ある時にはかんかん照りの太陽に当り、その中

でも愚痴も何一ついうことなく、暑いといって怒ることもなく、常に足ることを知り、美しく自然

を飾ってくれる。 

 球根も草木の種も秋を迎え土壌の中で寒い冬に耐えて春を待っている。 

 このようにしてどんな小さな植物もどんな小さな生物でも、生命をもってこの地上界で輪廻を繰

返して休むことがない。 

 そして大自然は調和されて存在している。 

 私は一九六八年に、大きな霊的現象に依り人間として生きる道を知り、爾来八年、著作（心の発

見・神理篇、科学篇、現象篇）を始めとして多くの著作を世に問い、同時に全国各地に講演を続け

て来た。 

 そして、ある時には再起不能といわれた重病人に奇跡を起こし、その数は数えきれない。 

 勿論、無所得、無報酬といっても良い活動であった。 

 既に海を渡り、中華民国にアメリカ、ブラジルにと、正法の種は世界に広がりつつある。 

 天より与えられた生活の場を守る仕事は、コンピュータの周辺機器の受注量が安定しているため

に、生活はうるおっている。 

 宗教を種に大殿堂や大神殿をつくるため、信者から浄財として不浄な金を集め、教祖やそのとり

まきが優雅な生活にふけるなど、偽善的行為は真実を知っている者として出来るものではない。 

 余りにも不平等な経済社会の中において、厳しい底辺の生活をしている人々のことを思えば、正

法者として当然の道だからである。 

 神の心の一表現である太陽は、いかに熱・光のエネルギーをこの万象万物に与えても、まったく

無所得であろう。 

 これこそ、真実の大慈悲であるからだ。 

 この大慈悲に対して、愛という行為で奉仕しなければならない。 

 無所得のままに育ててくれた親の愛、人は誰も愛の偉大さを知っている。 

 この愛に対して、親孝行という報恩の行為がなかったなら、子供としての道を誤ることになろう。 

 親子の深い縁生の絆を知ったなら、いたずらに親不孝はできないだろう。 

 私は、人の道を思索しながら、八年振りに、長女佳子と西伊豆海岸へ静養に訪れた。 

 

1-1．西伊豆への旅 

 土岐の海岸線を、高速道路より見る景色は、新緑の山々と調和して、山水の美をいやが上にも盛

り上げ、私たちの目と心をなごましてくれた。 

 同行した長女の佳子は、 

「パパ、静かな海ね。そして素晴らしい景色。 
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 あたしの心もこのように広く、豊かで、この大自然を包むような、慈愛に富んでいたなら、もっ

ともっと素晴らしいのにねー」 

 といって、彼女はためいきをついた。 

 もう大学二年生である。 

 二人で旅行したのは始めてであり、私の体を心配して付いて来たのである。 

 同時に、父親から何か学び、自己を確立しようとする、気持ちがあった。 

『佳子、お前も大分大人になったね。物の見かた、物の考え方、判断の仕方が正しいよ。 

 この大自然の摂理は整然としている。 

 この景色は、自然のままだ。 

 本来人間の歩むべき道も、諸法無我といって、自然の法則には人間の偽我、即ち智や意が入らな

いものだ。 

 人間の智識と偽我で仏教は哲学化されて、一般人には程遠いものになり、プロの僧侶ですら理解

出来ない程、難しくなってしまった。 

 インドのゴーダマ・ブッタの時代に今のような難しい経典で無学文盲の衆生を救済出来ただろう

か。 

 やはり、このように自然を通して理解しやすい方便を使って、生きる道を説いたのだよ。 

 法というものに、時代の新しいとか旧いとかいうことはなく、ガンガー河の流れは今も昔も、ヒ

マラヤに端を発して、ベンガル湾にそそいでいるのさ。 

 ヨルダン川の流れもイエスの時代と流れは変わっていないはずだ。 

 人間は、それぞれの生活体験の中から、自分の心を豊かにして、自己を確立して行く者と、逆に

堕落への道を歩む者、又まったく無関心のまま無意味に人生を過す人々とがあるんだよ。 

 人生の生れて来た目的や使命、真実の価値感を知らないまま、物質経済の限りない欲望の奴隷に

なったり、情欲のとりことなり、一生、足ることを忘れ去って苦しみ、不足のまま大きな執着とい

う、苦悩のお荷物を持って、生きながら地獄の生活をつづけて、この世を去る者達もいるのだ』 

 彼女はうなずいて、聞いていた。  

 車は予定の宿についた。 

 都会の雑踏の中で生活している私たち親子にとっては、おいしい空気と、美しい自然の緑は何よ

りのおくりものであった。 

 浜辺に寄せるさざ浪の音が周期的に恰も、自然がかなでる音楽の如く、私達の心を洗ってくれた。 

 

1-2．翼のある天使の出現 

 その晩のこと、私の坐っている机の前に、美しい銀色の翼のある天使が、やわらかい黄金の光を

体から出して立っている。 

 前も度々姿を見せていたが、今日の仕度は白絹の長いドレスで、古代人の、良く宗教画で見る大

天使のそれであった。 

 金髪で顔だちはやや細おもて、年の頃三十代の青年の姿である。 

 私達の部屋が、又一段と明るくなった。 

「パパ、今、ここに立っておられる翼のある天使を、私、前も度々、家でみているのよー。 
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 一体、どなたなのかしら」 

『そうだね。 

 私達に関係のある、天上界からの使いで来ているのでしょう。 

 そのうち、わかるようになるでしょう。 

 ギリシャの時代に出られた、アポロによく似ておられるが、イエス・キリスト様達に関係された

天使じゃないかなあー』 

 天使は、私達親子の顔をだまって、じいっと見ていた。 

 私達の心の準備が出来ていないのだろう。 

 私はそう思った。 

 丁度二年前のこと、彼女の夢枕にアポロが度々出てきて、アポロの時代のできごとを教えられて

いた。 

又ある時には禅定中に、三千数百年前のアポロの神殿に案内された霊的体験をしているために、

今起こっている現象を見ても、彼女は冷静であった。 

 又、天使の体や心から伝わってくる波動が、非常に精妙であり、やわらかい黄金色の光は、私達

の肌になんともいえない、安らぎの暖かさを伝えてくれた。 

 これと逆にサタンや仏教でいう魔王のような悪霊が近づいて来れば、丁度静かな池に、小石を投

げ込んだ時と同じように、波紋は周囲に広がって行く。 

 これと同じように不調和な波動に依って、周辺の霊域は崩され、心の中がざわめき他人を中傷し

たくなり、うらみの心が生じ、ねたみ、そしり、怒り、情欲にかられ、物欲にかられ、段々と自分

をうしなってしまう。 

 更に肩がはり、体は硬直して寒くなって来る。 

 愛のない人々の心の隙に入り込んで来るために、正法を悟って生活に生かしている人々にとって

は即座に見分けることが出来るはずだ。 

 しかし彼等は心の隙に巧妙に入って来るだけに、入られている本人も気がつかないものである。 

 人と人のあいだを仲たがいさせる巧妙な力を持っているということを知らなくてはならないだ

ろう。 

 悪霊も、仏教やキリスト教の真理らしいことを、真しやかに人の口を通して語ることがあるから、

一般の人々はだまされてしまう場合が多い。 

 如来とか菩薩と呼ばれるような大天使が、人間の口を通して出て来たとしたならば、その人間の

人格が悟られた方であるかということを知ることが、最も大事である。 

 悟られてもいない人間に、如来や菩薩が肉体を支配して出て来ることは絶対にない、ということ

を知らなくてはならないだろう。 

 並四球のラジオに、遠距離の短波を受信する能力はない。 

 又小さなうつわに大きなうつわの水を入れることは出来ないように、心の世界も同じだというこ

とだ。 

 霊の世界を自由に見えて聞こえて話せなかったならば、軽々しくあつかったり、うのみにするこ

とは危険である。 

 その理由は、余りにも悪霊が多いからである。 

 光の天使達は、盲目のままで人生を送っている人間に対して、慈愛を持って守り、人間としての
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正しい生き方を教えるものである。 

 不可能のような約束は絶対にしないだろう。 

 恰も両親が愛する我が子に接するように、幸福な人生を送るということだけが彼等の希望である

ということだ。 

 動物霊や悪霊達は、自己主張が強く、威張り、言うことがころころ変わって行く。 

 約束をいとも簡単に破ってしまう。 

 良く宗教の教祖に多いタイプである。 

 そして強欲である。まったく足ることを忘れ去り、自我我欲を欲しいままにし、疑い深い性格を

持っていよう。 

 このような指導者に気を付けることだ。 

 もっともらしいことをいうが、都合が悪ければ、いつでも言葉巧みに言いのがれをするだろう。 

 このように、次元の異なった世界は複雑で、この世から見れば不可思議に思える世界だ。 

 否、私達の五官、そのものが不確実なのであるといえよう。 

 悪霊から、自分を守るためには、常に正道を歩み、愛の心で自らを防御する以外にはないという

ことだ。 

 私は、休養しながら人間として正しい生き方について、父娘の対話の中から、自然のうちに、彼

女の心の中に、神理が浸透し、彼女の心の中は浄化されていくのだった。 

 そして、訪れてくる、天使たちの姿も多くなって行った。 

 天使達は、私達の心の準備のできるのを待っているのであった。 
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2．【南紀白浜での研修会】 

 それから二週間が過ぎた。 

 一九七六年三月二十一日のこと。 

 紀州白浜海岸において、関西地区の初心者の一般研修会が三楽荘で、二泊三日で行われた。 

 昨夜は大阪都ホテルで、大阪府黒田府知事と夕食をともにし、私の著書の読者の一人として対談

をした。 

 同宿した東京の講師団とともに研修会場の三楽荘に向った。 

 七百人の研修生は、各班に分れ先発した講師の指示に従っていた。 

 紀州南海の夕陽は、海を赤くそめ、私達を迎えてくれた。 

 宿舎には婦人部から二名、私の部屋当番として、私と娘の世話をして下さっている。 

 心から親切にしてくださっている二名の奉仕者に、私は心の中で感謝を言った。 

 娘の体からは、美しい黄金色の光が大きく体を包んでいる。 

 彼女の心も丸く大きく豊かになっている。 

 私はうれしかった。 

 学期末の期間に、何とか心の歪みを正そうと思い、欠点や長所について語り合った。 

正しい法のあり方、生活のしかた、ものの考え方について、彼女はよく理解したことを実証して

る。 

 あの美しい後光が、丸い心の姿がそれを示している。 

 あの丸い太陽と同じように、私達の心も丸く大きく豊かでなくてはいけないのである。 

 しかし多くの人々は心に形などないものと思って、自分勝手なことを考えたり、行ったりすると

いうことは、心に歪みをつくり出してしまうということに気がつかないのである。 

 歪みが大きければ大きい程、心の中にスモッグをつくり、苦悩を背負うのだということを忘れて

はならないだろう。 

 この心の中に、感情の領域、本能の領域、智性の領域、理性の領域、中心には神と同通する想念

の領域に大別されて存在しているのである。 

 感情的になると、感情の領域は大きくふくらみ、理性の領域は逆に縮んでしまう。 

 これで果たして、正しく判断が出来るだろうか。 

 本能の領域と、感情の領域が大きくふくらんでしまうと、智性と理性の領域が縮んで丸い心は、

ハート型になってしまう。 

 ハート形になってしまうために、正しく判断出来なくなってしまうのだといえよう。 

 恋愛中の恋人同志のように、あばたも笑くぼに見えてしまうのも、心の歪みがつくりだす現象と

いえよう。 

 このようなハート型の心になっていると、体からピンク色の光が出ている。 

 感情的な人々が怒っている時などは、赤い炎のような光が体から出ている。 

 気をつけないと肉体的にも不調和になってしまうということを、知らなくてはならないだろう。 

 

2-1．研修会場の部屋にて 
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 研修会場の私の部屋には、多くの光りの天使の姿が、黄金色のやわらかい光を出して見えている。 

 特に過日から度々、私の前に姿を現わしている翼のある天使は、佳子の側に立っていた。 

 今日あたりは何かありそうである。そう私は予感した。 

 彼女は自らの心をもう一度確認するかのように、心の歪を修正している。 

 天使の光と彼女の体から出ている後光が一体となった時、彼女の顔かたちが天使のそれと二重う

つしのように変わって行った。 

 そして彼女の口を通し流暢な古代ハム語が流れ出し、私の前にひれ伏してしまった。 

 彼女の背には、美しい翼が見える。 

 まさしく男性。言葉使い、動作は佳子ではなかった。 

 そして大粒の泪とともに、日本語で語り出すのであった。 

『主は目覚め給えり 偉大なるエル・ランティ様。 

 我、ようやくにして念願の門に到達せり。 

 我は主の下僕、ミカエルなり。 

 主よ、我を信じ給え。 

 主がかつて、地上界に肉体を持たれる前のことなり。 

主は我に告げり。 

 我、やがて地上界に肉体を持たん。 

 天上界の一切は そなたミカエルにまかせん。 

 既に法灯、消えて幾久し。 

厳しき地上界故に多くの苦難あり。 

 我、己が使命に目覚めしまで、我が魂をそなたに預けん。 

 若し目覚めぬ時は、我が命をめすべし、我が魂を揺するべしと、重大な責任を我に申され、一度

は辞退せしことあり。 

 なぜならば、我の外、インマニエル・イエスあり、モーゼあり、ゴーダマ・ブッタありと主に申

し上げれば、汝、ミカエルよ、そなたは「力」の直系なり。汝は、この責任を果すべしと、主は力

強く我に申されたり。 

 我、その責任の一端を果たせり。無上のよろこびなり。 

 主の前途は光明なり』 

 と、大声をあげて又、泪であった。 

 その瞬間であった。 

 私の心の中の扉はひらかれて、丁度私が肉体を持って生まれてくる七十年前、天上界における対

話の情景が眼前に展開されたのであった。 

 私は思い出した。 

 肉体舟に乗ってしまうと、人間とは誠に愚かしい者。 

 前世の約束事などすっかり忘れ、五官煩悩にほんろうされて、暗中模索、自ら苦悩の道を歩んで

しまうのが人間の常である。 

 人の歩むべき、生きる正しい道がわからなくなってしまった末法の世においては、猶更のことだ
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といえよう。 

 特に、生れた環境・教育・思想・習慣の中で、独りよがりな偽りの人生を送り、正しいものの考

え方や行動の基準すらわからぬまま、心の中は苦悩のスモッグに満ちあふれ、自らの人生を狂わし

てしまいがちなものだ。 

 物質経済偏重の間違った思想は、闘争と破壊を呼び、社会生活を混乱におとし込み、同志と呼び

あっている仲間同志がいつ裏切行為に出るか、その信頼度は誠に不安定なものである。 

 なぜならば、相互の心の中に闘争と破壊の不調和な原因が潜んでいる以上、不平不満はどのよう

な現象に依って起こって来るかわからないからだ。 

 これでは真実の信頼関係は成立しないだろう。 

 権力や武力、腕力で一時支配したかに見えても、人間の行動は束縛出来ても、心の中まで支配す

ることが出来ないということを、このような間違った思想家達には理解できないだろうが。 

 又、間違っている宗教は心まで腐敗してしまうものだ。 

 聖書の奴隷、仏典の奴隷、いかに知識だけあっても行いがともなわなかったなら、絵に書いた「ぼ

たもち」にしか過ぎないということである。 

 仏教の如きは肉体先祖の供養にのみ走り、真実のゴーダマ・ブッタの教えとは程遠いものになっ

てしまった。 

 学校教育は、智識のつめ込み教育で、人間性、情緒の教育はおろか、人生の目的と使命すら、理

解することは出来なくなってしまった。 

 道徳は頽廃し、利己主義、自己保存のエゴが堂々とまかり通っている世相である。 

 このような社会の中で、真実の人間として生きる価値を悟ることは、恰も広い砂漠の中で小さな

ダイヤモンドを探し出すにも似て、誠に至難な業といえよう。 

 このような厳しい環境の中で、私はいかなる思想にも、いかなる宗教にも偏することなく、十才

の時から今日まで、自然科学を通して人間の生きる道を探し求めて来た。 

 そして、その道は片寄った考えや行いはすべて苦悩の道であり、心こそ不変的なものであり、物

にとらわれることから自らを解放し、慈悲、愛による調和された環境をつくる以外に、幸福は得ら

れないことを知ることが出来たのである。 

 私は、偉大なる天使が目の前で慈愛にみちた言葉で、泪を流して訴えている姿を見た時、心の中

はふるえ、こみあげて来る感激の泪を止めることは出来なかった。 

『ミカエルよ 

 私は永い間、すっかり地上界の泥沼の中につかり溺れ、欲望のとりことなり、物に溺れ情欲に溺

れ、見るもむざんな者でした。 

 永い悪夢から、良く私の魂を揺さぶり覚ましてくれた。 

 盲目の人生航路に旅立った私の姿を、いつもはらはらしながら、さぞや心を痛めたことであろう。 

 永い年月誠に不甲斐ない私を、暖かく見守って来て下さいました。 

 心から礼を申し上げます………』 

 私は言葉にならなかった。 

「主は、既に八年前（一九六八年・昭和四十三年）に自覚せり 

 我ら、今日の日を一日千秋の思いでお待ちせり。 

 主は既にインドの時代のゴーダマ・ブッタの説かれし法は、既に説き終えたり。 
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 主が天上界におられし時に計画せし通り遂行中。 

主よ、安心せられ給え。 

 しかし道は、はるかなり 我等主を信じ、主とともに歩まん」 

『ミカエルよ、厳しい人生航路の修行も、薄氷を踏む思いで、ようやく法の道にたどりつくこと

が出来ました。 

 もう安心しておくれ。 

 私の道はひらかれました。 

 我は、法なり。 

 我は、道なり。 

 我は、光なり。 

 我が道を歩まん。 

 ミカエルよ、有難う－』 

 私は、堰（せき）を切ったように泣きくずれてしまった。 

 ミカエルも泣いている。 

 佳子も泣いていた。 

「主は悟られたり。 

 厳しき人生航路の中で良く耐え給えり。 

 我等、主を讃えん」 

『ミカエルよ、有難う。 

これからも一生懸命やって行きます』 

 その時だった。 

 ミカエルの側に、もう一人の翼のある天使が来られ 

「私はガブリエル。 

 主が、お気付きになられ、こんなにうれしいことはありません。 

 主の御苦労をよそに、天上界で生活することをもったいなく思っております。 

 主よお許しください」 

『おお、ガブリエル、そなたも来てくれたのか。 

 永い年月、悟らずに心配をかけて申し訳なかった』 

 ガブリエルも、感情を押え切ることなく、泣き伏してしまった。 

「ガブリエルは、主が肉体をお持ちの時から、お守りいたして参りました。 

 我が師、ミカエル大天使長とともに日本語を学び、主のお役に立つ日をお待ちいたしていました。 

 主は初めてこの地上界に肉体をお持ちになられたため、地上界での経験がありません。そのため、

私達は心配でした。 

 既に、今迄、三回近くも死を免れておられます。 

 お体を気をつけて下さい。 

 ミカエルも私も度々、主の近くに姿をお見せ致しておりました。 
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 今日の日を、みな楽しみにしておりました。 

 本当にうれしく思います。 

 私も肉体を持ちたかったのでございますが、都合でこの度は天上界におらせて戴いております。 

 インマヌエル・イエス様が生まれになられた時は、マリア様のもとへ、受胎告知にミカエルとと

もに行きましたが、主のお生まれになられる時も伺ったのでございますが、母君は子供が多く生活

苦に追われ、感知することが出来なかったようです。 

 主が九才の頃、生死の境を幾度もさまよわれたのも、主に気づいていただくために、魂をゆすっ

たのです。 

 誠に申訳ありませんでした。 

 苦しみを味あわせましたことをお許しください」 

 ガブリエルは又泣き出してしまった。 

『ガブリエルよ、そのために、あの世の存在を知ったのです。 

 そのために、道を求めたのです。 

 ミカエルよ、本当に有難う。私の目をさましていただいて……。 

 十才の時から今日まで、一日として神の世界を疑ったことがなかったのも、そなたたちの偉大な

る陰の協力があったからです。 

 心から礼をいいます。 

 間違った思想や宗教を正すため、今後も協力して欲しい。 

 私はそなた達の来るのを一日千秋の思いで待っておりました』 

「我等の努力足らざるに依り、主に通ずること能わず。我が罪を許し給え」 

『ミカエルよ、そなたのせいではない。 

 私の心の曇りが余りにも多かったため、そなた達の努力が実らなかっただけなんだ。 

 私の責任です。 

 今後はより、心と行いを浄化し、自己の確立に努力致します』 

 かつて創世記の頃、ミカエルを始めとして、七大天使は、エル・ランティ、自からの名前の頭文

字を与え、地上界での功績をたたえられたのであった。 

 ミカ・エル、ガブリ・エル、ラファ・エル、ルシュ・エル等、七大天使に与えられたエルとはパ

ワートロンのことであり、神の光の力である。 

 しかしルシュ・エルはその後、地上界にサタンという名前で肉体を持った時、神の道を踏みはず

し地獄界におち、自から地獄の帝王になってしまった。 

 例え偉大なる魂であっても、この地上界に生まれてしまうと只の人間であり、肉の舟に乗ってし

まうと盲目になってしまうのが常なのである。 

 心の価値を忘れ去った時から、神の子としての道を放棄し、自から苦難の道を歩むことになるの

だといえよう。 

 

2-2．大天使達と主（メシア） 

 私達の感情もおさまり、ミカエルは私に語った。 

「主よ、かつて今から三千百五十年位前、モーゼは貧しき奴隷の息子として生まれたり。 
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 時のファラオは、サタンに心を売り、モーゼと同じ年齢の子供を殺すことを命ぜり。 

 モーゼの母は、葦舟に乗せて我が子を逃せり。 

 我等天使はモーゼを守り、宮殿の姫にひろわれるまで確認し、その成長を見守りたることあり。 

 又ゴーダマ・ブッタ、インドに生まれし時、アシタバ・イシーを遣わして、その使命を祝福せり。 

 悟られし後も我等天使はヴァフラマンとして協力せり。 

 更に今から二千年くらい前なり。 

 イスラエル、ヴツレヘムに、インマヌエル、イエス・キリストの成長を楽しみたり。 

 我等、メシアの親代わりなり。 

 恰も我が子供の如く、我等メシアの下僕として当然のことなり。 

 モーゼの教えが年を経て化石化するに従って、インマヌエル、イエスの出る前に主は我を地上界

に送れり。 

 我はエリヤという名前でイスラエルに生まれたり。 

 目的半ばにして、主の命に依り天国に帰れり。 

 更にイエスの教えが化石化され十六世紀にはドイツにマルチン・ルーテル（付記 1483‐1531）

として生れり。 

 ガブリ・エルは同時代のフランスにカルビン（付記 1509‐1563）という名前として肉体を持

てり。 

 エリヤもルーテルも我が魂の分身なり。 

 我等天使はマホメットにも主の命に依り、指導せり。 

 マホメットはガブリ・エルが指導霊となり。 

 我は中国に生まれし芳玉林こと、如意輪観音を守護指導せり。 

 彼女は我が魂の分身なり。 

 主よ、我等は健在なり。 

 どうぞ、ご安心なされ給え。 

 我等は日を選ばず、時を選ばず。 

 肉体を持ちし者の心の世界に通信し、主と一体となるべきため、その使命を果たすべく、あらゆ

る方法を取り、霊子線をゆさぶり、使命を知らしめることこそ、我らの使命なり。 

 主よ、信じて下さい」 

『ミカエルよ、私は残された人生を、しっかりとやって行きます。 

 混乱した地上界の人々の心に、調和と安らぎの光を与えてやっておくれ。 

 盲目の人々の心に、神の光明を与えてやっておくれ。 

 私は道を行じ、道を説いていく。 

 私を信じておくれ。 

 既に数十万の人々が正法に触れている。 

 一日も早くイエスの原点に、ブッタの原点に戻すよう 地上界の人々に光を送っておくれ』 

 ミカ・エル、ルーテル、エリヤ、ガブリ・エル、カルビンの大天使達が私の言葉を聞いていた。 
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2-3．聖書の誤り 

 今から八年前（※ 1968 年）に起こった大きな霊的現象を振り出しにして、正法の道は開かれ、

この度の現象は更に私に正法への自信を深めるとともに、聖書の疑問点が次々と解明される糸口に

なって行った。 

 今世に生まれて、まったく宗教に縁のない男が、まったく別の角度から、仏教、キリスト教、ユ

ダヤ教、回教の本質を説き明かして行くのであるから不思議である。 

 これも物質的三次元的発想で考えれば、不思議という言葉以外にはないからだ。 

 なぜならば、学ばずして、読まずして、知識を得ることが出来ないからであろう。 

 しかし 心の中の曇りを除くことに依って、三次元的智識のソースを必要としない場合もあると

いうことを知らなくてはならない。 

 特に聖書や仏典は永い歴史の過程において、智識のみに溺れ、自己の行いを正すことなく、智識

の遊戯に走り、更に意である偽我を加えてしまった。 

先人の書物の中には原点より、はるかかけ離れた物に変わってしまったと見ても誤りではあるま

い。 

 我々が過去世で学び体験した真実の聖書や仏典には、このように先人のちりやほこりに依って汚

されてはいないのである。 

 この汚れない真実の原点を、自からの思念と行為を正法に依って正すことに依って、よみがえら

すことが出来るということだ。 

 仏教の摩訶般若波羅密多心経という題字があろう。 

 これはインドの古代語を中国の漢字に当て字しただけなのである。 

 マハー・パニャ・パラ・ミッタ・ストラ－ 

 直訳すると「内在された偉大な智慧に到達する心の教え」ということだ。 

 私達の心の中には誰も転生輪廻の過程を心の中に記憶しているのが人間の常なのである。 

 そんな馬鹿げたことがあるものかと、もし思ったなら、そのような人々は自分の思念と行為に偽

我の生活があるために、理解出来ないのだといえよう。 

 余程、無智な人か独りよがりな剛情な人間だといわざるを得まい。 

 否定する前に、自己の生活を正して研究して見ることが進歩につながるからだ。 

 私はこの世における学問的智識を否定するものではない。 

 その得た智識を生活の中に生かされた時に智慧に変わるということを忘れてはならないだろう。 

 それは、より人生において己の魂の学習を豊かにするために最も重要であるからだ。 

 しかし、人間は正しい物の考え方、正しい生活のあり方に対する基準を知っていなかったならば、

無駄な苦労をし、人生航路での遠路（廻り道）をするということを覚悟しなくてはならないだろう。 

 永い転生輪廻の中から人生における八十年や百年の体験は線香花火のように一瞬のまぼろしの

如き短い時間だと思わなくてはならない。 

 私達が過ぎ去った過去をふりかえって見た時、その過去が果たして永い時間であっただろうか。 

 人生は誰もふり返って見れば、本当に短かったということに気がつくのである。 

 それ故に一日を無駄に過ごしてはならないだろう。 
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 身近な者達の死を目の前で見つめた時、その人だけに死があるのではない。 

 いつの日か、この現実が自分にふりかかって来るということを知らなくてはならないのである。 

 生ある者は誰もがこの現実から逃避することが出来ないということを知らなくてはならない。 

 いかに地位があろうと、いかに財産があろうと、いかに愛する者がおろうとも、死はこの世の形

あるすべての物を、その人から奪ってしまう。 

 若し財産や地位・名誉に執着を持ったり、子孫のために執着を持って思い残す心をもったままこ

の世を去ったとしたならば、間違いなく地獄界におちるということを知らなくてはならないだろう。 

 地獄は講談やミステリーの世界にだけあるのではなく、この地上界に生存中から続いているので

ある。 

 いかに財産家であろうと名家であろうと、生れて来た時にどんな赤ちゃんでも裸で生まれて来た

のであって、ビタ一文のお金も持っては来なかったはずだ。 

 死ぬ時も同じである。 

 生きている間に必要なものであり、これも足ることを忘れ去った時から、欲望は限りなく外に広

がり、心の平安が得られなくなり、自から苦悩をつくり出して行くことになるということに気がつ

かなくてはならないだろう。 

 人間は物質経済の奴隷になってはならない。 

 一人一人の人間が人生の何たるかに目覚めたならば、現在のような不平等な経済社会は消滅し、

心優先の、物質経済をより調和された社会生活を営むための宝石に変えることができるのである。 

 人間、価値観の転換を計らなくてはならない時が来ているということだ。 

 資本主義理論も唯物主義理論も人間のつくりだした智識であって、智慧の段階には入っていない

ということだ。 

 人間同志の信頼関係は、物質経済のみに依って成り立つものではない。 

 それ故に、修正資本主義、修正社会主義というように時代時代に応じて、間違った思想は目先を

変えて行くものなのである。 

 正法とはほとんど掛け離れた智識の段階だということだ。 

 権力や武力に依って間違った思想を人間に押しつけても、本来人間の心の中には、自由に生きる

心の領域が存在しているということである。 

 間違った思想はいつの日か、大衆の心が遊離し、必ずこの地上界から消滅して行くということを

知るであろう。 

 また、間違った思想や宗教を改めるために、天上界よりその使命を持った魂が、この地上界に肉

体を持ち、調和された社会をつくるために、使命を果たして帰る場合が多いのである。 

 オーギュスト・コント、ハーバード・スペンサー、ヘイゲル、マルクスなど、すべて天上界より

調和された社会を造るため、使命を持って生れて来た天使達であった。 

 しかし、最も大事な人間の心を忘れ去り、物質経済に重点がおかれた点、彼等の智が真実の道か

らはずれてしまったのだと、ミカエルは私に言っている。 

 また、人類を厳しい階級闘争に追いやり、闘争と破壊の思想を生み出した思想家達の罪は、自か

らその責任を果たさなくてはならないということだ。 

 人間一人の命の広さは、地球の広さより広い。宇宙大である。 

 この命を、決して他人が奪う権利はないということだ。 
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 いかに物質経済が満たされたからと言って、果して、満たされた人々がみな幸福だという保証が、

どこにあるのだろうか。 

 経済的に恵まれている家庭なのに、夫婦は不調和、親子は断絶という例は、限りなく世間には存

在している。 

 例え経済的に恵まれていなくとも、夫婦がお互いに信頼し合い、親子は助け合って明るい家庭の

例も、限りなく世間には存在しているはずだ。 

 人間同志、心と心の交流、心の対話が最も必要な条件だといえよう。 

 良き家柄だという生れから、虚栄心のまま人生を送る愚かな人々もいる。 

 真実ではない人間の生活ほど、みじめな人生はないということだ。 

 

2-4．一つの神理、一人の指導者 

 人間はもっと自分の魂の系列を大事にせねばならない。 

 肉体の先祖や子孫はこの世限りであり、魂の先祖は、永遠なのである。 

 自ら正道を歩んで、心を浄化した時、偉大な魂の兄弟達や、諸先輩の見えない世界でどれだけ心

配をし、どれだけ協力をしているかということを、体験することが出来るのである。 

 肉体先祖からは人生航路の乗舟をいただいたものであり、生活の環境を与えられたのである。 

 肉体先祖の供養は、先ず自分が健康であるということが大事であり、残された子孫がお互いに仲

良く明るい家庭を造るということが、最大な供養といえよう。 

 育てていただいた両親に対しては、その愛に、親孝行という報恩の行為が最大の供養なのである。 

 仏壇の前でお経をあげることが供養だと思っていたらとんでもない間違いだということだ。朝晩、

線香や灯明、お水をあげることでもない。 

 残された者達が、健康で、美しい心で、明るい家庭を築くことが、最高の供養といえよう。 

 私達は旧来の陋習を破り、仏教の原点に帰ることだ。 

 生きている人間がわからぬお経を、死んだ人間にあげてわかる道理があろうか。 

 坊さんがプロとしてお経をあげているが、お経の意味がわかっていたら、おそらく仏壇や仏像、

曼荼羅の前でお経などあげる愚か者はいないはずだ。 

 なぜならば、お経の意味を知っていたならば、自から生活の中に生かして、人生の道を悟ってい

るからだ。 

 悟れば、あの世、死後の世界、死者がどこにいるかわかってしまうからである。 

 あの世などは“ない”と公言している僧侶がいるが、それで死者に引導を渡しているのだから、

最早ペテン師である。偽善者という外はなかろう。 

 引導は、葬式における儀式の一つではないということである。 

 盲人（めくら）、蛇におじずの例えである。 

 死者の引導を渡す前に自分に引導を渡すべきだ。一切の執着から離れるための引導を！ 

 葬式から帰ってきた僧侶が体調が悪いのは、自己の確立が不完全であるから、死霊のいたずらだ

ということを知るべきである。 

 心して、仏道を極める以外に道はないということを悟らなくてはならないだろう。 

 偽善の心を捨てることだ。その時に道は開かれていくのである。 
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 又仏教を排斥するキリスト教信者や指導者も同じことがいえよう。 

 インマヌエル・イエスは、今のローマ法王のような金襴緞子（きんらんどんす）は身につけては

いなかったということだ。 

 あんな立派な教会も存在はしていなかったはず。 

 天上界の上段階では仏教もキリスト教も回教もユダヤ教も、一つの神理であり、一人の指導者に

依って指示されているということを知らなくてはならないだろう。 

 モーゼ、イエス、ブッタも同じ光の大指導霊であるということだ。 

 

2-5．サタン、ルシュエル 

 紀州白浜 南海の海に真赤な大きな太陽が沈もうとしている。 

 水平線から一艘二艘三艘と白浪をけって漁船が帰って来る。ポンポン船の音が港を包む山々にこ

だまする。 

 研修会の人々も全員、集まったようだ。 

 その時だった。ミカエルは又姿を現わし 

「主よ ルシュエルが来ております。気をつけて下さい……」 

 私は一瞬、ルシュエルという名前について考えて見た。 

『ミカエルよ、そなたの弟子、ルシュエル天使のことか。 

 彼は地上界に生まれた時、確か、サタンと呼ばれた人間であったね－』 

「その通りでございます。 

 主や私の前にはだかろうとしております。十分気をつけて下さい－」 

 側に座っていた佳子も 

「パパ・・・、サタンが近づいているわ。 

 昨夜、大阪の都ホテルに泊った時に、東京から来た講師と関西から来た講師の心の隙を狙ってい

るのよー」 

『私も 昨夜からわかっていたのだ。 

 今日は講師団を研修することが大事だ。 

 二、三名の人々に注意しても効果はあるまい。 

 全員、講師団を前に出して「正法と魔」というテーマで私は講演しよう。 

 ミカエルよ、そなたは、佳子の声帯を支配して、天上界の声を聞かせておくれ。 

 サタンがいかにして、人々の心の隙に入り込んで混乱をつくり出すかを、検証して欲しい…』 

「はい、わかりました」 

『佳子 あなたは 心を正して ミカエルの意志が自由に通ずるように、常に浄化しなさい』 

「はい、わかりました。」 

 私の意志は、即座に、研修実行委員に連絡されて、全員、会場に集合がかかった。 

 一番、前列に出された 講師団は二十数名。 

 理由もわからぬまま、私の来るのを待っていた。 
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 ざわめいていた会場は一瞬、水を打ったように、静まり返っていった。 

 しかし、東京から来た女性の講師が一名会場に姿を現らわしてはいない。 

 私は、至急に講師を呼びにやった。 

 彼女は暫くしてから、会場にやって来た。 

 東京の事務局にいる講師と京都から来た講師は非常に気分が重いようである。 

 昨夜から、感情の波が粗悪のまま私の心に伝わって来る。 

「わてはもう、講師はこれを最後にしておきますわ。一歩から出なおしやす……」 

 彼らが、白浜にくる電車の中で、語り合っている言葉が、私の胸の中から聞えて来る 

 彼等が、サタンに踊らされている張本人達なんだと思った。 

 本部の事務局から来た講師は 

「先生は、自分の子供に甘くなってしまった。すっかり子供の言葉を信じている。恐ろしいこと

だ。 

 先生は、サタンにまどわされている。 

 しかし、先生の説いている法は間違ってはいない。僕等は法を信じていこう」 

 他の東京の何人かの講師も、名古屋の講師たちも 

「そうだ、俺達は誰を信じていいのかわからない。 

 法を信する以外にはないだろう。 

 先生はサタンにまどわされているのだ。 

 俺達は法を信じよう……」 

 一人一人から、発信されている心の波動はすべて本末転倒していた。 

 正しい法を説いている師を信じないで、なぜ正法が信じられるのだろうか。 

 私は悲しかった。 

手にとるように、一人一人の心の中で思っていることが分かってしまうからである。 

 このような 霊囲気の中で、講演が始まった。 

 

2-6．大天使ミカエルからのメッセージ・・・その 1 

 私の話に続き、佳子を会場のみな様に紹介した。 

『天上界の大天使長、ミカ・エルがここに来ております 

 只今から この女性の体を通して、ミカ・エルに語っていただきます』 

 彼女の口を通し、美しい古代ハム語が流暢に流れだした。そして日本語に変った。 

「我は七色の翼をもつ天使なり。 

 地より湧きいでて、やがて天に帰らん。 

 私はミカ・エルでございます。 

 主よ 良くお悟りになられました。 

 私はうれしゅうございます 
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 主は今から七十年前のこと、この地上界に肉体を持って出られるにあたり、私に申されました。 

 『私はこれから地上界に生命を持つ。私が悟れぬときは、私の魂を揺り動かしてくれ』 

 そのために、私は、主が 9 才の時から、あの世へと魂をひっぱり上げたのでございます。 

 私は、今、自分の使命を果たしに参りました。 

 主よ、おそくなりましたことをお許しください。 

 ここにいる多くの者たちよ よく聞きなさい。 

 そなたたちは、みな神の子。すべて天上の世界から生まれて来た者たちなのです。 

 そなたたち 今ここにいる者達の多くは、ある時にはエジプトに、ある時はギリシャ、またある

時にはブッタのおられたインドの地に、又、インマネル・イエスの生れたイスラエルに、更に中国

にそして日本にと生命を持っておられるのです。 

 この日本に生まれたということは、素晴らしく大変なことなのです。 

 そなたたちは その事実を思い出しなさい。 

 その理由は、そなたたちの心の中に記憶されているはずです。 

 私の言葉は、天上界の天使の言葉であり、それ故に、そなた達の心の奥ゆきにまでも染み渡って

行きます。 

 道は果てしなく続きます。 

 しかし信じなさい。 

 信ずれば、そなたたちの前にある門は開かれん。 

 私は今目覚めました。 

 そなた達も今目覚めなさい。 

 私は今から三千五百年前、アポロとしてこの地上界生まれ、真理を説きました。 

 そして、私の生命は終りを告げましたが、復活して弟子達に申しました。 

『ギリシャより東の国、インドの地に偉大なる尊い方がお生まれになられる。 

 そのお方が、アポロが説いた、己を知る中道の精神を学ばれてお悟りになられる』 

 私の弟子達三十七名の者達はその使命を果たされました。 

 今も又同じことです。 

 そして今が最終ユートピアの建設のために生れ来たことを知りなさい。 

 他人には寛容の心を持ち、己には厳しい心を持ちなさい。 

 そして信ずることです。 

 道はどこまでも続きます。 

 物質は永遠ではありません。 

 この地上界でのできごとは、一時の夢のようなものです。 

 今、そなたたちはなぜこの地上界に生まれてこなくてはならなかったのか、そなたらはそれを知

りなさい。 

 それは己の魂を向上させ、この地上界にユートピア実現のためなのです。 

 そなたたちの心の中には、偉大なる 90%の心、英智があるのです。 
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 その英智に気付いていないのです。 

 転生輪廻における体験されたこの英智を誰でも思い出せるのです」 

  

2-7．大天使ミカエルからのメッセージ・・・その 2：講師たちへの警告 

「講師の者達よ、この中にも増上慢の心を持っているものがいます。 

 私にはわかるのです。 

 そのことは、そなたたち自分自身が自分を一番よくわかるはず。 

 自分の器を知りなさい。 

 そして過去世の名前や地位にとらわれることなく、今の自分がそなたたち自身であることを知り

なさい。 

 なぜ今、生まれて来ているのか、その使命を知りなさい。 

 この地上界に出られる時、私達と約束したことを思い出しなさい。 

 なぜ、自分の心に増上慢の心を起こすのか。 

 私がここに来る時、サタン（魔王）も来ているのです。 

 サタンはかつて 私の弟子でした。 

 彼は地上界に出られた時に自分を失い、悪魔に魂を売ったのです。 

 それは遠い昔、かつてミカエル、私が地上界を去り、大天使となった頃のことです。 

 かつての天使であり、そして地獄界におちたサタンは、多くの部下をつれて天上界へ攻めのぼろ

うとしていた。 

 それは地上界を縁として行われようとしており、地上の人間が多くの魔によって混乱されること

を防ぐため、光の天使達は地上界に降りてサタンたちと戦いました。 

 多くの天使達が傷つき倒れ、大天使ガブリエルも又、傷を負い、私ミカエル一人が残りました。 

 サタンはかつて、天上界ではルシュ・エルといって私の弟子であり、心やすらかな天使であり、

人の心を理解する能力の持主でした。 

 サタンとなった今も、その強力な能力を保持しています。 

 地上界に肉体を持った時、魔にまどわされて地獄界に堕ち、サタンとして君臨しているのです。 

『サタンよ 私は戦いたくない』と私は申しました。 

 しかしサタンは息をもつかさず矢を射てきました。 

 その瞬間、私の体の光がまぶしく大きく輝きました。 

 主が光を与え給うたのです。 

 矢はすべて消滅しサタンは目がくらみ、地獄の底へ堕ちていったのです。 

 サタンとの戦いはその後、またありました。 

 モーゼが地上界を去られた時、サタンはその亡骸を利用しようと狙ってきました。 

 阻止しようとする私達に、サタンは立ち向かってきました。 

『サタンよ、なぜそのようなことをする。 

 そなたも神の子ではないのか。 
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 なぜそなたは気がつかないのか』 

 私の言葉にサタンは、反問しました。 

〈神の子は、なぜサタンを忌み嫌うのか〉 

 私はまた呼びかけました。 

『悪魔とてみな神の子、私達はみな同じように愛している 

 そなたたちは、かつて人間として地上界にあった時、悪魔への恐怖感と自己保存から、悪魔の意

識のとりことなったもの。かつてアラーの神の教えを聴いたものではなかったか 

 思い出して欲しい。正しい神の子の心を－－』 

 しかしサタンたちは戦いをいどんで来たのです。 

 私達の身体はその時また大きな光の輝きにみち、サタンは見る見る小さくなり地獄の底に再び堕

ちていったのでした。」 

 

2-8．大天使ミカエルからのメッセージ・・・その 3：講師たちへの諫言 

 「ミカエル・私の出たときは、地獄は少なかったが、作用、天国が上にあがれば、反作用として

の空洞、地獄ができたのです。 

 ひとりでも多くの人々に、愛の教え、心安き、正しい法を説きなさい。生活に生かしなさい。 

 心の中に多くのものを得、己を悟ることになるのです。 

 なぜ泣くのでしょう。なぜ泪が出るのでしょう。それは何なのでしょうか。 

 心の中の英智は偉大なものです。心の中をゆさぶるものです。 

 これからも道は続きます。永遠に続きます。 

 しかし、物質はうつり変わるものです。 

 今の世にある物質はすべて、あの世のまねごとである事を知りなさい。 

 物質に心をとらわれ一生を終えれば、どのように悔いねばならないか、そなた達はよく知ってい

るはず。 

 主が、いかに偉大なお方であるかを知りなさい。この中の何びとも、この方の世界に行くことは

できないのです。 

 そなた達は、私の世界ですら、見たこともないだろう。 

 今の心では見ることは困難です。 

 今の自分の器を知りなさい。 

 自分で自分から力が出るなどとはもってのほか！ 

 自分が行動したものが、いかなるものであるかは、まわりの者がわかるのです。 

 力を出すなら自分から出しなさい。 

 そなたたち一人一人の心の中にある、サタンの心に気付きなさい。地獄のサタンは気付かぬうち

にやって来ます。それは強い力を持っています。 

 そなた達が知らないうちに、心のスミの奥にあるのです。それに、うち勝つには、信と愛の心し

かありません。 

 心に愛の防壁を作りなさい。それがサタンからのがれられる、只一つの方法なのです。 
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 肉体は仮のものに過ぎず、心の中にある大切なものを知りなさい。そして、毎日の生活を正しな

さい。 

 そなた達の多くは、天使達であろう。 

 サタンの心は、増上慢の心にある。 

 私達はそなた達の心の状態に依り、姿を現出することができるのです。 

 そなたたちの力に応じて語ることが出来るのです。 

 それは器の広さによるのです。 

 毎日の生活において発揮しなさい。 

 天上界に帰るときは、一段と大きい心を持って帰りなさい。 

 己を知りなさい。己の器を知りなさい。 

 使命を果たしなさい。 

 そなた達は私達とどのような約束をして、地上界に生まれて来たのか思い出しなさい。 

 世界は丸い。心も丸い。太陽も丸く、愛と慈悲を教えてくれている。 

 天上界に燦然と輝く心の太陽から、私たちは、智慧と愛と慈悲をいただいて、この地上界に出て

来ているのです。 

 天上界の太陽の心を知りなさい。 

 知っているのに忘れてしまっているのです。 

 人の心に段階あり 

『我れ、今天上の世界を見聞する。道は開かれん』 

 自分の器の大きさを知れ！ 

 増上慢の心で自分を大きく見るなかれ。 

 汝、中傷するなかれ。 

 愛せよ。許せよ。道を歩め。 

 今、そなたたちに開かれている霊道は本当の力でないことを知りなさい。 

 10%の力だけでなく、90%の智慧を知りなさい。 

 偉大なる主より与えられた光で、私達の心はいつもまるく平穏で、愛と慈悲にみち、一日も早く

仏国土ユートピアを実現しなさい。 

 そして人々の心の中に愛の灯を灯し続けて行きなさい。 

 そうすることによって、そなたたちの前に確かな現象が現れることをここに予言いたします。 

 自分の器を知りなさい。 

 自分の器を知ったなら、器を大きくすることより、その器一杯に愛の水をくみ入れなさい。 

 天使なら天使としての修行をして帰りなさい。 

 主は偉大なる方です。それを知りなさい。 

 この地上界が素晴らしく調和されることになれば あの世の地獄も救われて行くのです。 

 すべて主の予言と同じことなのです。 

 最終ユートピア建設のため、我、今ここに現わる。 
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 汝の心素直なれば、道は開かれん。 

 信ずる者よ、そなたは救われん。 

 かつてアポロがギリシャの地を去り、復活して三十七人の弟子達の使命を再度うながした時、彼

等は異言を語り出したのです。 

 イスラエルのインマネールの時にも、インドのブッタの時にも同じ現象がなぜ繰り返されたので

しょう。 

 この事実を善我なる心にしっかりと焼きつけなさい。 

 ここにいるもの、己を知りなさい。自分の頭の高さを知りなさい。 

 ここにいる者の中に、心の窓がひらかれそうな方がおられます。 

 なぜ涙が出るのでしょう。 

 内在された 90%の偉大なる心がそうさせるのでなくて、何がさせるのでしょうか。 

 汝、うたがう勿れ。いつまでも、この道を進みなさい。 

 すべてこれは、天上界で予言されていたことなのです。 

 今、主は、悟られました。みなこれを心の糧としなさい。 

 それが何であるか。 

 なぜこの現象が起きるのか。心の中に焼きつけて、天上界での使命を果たして行きなさい。 

 主は、それはそれは厳しい修行でございました。 

 しかし主について行きなさい。 

 心を丸くおだやかにして「行即光」 

 “行”こそ光となってゆくことを、そなた達は悟らなければなりません。 

 なぜ生まれて来たかを知りなさい。みなそれぞれ異なった使命を持って出ているのです。それぞ

れが使命を思い出し、使命を果たして行きなさい。 

 自分の責任を持って帰りなさい」 

 

 ・・・これが大天使ミカエルが語られた結びの言葉であった。 

 重い感銘が研修会の大広間をおおい、会場は感激の泪であった。 

 光の大指導霊、大天使ミカエルが出現され数多くの聖書の世界から真実を解き明かされて行った。 

 今迄は仏教を主体として八年間、私は説いて来た。 

 そしてようやく、イエスの教えの真実にふれるようになって来た。 

 更に正法の実証が、既にくつがえせないものになって行った。 

 大天使ミカエルの言葉は、そのことを物語っている。 

 こうして ミカエルの言葉に依って、パウロの弟子として小アジアの七つの教会の一つエペソ教

会の司祭であったことを思い出した方も出て来た。 

 

2-9．サタンに毒された講師たち 

 ミカエルの感動的な説法は参加者の心をゆすり、感涙をとめることが出来なかった。 
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 しかし、一部分の講師の心は既に閉じてしまっていた。 

 サタンの毒を心の中に大分食べてしまったようだ。 

「汝、他人を中傷すること勿（なか）れ」 

 ミカエルの慈愛の言葉が彼等の耳に心にどのように響いたのだろうか。サタンの毒ですっかり聞

く耳を忘れてしまったのだろうか。 

 しかし、私は彼等を信じていた。必ず、理解する時が来ると確信をしていた。 

 その晩のことであった。 

 京都の T 講師は、私の部屋を訪れた。 

 いつもの彼とはちがう。心の中に割り切れないものを持っている。その解決のために来たのであ

ろう。 

 私は彼に椅子を奨めた。 

「先生、わてはどうしても納得ようしません。 

 あんなに熱心にやりはっている G 堂先生はんは、考え込んで昨夜も一晩中泣いておりました。 

 一体どうゆうわけどすか……教えておくれやすー」 

『T さん、私はあなたに正しく見よ、正しく聞け、正しく語れと、正しいことについて教えまし

たね』 

「へえー、教えていただきました－」 

『では 彼女はなぜ泣いているのかということを考えてみましたか。 

 泣くには、非常にうれしくて、うれしくて感情が込み上げてくる場合に泪が出て来ます。 

 逆に非常に、悲しくて、悲しくて、胸のつまる思いの感情で泪が出て来る場合があります。 

 又、非常に口惜しくて口惜しくて、しゃくにさわって許しがたい奴だと思って口惜し泪を流す場

合もありましょう。 

 今、彼女はどの泪を流しているのでしょうか。 

 あなたはおわかりですかー』 

 彼は黙ってしまった。 

 その時だった。G 堂女史が風のように入って来た。 

 そして私の前に坐った。 

『あなたは、そんなに目をはらしてどうなさいました 

 いつものあなたらしくもありませんね。元気を出しなさい－』 

 彼女の目はふちがはれあがり、寝不足と泪で常人の顔ではなかった。 

「先生すみません。御心配をおかけ致しましてすみません」 

 その時私の側に座していた佳子が言った。 

『G 堂さん、あなたのいつもの笑いは造られた笑いです。早く心から笑えるようになってくださ

いねー』 

 その瞬間であった。 

 彼女の目はつり上り、彼女の裏にサタンが立っていた。 

「そんなこといっても私はね、三才の時両親に死別し、苦労して今日まで生きて来たのよ！ 
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 あなたたちに私の心がわかってたまるものか！」 

 と大声をあげ、飛びかかろうと、身を乗り出して来た。 

 私は立ち上がり 

『T さん良く見ておきなさい あなたたちに毒を食べさせていたサタンが本性を出したのです。 

 K にもこの状態をみせてやりなさい』 

 K はすぐに私の部屋に来た。 

「まあー 恐ろしいわー。ほんまに 恐ろしいわー」 

 T 講師は私達の方に身をよせて、彼女の動作を見守っていた。 

『サタンよ、そなたはこの女性から離れなさい。 

 そなたも神の子のはず 

 そなたの心の中にも嘘のつけない善我なる心があろう。 

 盲目の人生を歩んでいる人々の心の中に巧みに入り込み、混乱を引き起こそうとしても、私は既

にそなたを見破っていたのだ。 

 そなたは、いつまで地獄の帝王をやっているのか 

 何千年も、心に安らぐことなく、闘争と破壊を繰り返し、いつ力のバランスで自分の座を他人に

追われるかわからぬ不安定の生活をしているのだ。 

 そなたも、かつては天使であったはず。 

 何もいわずに、この女性の体から心の中から去りなさい』 

 その時、彼女の体からサタンは出て行った。 

 彼女（G 堂講師）の体は鉛のように硬直していた。 

 そして自分に戻った。 

「あらー 先生、私どうしたのかしら。 

 大阪の都ホテルに泊まった晩からおかしくなってしまったのー。 

 あー、私、自分に戻ったわ。 

 先生、有難うございますー」 

『G 堂さん、しっかりしなくてはいけません。 

 あなたは、都ホテルでお泊りの時、佳子の霊的現象を見て、「本当に霊的現象を軽々しくやりす

ぎるわ。もう許せないー」と心の中で、怒ったはずです』 

「はい、思いました。思いました。 

 もう許せないーと、本当に思いました！」 

『そんな愛のない無慈悲な心がありますか。 

 その瞬間、サタンが入り込んでしまったのです。あなたの、愛のない心が呼んだんです』 

「ああ 恐ろしい。本当に恐ろしいわー」 

『恐ろしいのはあなたの心です 

 そしてあなたは私の部屋を出て、T さんの部屋に行ったはずです。 

 その部屋で「佳子さんは軽々しく霊的現象をやっているわ。霊的現象をなんと思っているのかし
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ら！」と、二人の男の講師に申したはずです』 

「はい申しました」 

『そして、「今先生はお休みになられました。佳子お嬢様に毛布をおかけになりました」といっ

て、みな様の歓心をかいましたね』 

「はいその通りですわ」 

『その時既に、サタンに支配され始めていたのです。 

 あなたの心の中で「あなたは偉大なる使命を持っております。若しあなたがこの使命のことを他

人に言うと佳子さんは殺されます。あなたは黙っていることです。 

 あなたは偉大な、神の使いなのです。あなたは、偉大な使命があるのです」 

 と、サタンから、相当おだてられたはずです。あなたは、そのおだてを信じたはずです。あなた

は増上慢だったのです。 

 そして、その時、T 講師の部屋に電話が入り、K が電話の主の部屋に行き、「軽々しく霊的現象

を扱うものではありませんと注意したはず」 

 彼もサタンの毒を食べてしまったのです。 

 K が席をはずした時に、あなたは 

 「K 先生は、偉大な方です。T 先生も、偉大な方ですが K 先生から見ればこんなに小さな魂で

す。T 先生は、K 先生を助ける使命があるのです。 

 今あなたは、北海道から東京、関西、中京、九州から、批判の矢が大小どんどん、とんで来てい

ます。あなたは、その矢をいかに防ぐかが修行です」と申されたのです。 

 G さん、そうでしょう』 

「いや、私、何を申し上げたか知らないわー」 

「G はん、何を申し上げはったか知らんとは、ほんまにひどいわー。いいはったではありません

かー」 

 T 講師は、G 女史を追及した。 

『T さん、サタンよー。G さんを許しておあげー』（※ ご息女、佳子さんの言葉） 

「ほんまに、あほらしいわー」（※ T 講師の言葉） 

 かくして、サタンの爪は、霧散に帰してしまった。 

 この話は、他の講師たちの耳に入り、他人に対する中傷が内部を混乱におとし込むという事実を

身を持って体験するのであった。 

 サタンは、愛のない言葉、愛のない行為、愛のない心の隙を、いつもねらっているということで

ある 

 研修会を終えて帰る講師たちの頭にも光明がさし、良き体験として今後も生き続けて行くであろ

う。 

 私の息女ということで、みな甘く見てしまった点も、みのがせないのである。 

 魂の世界は親子であっても魂は別であり、法の上では師と弟子であるということを知らなくては

ならないだろう 

 この法則を崩してしまった時から、間違った世襲制度的因習をつくり出してしまうということで

ある。 

 人それぞれのウツワを知らなくてはいけない。 
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3．【講演会-心の中に内在されている英智（1976-4/11）】 

 櫻の花が都会を飾っていた。 

 一九七六年四月十一日、日大講堂において「心の中に内在されている英智」という 私の講演会

が行われた。 

 会場を埋めつくした聴衆の心を正しくゆり動かして、神の子としての自覚にめざめさせるために

は、私一人の力で出来るものではない。 

 天上界の協力がなければ、不可能である。 

 又、聞き入る人々の心に住する魂の兄弟や守護、指導霊達の協力も欠くことが出来ない。 

 私の講演会の場合、各人の魂の兄弟や守護指導霊が肉体を持っている者達の側で一緒に聞いてい

る場合が多いからである。 

心の美しい人たちは、肉眼で守護・指導霊が、今までも見える場合が多かった。 

 又逆に、悪霊に支配されている聴衆者の場合は、口からあわをふいて後にひっくり返されたり、

意識を一時持って行かれる場合もあった。 

 又、心のみにくい者達は、金しばりにあって、体の自由を失ってしまう者達もいた。 

 彼等の殆んどが、間違った信仰をしている人々である。 

 私の傍らにいて支援している光の天使に依って、光の輪のようなものが投げられ、その光の輪に

依って肉体を束縛されてしまうということである。 

 しかし信ずる信じないは別問題であり、日常の生活の中で、偽我のままの生活をして心を悪魔に

売ってしまった人々に、このような現象が現れて来るといえよう。 

 大講演会になると必ず、数人はこのような現象に見舞われることが多かった。 

 このような人々の体からは、黄金色の光は出てはいない。 

 うらみの念の強い人、相手の罪を許せない人々であった。 

 愛もなく、慈悲もなく 他人からそれを求めて、自から他人に与えない一方通行の人達なのであ

る。 

 そして自分自身が苦しんでいるのに、この苦しみは夫のせいにし、妻のせいにし、姑のせいにす

る。 

 しかし、苦しんでいるのは自分自身なのである。 

 私達は、この食べ物は腐っている、毒が入っていることが先にわかると、殆んどの人々は口に入

れないだろう。 

 食べれば、死んでしまうことを知っているからだ。 

 しかし心の毒は、平気で食べてしまうのが常である。 

 食べ物の毒は、肉体を亡ぼすが心まで亡ぼすことはしない。 

 心の毒は、死後の世界まで持って帰ってしまうということを知ったならば、うかつに食べられな

いということを、私達は知らなくてはならないだろう。 

 世の中には、我慢強い人がいる。 

 他人の前で、どんな苦しいことも悲しいことも打ちあけることなく、心の中につめ込んで耐えて

いる我慢強い人々がいる 

 このような人々の心は、いつの日か腐敗して肉体的にもぼろぼろになってしまう。 
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 忍辱の心が必要なのである。 

 いかなるはずかしめを受けても、良くこれに耐えて、心の中はいつも朗らか、常に安らいでいな

くてはならない。 

 不必要なことは、心の中にとどめておかないことだ。 

 そのためには、その原因がどこにあったのか、苦しい自分に悪い原因があったなら素直にその根

を除くことが大事なのである。 

 その根を除かない限り、又同じ苦悩を味わうことになるだろう。 

 若し、自分に原因がなかったならば、相手を許してやることだ。許すことも愛だからである。 

 こうして、今日の聴衆者の中には、心の富める者、心の貧しいもの、人それぞれであった。 

 仏教の信者、キリスト教の信者、日本神道、共産主義者、自由に集まって来ていた。 

 部厚い聖書を小脇に持っている者から、仏典を持っている者、宣教師から僧侶、一般大衆、学生、

主婦、実業家、OL、職業もまちまちであった。 

 私の講演会が始まる頃は、ざわめいていた講堂の中も、水を打ったように、静まり返り、視線は

私に集中された。 

 そして講演は始まった。 

 

【講演要旨】 

『人々はなぜ盲目になってしまったのだろうか。 

 なぜ明日のことも分からぬまま、今苦悩し、今楽しみ、今悲しんで生きているのだろうか。 

 人間は何のために生まれ、何の目的を持ち、どんな使命を持って生きているのでしょうか。 

 そして死後の世界は存在するのだろうか。この世限りの人生なのでしょうか。 

 仏教もキリスト教も化石化して、既に真実もその中から知ることはむつかしくなってしまった。 

 余りにも長い歴史のちりとほこりが、真実をおおってしまったのである。 

 その時から人間は心を失い、物質や経済の奴隷になりさがり、欲望の渦の中にまき込まれて、自

分自身を忘れてしまったのである。 

 みな様は、肉体そのものを自分自身だと錯覚をおこしている。 

 もしみな様の肉体が自分自身のものであるならば、何故自分自身で自分の肉体を完全に支配でき

ないのでしょうか。 

 なぜ病気をするのです？ 何故老化するのですか？ 

 なぜ死んでしまうのですか？ 

 肉体は、みな様がこの地上界に生まれて来る前に、今の両親になられているお父さんお母さんに、

肉体舟の提供を頼んで来たのです。 

 両親が勝手につくったのではないのです。 

 天上の世界において、お互いに約束されて、人生航路の乗り舟を戴いたのです。 

 この地上界の総ての物質は、変化します。永遠に保存することは出来ません。 

 肉体も幼児のまま停止することは出来ないものです。成長します。 

 少年少女から青年期へ、更に壮年期から初老へと変化して行きます。 
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 何びともこの法則を破ることは不可能なのです。 

 形あるものは変化します。総てが無常です。 

 その無常なものにとらわれて、人間は苦しんでいるのです。 

 現代の科学者達は、私達の大脳皮質に記憶装置があるのだと、間違った判断をしています。その

科学的根拠はどこにもないのです。 

 若し大脳皮質が総ての記憶室であるとしたならば、眠っている時に、耳の穴も鼻の穴もちゃんと

あいています。なぜ聞こえないのでしょうか、なぜ臭いがわからないのでしょうか。 

 一定の振動以外のものはキャッチすることが出来ないはずです。 

 悲しみだけが大脳皮質に記憶されているならば、眠っている時も悲しいはずです。 

 楽しいことだけが大脳皮質に記憶されているとしたならば、眠っている時も楽しいはずです。 

 しかしどんな悲しいことも、眠っているときは忘れています。楽しいことも忘れています。 

 私達の脳細胞は約二百億近くの細胞集団に依ってつくり出されており、視覚神経の細胞皮質の一

つの細胞は赤なら赤をとらえ、決して白をとらえることはないのです。 

 総て電気的振動の発信と受信装置にしか過ぎません。 

 嗅覚も味覚も総てその使命を持った嗅覚神経、味覚神経の神経繊維がキャッチし、選択して、振

動を発信しているに過ぎないのです。 

 原子細胞から送られた発信受信は、光子体の次元の異なった脳に送られ、その船頭さんに送信さ

れて総て判断されるのです。 

 船頭さんとは魂であり、その中心に心が存在している。心眼で始めてこの実体をとらえることが

出来るのです。 

 私達は、両親から戴いた肉体舟に乗ってしまうと、肉体舟の眼や鼻、耳、舌、身の五官をよりど

ころとするために、霊眼、心眼、霊聴の力が鈍化し、物質的な世界しか確認出来ないようになって

しまうため、物に溺れ、情欲本能に溺れて、心の中に曇りをつくり出してしまい、自から、神の光

をさえぎり、盲目の人生を送ってしまうという結果になってしまうのです。 

 こうして人生の苦悩は、自からつくり出してしまうのだといえましょう。 

 私達がこの地上界に生まれて来た時は、誰も丸く豊かな心の持ち主で、みな天上の世界から、よ

り豊かな魂をつくり、調和された地球生活を送ることが目的であり、使命でありました。 

 そのため、生れたばかりの赤ちゃんは、何の罪もなく、天真爛漫、仏のような心の持ち主なので

す。 

 生まれおちるとともに、心の中に記録されている過去の一切は潜在されて、人生の一歩から修行

が始まるのです。 

 心の中の本能の領域が自然に芽生えて、母親の乳房を吸うのも、生れる前に既に飲み、食べるこ

とを知った魂であることを知っているからである。 

 やがて感情の領域が働き、おしめが汚れれば汚いと知らせるでしょう。 

 生れた環境や教育・思想・習慣が、心に作用し、智性が発達して行きます。 

 私達の眼に見えないあの世から、人の口を通して出て来る神だ仏だと名乗り出て来る者に限って、

威圧的な言葉で、盲目な人々に自己主張し、信じなければ罰が当たるとか、不幸になるとか脅迫す

ることが多い。 

 このような者は神の名をかたる悪霊の仕業が多いために、私達は気をつけなくてはならないだろ

う。 
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 真に天上界の光の天使達の言葉には愛がこもり、慈愛深く、盲目な人生を送っている地上の修行

者の心に真の調和を与えてくれるものである。 

 恰も親が、我が子の成長を楽しみながら見つめているように、愛の心は変わるものではない。 

 神は、肉体を持った人間の心を支配して語り出すことは絶対にないということを、私達は知らな

くてはならない。 

 人間の口を通して出て来る神を信じてはならない。 

 偉大なる光の大天使や天使（如来・菩薩）も、肉体を持ちし人間の、法にかなった生活をし、し

かも同じ器の心の持ち主でない限り、その人間を支配し語ることはないのである。 

なぜならば、肉体を持っている人間の霊囲気の波長が精妙にならない限り、上段階の光の大天使

とコンタクトすることは不可能だということだ。 

 天上の世界にも見えない壁が存在している。その壁は一人一人の心の段階、調和度によって、そ

の範囲は異なっている。 

 しかし、真実は壁など存在していない。 

 けれども人の心の中に、自らしてその壁をつくり出してしまった。 

 それ故に天上の世界は、分けへだては総て存在していないということだ。 

 人は果てしなく転生を繰返し、何度もこの現象界とあの世を体験している魂であり、死は人生の

卒業式であり、魂の転機ともいえよう。 

「汝、死をおそれること勿れ」、ミカエルは私達にこのことを重ねて告げている。 

にもかかわらず、肉体舟にとらわれて、死に恐怖感を持って、この現象界の世界を去っていく者

が多いということだ。 

 ミカエルは、「人間の持つ、一番愚かなる執着なり」と言っている。 

 私達の五官の死は、真実の死ではない。真実の己自身を自覚して、悟るためのものなのである。 

 即ち真の己の誕生を悟るためだといえよう。 

 又ミカエルは「汝等一秒一秒をおろそかに暮すこと勿れ」と地上界の人々に伝えている。 

 私達の住んでいる地上界の物はうつり変り、持続性がなく無常なものだ。 

 私達の自分の肉体ですら、自分の物だと思っていても、一秒一秒、常に死への旅路が近づいてお

り、休止することは絶対にない。 

 今体験している一切の苦しみや悲しみ又よろこびは、総て調和された己を完成させるための学習

だということを、私達は自覚しなくてはならないだろう。 

 私達の肉体を支配している生命の時間は永遠であって、物質は総て有限だといえよう。 

 人生航路は、はかない一時の夢にしか過ぎない。恰もまぼろしのようなものだ。 

 真の影の中でおどらされているピエロの様に、愚かしい現象だということだ。 

 私達の五官は、かりに、己を守るための手段にしか過ぎない。 

 真の視覚ではない、真の聴覚ではない、真の嗅覚でも、味覚でも、感覚でもないということだ。 

 真のものは、私達の心が主体なのである。 

 天上の世界における感覚は、魂の段階の低い世界においては五官に影響される場所も存在してい

る。 

 しかし天上の世界は、心的精妙な光の世界であり、更に調和された段階になるに從って、総て感
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覚以外の心で、総てを感じられる世界になって行く。 

 地上界における人間である私達の五官は、天上界の心の感覚を体の機能として現した姿なのであ

る。 

 そのために、私達の肉体舟の五官は故障をしたり、こわれたり、失ったりするのである。 

 これも総て、神が我等に与えられた試練であり、三次元的な物質に与えられた力だということだ。

そのために、一つ間違うと、神の慈悲もあだになることもあろう。 

 総ての肉体は、器官にしかすぎない。 

 眞の肉体は不変であり、精妙な光子体である。 

 総て正しい法則に從って生活した時の、調和された姿なのである。 

 私達の肉体は 10％の表面意識にあたえられた最も粗悪な光の集中固体化したものだということ

だ。 

 そのために、地上界で肉体を持つと、なやみや苦しみ、物に溺れ、情欲に溺れて、自ら苦悩の道

を歩んでしまうのである。 

 肉体機能の五官に厳しい粗悪な光故なのであると、ミカエルは私に告げた。 

 そしてこのようにも言われた。 

 「五官とは肉体とは人間の世界におけるロボットと同じものだ。只、余りにも精妙に造られた物

質である。 

 しかし、それを支配しているのは、人間の心である。心を失ってしまえば、この肉体舟も只の物

質にしか過ぎない。 

 死はそのロボットから降り、新しい光の肉体に気付く時なのである。 

 この光の肉体こそ、不変的な己の体だということである」 

 更にミカエルは続けて私に言った。 

「仏像やキリストの像に後光が出ているであろう。心の調和度に比例した光なのである。 

 天上界の住人や、仏像、キリスト像の場合のみにあるのではなく、地上界の民の心の美しく正し

い法に從って生活をしている民の体からも光が出ているのである。 

 その光はこの世を去る時の乗り舟であるということを知ってください。 

 光の量は、民の生活の心がけに比例しているということなのである」 

 ということである。 

 心の暗い人々は当然、光子体の肉体は物質的であり、肉体から出ている光の段階に依って、あの

世の世界の段階が決まってしまうということだ。 

 暗いということは、心と行いが、正しい法則に反した生活をした結果であり、自らがそれに気が

つき、修正すれば、心の中の曇りは除かれて神の光に依ってみたされるため、みたされた量に適し

た世界に住するということである。 

 真に信心深いという人々は決して、教会や寺院、神社にお祈りのための信仰ではない。 

 本来、教会や寺院は人間として生きる目的や使命を教える場所であって、神仏に祈る他力の場所

ではないということだ。 

 そして人間の苦悩の原因と結果を教え、苦悩のない安らぎの人生を送るための良きアドバイザー

でなくてはならない。 

 即ち人間として生きるための正しい法則を教える場所だといえよう。 
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 その正しい法則に從って、毎日の生活をしている人々こそ、真に信心深い人々といえるのである。 

 私達の永い歴史は、習慣として、他力の祈り信仰に変わってしまった。これは大きな間違いであ

るといえよう。 

 かつてヤハベーは、「汝等、偶像を祭って祈ること勿れ」と説いている。 

 誠にその通りである。 

 偶像を祭って祈るようになってから、真実の人間として生きる正しい法則が、すっかりほこりを

かぶってしまったからだ。 

 又、偶像を作り祭ることに依って、その偶像を支配する悪霊がいるということを知らなければな

らない。 

 偶像は芸術品として見るべきものであり、又、天上界の悟られたメシアを形造った場合が多く、

作者が心の眼でとらえたものを、画や像に造り出されたものが多いのである。 

 祈る対象物になれば、祈る人々の想念がその偶像に作用し、霊的現象をつくり出す場合が多いの

である。 

 さわらぬ神にたたりなしという諺は、このような現象から出てきたものである。 

 霊験あらたかという偶像は、絶対にないということを知らなくてはならない。 

 若しあるとしたならば、その道で生活している者たちの言葉が、それを縁として自らの生活を正

した結果だといえよう。 

 それ故に、間違った信仰をしている人々は、自分の信心している神が絶対一番だと思っている。 

 どんな不幸があっても、善意に解釈して自らにむち打って信仰をつづけている。 

 渦の中に入ってしまうと、自分が盲信者であり、狂信者であることすら、分からなくなってしま

うものだ。 

 そして、自らの心を段々に小さくして行く。目がさめた時には心の深手を負ってしまうというこ

とである。 

 神の名のもとに、金品を強制したり罰が当たると脅迫したりする信仰は、信者を食い物にしてい

る指導者か、魔王や、サタンに身も心冒された者たちのすることである。 

 

（未完） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


