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第１０回 NPO 法人 UTA の輪セミナー資料 

２０１８年３月２５日～２７日 
会場 琵琶湖グランドホテル 

 

 

今世のあなたの時間を大きな転換期として、これからの２５
０年に至る転生に、必ず、必ず繋いでください。 
 
私達は本当に喜びで生まれてきました。苦しみの中から喜び
で生まれてきたんです。その喜びをしっかりと信じてまいりま
しょう。心の中に、田池留吉、アルバート、そしてお母さんがい
ます。本当にお母さんと心から呼んでいけば、私達の中は自然と
開けてきます。開いた中で自分の苦しみをまず見つめてくださ
い。しっかりと見ていきましょう。苦しみは私達を喜びへといざ
なってくれるたったひとつの大きな喜びです。私達は本当に苦
しみで生まれてきたのではないのです。喜びの中で生まれてき
たんです。苦しみは私達が作ってきたものです。間違って存在し
続けてきた自分が自分に伝えてくるメッセージです。私達は苦
しい、苦しい、苦しい、辛い、悲しい、寂しい、悔しい、何とか
してくれ、助けてくれ、その心の叫びをあなたもしっかりと受け
止めてください。そしていざなってください。本当の喜び、温も
りの世界へ戻っていこう、温もりを信じていこう、私達は愛から
出て愛に帰っていくんだよ、本当にそのように伝えられるよう
になってください。しっかりとあなた自身があなたに伝えてい
くんです。そういうことを私達はたくさんの時間をかけて、今世
学んでまいりました。ここが踏ん張り時です。踏ん張り処です。
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今世のあなたの時間を大きな転換期として、これからの２５０
年に至る転生に、必ず、必ず繋いでください。そして、２５０年
後、ともに歩みを進めてください。ともに同じ方向を向き、次元
を超えていく意識の流れにしっかりと乗ってください。私達は
待っています。苦しい中、苦しい中とあなたは語ります。いいえ
喜びの中です。苦しい中ではありません。喜びの中で私達は苦し
みを見つめていきたい、いこう、そして喜びの自分を蘇らせてい
こうと固く、固く決心して、約束して生まれてきたことをあなた
の中で何度も思い起こしてください。 
 
 
【ホームページより】 
① 私達の中には溢れるほどの喜びがあります。それを全部押
し込んで苦しい思いばかりを膨らませてきました。肉で生きる
ことはそういうことで、自分達の心を、自分達の思いを踏みつけ
にしてきた暗さ、間違い、自分に詫びても詫びても、詫びきれま
せん。しかし、それもみんな許しの中にあります。許されている
から、受け容れてもらっているから、今もこうして肉という形を
持って、自分の間違いに気付けるときを用意しています。お母さ
ん、ありがとうと心から思える喜びと幸せをじっくり味わって
いきましょう。何が間違ってきたのか、何を間違えてきたのか、
ゆったりと静かに心を向けて、そしてこれからの転生に思いを
馳せてください。形は変われど、中の思いを必ず繋いでくださ
い。そして、ともに次元を超えていきましょう。田池留吉、アル
バートの意識の世界の中で、ともに生きる喜びを味わってまい
りましょう。それが本当の私達のあるべき姿なんです。田池留
吉、アルバートの意識を知らない意識の世界は苦しみでしかあ
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りません。喜びとは程遠いです。 
 
② 愛へ帰るしかないんです。愛へ帰ることが私達のすべてで
す。肉のことは本当に程々になさってください。時間の経つのは
早いです。肉を置いていくとき決して後悔なさらないように。自
分の人生です。誰も替わりはできません。真実を知っていくの
も、苦しみの奥底から抜け出せないのも、全部自分のことです。
自分しかいない世界だということ、どうぞ、肉を持っている間
に、しっかりと学んでください。助けを救いを求めても、誰もき
ません。その一方で、田池留吉、アルバートとともにあることを
確信していれば、そこはただ安らぎ、温もりの世界があります。
あなたの今は、どちらでしょうか。肉、肉で生きていれば、こん
なこと絶対に分かるはずはありません。どこまでも聳え立ちの
自分がそこにいるだけです。その中で、やれ幸せだ、いや苦しい
と言っているに過ぎません。肉からの脱却がない限り、本当のこ
とは絶対に分かりません。 
 
③ 本当のことを知って、自分はなぜ生まれてきたのかを心で
知って、本当に自分は自分の予定したコースを歩いているだろ
うかと精査して、自分の今の肉の時間を終了するように努めて
ください。今世は千載一遇のチャンス、このことをしっかりと覚
えておいてください。今世はこれまでの転生と同じであっては
ならないんです。基準をほんの少しでも変えて、今の肉の時間を
終了させていくこと、そこに、あなたのエネルギーを注いでくだ
さい。世間はどうでもいいんです。どうせみんな濁流の中にどっ
と飲み込まれていくだけです。そこから、ふうっと浮き上がって
こなければ、自分の中で次元移行を達成することは大変難しい
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です。自分との固い約束、どこまで誠実に果たしていくか、それ
ぞれの心次第です。どうぞ、ともに歩みを。 
 
④ みんな田池留吉、田池先生が残してくれたものです。私達に
しっかりと本当のことを知りなさいと孤軍奮闘で伝えてくれま
した。肉を置いていかれて時間が経てば経つほどに、己偉い聳え
立ちの私達に、よくぞ、よくぞ伝えに来てくれましたという思い
を感じます。ともに歩んでいきなさいのメッセージ通りに、これ
からも学んでまいります。私達は仲間です。誰が上で、誰が下の
関係はどこにもありません。利害関係も何もありません。ただ、
どれだけ真っ直ぐに田池留吉、アルバートの世界に心の針を向
けているかの違いはあります。そこから発する波動の違いはあ
ります。体力、気力の続く限り、ともに学んでまいりましょう。
次元を超えてともに生きる、しっかりと自分の中に叩き込んで
ください。地獄の底の奥底のそのまたずっと奥底から這い上が
ってきた意識であることを認識して、しっかりと学んでまいり
ましょう。 
 
⑤ 田池留吉、ありがとう。心からありがとう。思えば嬉しいで
す。よくぞ、よくぞ伝えてくれました。こんな愚かな私にあなた
は私を信じてそしてひとつだと言ってくれました。私は田池留
吉、アルバートの思い、波動を決して無為にしません。心から私
はあなたを信じてともに生きることを、私は自分に伝えました。
だから、この思いとともにこれからもしっかりと自分を見てい
きます。私が見ていくのは自分の意識の世界。どんなにこの今を
待ち望み待ち続けてきたか。私は私の思いを決して裏切りませ
ん。田池留吉との約束。本当の私との約束。決して綺麗ごとでは
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済まされないけれど、汚れに汚れた自分の意識の世界だけれど、
私は、こうして自分にチャンスを用意して、そして私は私との約
束をしっかりと果すために、今ここにいることを知っています。
肉体細胞の思いとともに私は私の決めてきたことをやり尽くし
ていきます。心からありがとうの思いを大切に、私はあなた、田
池留吉、アルバートとともに生きています。嬉しい思い、心から
嬉しい思いをしっかりと感じて、何はなくとも私は幸せだと、こ
の思いをしっかりと育んでいきます。そして、ともに歩める、生
きていく仲間を大切にしていきます。歩みをともに、ともに歩み
を、これが私の大切なキーワードです。ともに歩みを、歩みをと
もに、私は幸せです。ありがとう、田池留吉、アルバート。 
 
⑥ 全部、自分の中の出来事です。思いの向け先を確認して、そ
してただひたすらに真摯に田池留吉、アルバートを思い、今ある
喜びを心に感じているかどうかです。言い訳、屁理屈、そんなも
のをどれだけ並べても、自分が本当の喜びと幸せを感じられな
ければ、どうしようもありません。どんなに幸せだと思ってみて
も、田池留吉、アルバートとともに生きているという実感がなけ
れば、これもまたどうしようもありません。生きていく方向を間
違い続けてきたんです。肉、形を本物として生きてきたこと、そ
れは自分の心を踏みつけにしてきた、自分を踏みつけにしてき
た、そういうことです。そんな中で幸せになどなれるはずがあり
ません。それが全く分からなかったんです。闇、闇、闇、真っ暗
闇の中に沈み込んできた自分を本当に救い上げてください。救
い上げていきましょう。心の叫びをしっかりと聞いてください。
自分が聞いてやれなくて、誰が聞いてあげられるんでしょうか。
本当の優しさを復活させてください。 
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⑦ 自分が自分に与えた時間、用意した時間、肉を持つその時
間、どのように活用していくか、全部肉のあなたに任せられてい
ます。そうやって、私達は、これまでどれだけの転生のチャンス
を用意してきたのでしょうか。全部失敗でした。肉として生きて
きた数々の歴史があります。闇を垂れ流してきた歴史です。ごめ
んなさい、そしてありがとう、今世こそ、そう自分に伝えられる
ようになりませんか。幸せですよ。嬉しいですよ。本当に生まれ
てこれてよかったと心から思います。ごめんなさい、ありがとう
の思いが、さらに自分を喜びに導いてくれることも分かります。
素直になってください、あなたは本当は優しいんですよと、あな
たの中から伝わってきませんか。本当のあなたがあなたに伝え
てくれている、届けてくれている思いに、しっかりと応えてみて
ください。気が付けば、肉の環境も整い、あなたの中に一本の道
が見えています。温かい温もりの中へいざなってくれている道
です。澄み切った思いは、ただひたすら本当の自分と歩いていけ
る喜びを広げてくれます。 
 
⑧ 素直になって、ひたすらに田池留吉を思うことです。そこに
は何もありません。あるのはともにある喜びだけです。そんな瞑
想を重ねていけば、どんなに汚れ切った意識の世界にも必ず変
化が訪れます。まずは、ただひたすらに欲得もなく田池留吉を思
う瞑想ができるかどうかです。他力のエネルギーを抱えていま
す。田池留吉の世界、真実の世界を蹴散らしてきた意識の世界を
変えていくことは至難のことですが、それでも自分の切なる思
いを信じて、信じてしっかりと心を向けてまいりましょう。綱引
き状態から自分を解き放していくことに全力で取り組んでくだ
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さい。肉を持たせた自分の思いにしっかりと今世こそ応えてい
きましょう。肉は何のためにあるのか、肉をどのように活用して
いけばいいのか、過去とは全く違った生き方をあなたの中は望
んでいます。待ち望んでいます。母から伝えてもらった喜び、温
もりの自分を信じていきましょう。 
 
⑨ 肉が忙し過ぎるのはよくありません。肉ですることは少な
いほうがいいんです。あれもしなければ、これもしなければとす
ることが多いほうが、日々有効に生活していると思っている人
もあるでしょうが、学びを知らない人ならばそれでもいいかも
しれませんが、学びをしながら未だにそういうことはいただけ
ません。どうぞ、ゆったりと、身体的にも気持ち的にもゆったり
と過ごしていきましょう。ゆったりと流れる時間の中で、色々と
気付けることがあるんです。ふうっと思いを向けていく喜び、幸
せも、ゆったりとした中で心の底から味わってください。あなた
の人生です。あなたの時間です。あなた自身、これからどのよう
に存在していくのか、そういうことも含めてみんなあなた次第
です。できればともに歩みをと思います。強制ではありません。
本当の意味で自由、結果は自分のものだという責任をしっかり
と確認した中での自由です。意識の流れはそれぞれの思惑とは
全く関係なく、粛々と仕事をしています。ともに帰る喜びを共有
しようと呼び掛けてくれています。 
 
⑩ 肉は愚かでいいんです。しかし、ただ一点。その愚かな肉を
通して伝わってくるエネルギーに本当のことを伝えてください。
愚かな肉であっても、ともに心を向けよう、私達が向いていきた
い方向はこっちだよね、そうお伝えください。私達が向いていき
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たい、向いていかなければならない方向はたったひとつです。真
剣に生きましょう。自分の本当の姿を間違えてきたけれど、真剣
に生き直しませんか。自分の切なる思い、心の底から絞り出す切
なる思いにぜひあなたも触れていってください。どんなにして
も、肉、形の世界では何も分かりません。暗闇の真っ暗闇の中、
ただ一点、灯る明かりは、田池留吉の指し示す方向だけです。真
っ暗闇の出口のない中、その明かりは、必ず見出せます。信じて
ください。信じていきましょう。一人、また一人とその証かし人
になってください。ともにある喜びだけを信じて、信じて、今日
一日を終えてください。田池留吉、アルバート、心の中に現存す
る真実の波動の世界です。どの程度の信をあなたの心は育んで
いけるでしょうか。やっと、やっと出会えた私達です。苦しんで
きました。狂ってきました。しかし、それももうピリオドです。
苦しむのは止めましょう。狂い続けてきた自分の中で、そうはっ
きりとしっかりと伝えていけるあなたに蘇ってください。 
 
⑪ 少しずつ、ほんの少しずつでも、喜び、温もりの自分を信じ
ていこう、そう思えたならば、その思いをしっかりと育んでくだ
さい。行きつ戻りつの歩みではなくて、前へ、前へです。どんな
に今のこの時を待ち望んできたか、あなたは瞑想の中で感じて
いますか。正しい瞑想を繰り返し、本当に幸せな自分と出会って
ください。汚れ切った自分をしっかりと認め、真っ直ぐに受けて
いってください。思いの中でズタズタに切り裂いてきた冷酷な
私達でした。自分を切り裂き、落とし込めてきたんです。今世は
平々凡々の人生かもしれません。そんなに私はと言いたいかも
しれませんが、私達は間違いなく超極悪人です。真実の世界に歯
向かい続けてきたから、しかし、その思いがあったからこそ、学
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びに触れることができたんです。目覚めよ、目覚めよと自分の中
の思いに後押しされて、真実の波動の世界を垣間見ることがで
きたんです。今世の出来事を何としてでも活かしてください。２
５０年後の出会いを必ず果たしてください。二度と自分を裏切
らないように。 
 
⑫ ゆったりと過ごす、なるべく時間に追われる生活ではなく
て、自分の身体も気持ちもゆったりとできる生活環境に整えて
いく、私は、学びをしていくについて、こういうことも非常に大
切なことだと思っています。ゆったりとした中でしか、自分と向
き合えません。もちろん、日々の生活の中で瞬間に出てくる凄ま
じいエネルギーは確認できるでしょう。確認してあとそれをど
うするのかが問題なわけです。いつまでも苦しい、苦しいとか、
あいつがどう、何でこうなるんだとか、そんなところでうろうろ
していては、ただ時間が過ぎ去っていくだけの人生です。それは
どうかと思います。そんな人生とは早く決別しましょうという
ことです。そして、もっと自分を大切にしていきましょう。何を
するために生まれてきたのかというところがずれていくと、や
はり肉の中で、肉の喜びと幸せを離せない現実がどっしりと行
く手を阻みます。それほど肉に凝り固まってきた自分達ですと
いうことを自覚してください。 
 
⑬ 幸せになる一番の近道は、自分の心を見ることを始めてい
くことにあります。自分の心を見るためには、心の針の向け先を
知らなければなりません。私達の心の針の向け先は、絶えず外で
す。自分の外に色々と思いを向けて生きています。自分の目を通
して自分を見るのではなくて、人の目を通して自分を見る癖が
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あります。肉、形を本物として生きてきた私達にとって、それは
自然でした。何の違和感もありませんでした。その中で学びに集
った人は、田池留吉の目を見ることを学びました。田池留吉の
目、すなわち本当の自分の目を通して、自分を見ることをやって
みました。もちろん、最初からすんなりと真っ直ぐに素直にその
目を見ることはできなかったはずです。反発、反逆、闘いのエネ
ルギーが次から次へと噴き出してくることを体験されたと思い
ます。自分の心の奥底の底の底から噴き出してくるエネルギー
に不思議と戸惑いを感じながらも、どこかでほっとしているあ
なたがあったのではないでしょうか。そして、何よりも、その体
験は、あなたに遠い昔に捨て去ってしまったけれど、私はこの思
いを知っている、懐かしい、懐かしいということを思い起こさせ
る喜び、幸せへといざなってくれたと思います。ごめんなさい、
間違ってきました、ありがとうございます、ブラックのエネルギ
ーとともにこれらの思いも次から次へと溢れ出てくる体験を何
度も何度も重ねていくことが、自分の意識の世界を変えていく
ことに繋がっていくことを学んでください。肉は何もできませ
ん。心の針を自分の中へ向けようと素直にやっていこうとする
だけでいいんです。できるかどうか、継続していけるかどうかは
あなた次第ですが。 
 
 
⑭ 宇宙にたった一人、どうして生きていけばいいのか全く分
かりませんでした。幸せの真似事はできました。だけど、心の中
はいつも、いつも苦しみだけでした。寂しさだけでした。苦しみ
の奥底で死に絶えた状態で、それでも数え切れないほど、母のお
腹を通って肉という形を持たせていただきました。愛ゆえだか
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らでした。愛が意識の変革を促し続けていたのでした。何も分か
らず、知らず、ただ苦しみのエネルギーを垂れ流してきたこと、
今世の肉を通してはっきりと知らされました。愛でした。真実の
波動の世界が肉を持ってきてくれたこと、予定通り出会わせて
いただいたこと、愛しかありませんでした。愛が仕事をしてくれ
ているんです。これまでその愛をせき止めることしかしてこな
かった、それが大きな大きなたったひとつの過ちでした。それで
も自分の間違いに気付いていけるようにと愛の計らいです。田
池留吉、アルバート、その波動の世界だけでした。 
 
 
⑮ 何を思うか、思えるかで、意識の世界の様子は全く違いま
す。肉を持っている間は、どうしても心の針が外に向きます。中
へ向けてということを学んでいる人は別として、普通はそうで
す。生活をしていく、生きていくということはそういうことで
す。ですが、私達は肉という形ではないことを伝えていただきま
した。本当に自分の心で感じているか、感じ始めているか否かで
違いますが、真実の波動の世界を自分の中で受け取っていけば、
全てが分かってくるんです。これしかない、ここしかない、ああ
何もかも全く闇の中だったと。そうしたとき、自分が本当にする
べきことが見えてきます。肉でない自分が肉のことに関わって
いくことは必要最低限度にしていこうと、自ずと思えます。それ
でも、肉を持っていれば、色々とありますから、そちらのほうに
思いが偏りがちです。だから、必ず瞑想の時間を持ちましょう。
静かにゆったりと田池留吉、アルバートを思うんです。宇宙を思
うんです。意識の流れに思いを馳せるんです。そして、一方では
絶えず心の針の向け先を確認する習慣の中で生活をしていくこ
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とです。心して今世の時間をお過ごしください。こんな恵まれた
時はないでしょう。本番２５０年後に向けて、どれだけ自分の中
が準備できるか、今をおいてはありません。 
 
 
⑯ 私達は、今、肉を持っています。喜んでいきましょう。肉の
喜びと幸せを追い求めていくのではなくて、ただ今、肉を持って
そこにそうしてあることを喜んでいきましょう。肉を持てばこ
そ、自分の流してきたエネルギーを知っていけるのです。自分の
目を通し、耳を通し、入ってくる情報をぜひ自分の意識の世界の
成長に役立ててください。もう何のために生まれてきたのか、私
達は学習済みです。これまでの転生の繰り返しでは駄目だとい
うことも知っています。心癖はしぶといですが、めげずに怯まず
に、自分を愛しく思うことをやっていきましょう。今世、生まれ
てきたんです。今世、田池留吉の意識とともに学びを進めてきた
んです。そのチャンスを自らに用意してきたこと、心から喜んで
ください。自分を見捨てることはもう止めにしましょう。裏切る
こともなしに、愚かな自分とともに歩いていく喜びをしっかり
と、本当にしっかりと心で感じてみてください。お金などいくら
あっても、肝心要を捨て去った意識の世界ではどうにもなりま
せん。肉でない自分の世界をしっかりと見て、そして、ともに生
きていく喜びを育んでいくだけです。２５０年後の転生、しっか
りと見据えてください。 
 
⑰ 愚かでない人間などいません。私達はみんな愚かでした。愚
かです。そんな愚かな私達だからこそ、本当のことに出会ってい
けば、嬉しさが倍増します。形の上で不平等、不公平で散々自分
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をいたぶってきた人ほど、本当のことを自分の心で知っていけ
ば、苦しみの底をその肉で知っているから目の前がぱあっーと
明るくなります。霧が晴れ、すっきりとした青空のもと、母に抱
かれていた喜びと幸せ、安心感だけが自分の心を埋めつくすの
です。その一方で、色々なものに恵まれて当たり前と生きてきた
人は、同じことを体験しても、それが自分の中に強く響いてこな
いかもしれません。そう思うと、心を落として生きてきたことは
みんな同じでも、自分の中が急転回していく喜びと出会えるか
どうかは、まさにその時のタイミングということになるでしょ
うか。この自分の中が急転回していくという体験、これこそが、
まさしく２５０年後に必要になってきます。そのとき出す喜び
のエネルギーは爆発的なものです。宇宙を駆け巡り、次元移行へ
と大きな仕事をしていきます。まさに意識の世界の流れです。そ
の流れにしっかりと乗っていこうと、今呼び掛けています。 
 
⑱ 楽しく日々生きていますか。不平、不満、愚痴、暮らしてい
れば出てくると思いますが、できるだけ短時間に反転してくだ
さい。悲しいことや、辛いこと、苦しいことも起こってくるでし
ょう。ですが、ずるずると引きずることなく、その中に巻き込ま
れるのでなく、悲しみや辛さ、苦しみっていったい何だろうかと
自分に問いかけながら、自分の中で包んでいきましょう。目を閉
じて思えば、すべてよし、すべてよかったんだ、心が広がってい
けば、そして自然に嬉しさが、喜びが広がっていけば、それは学
びの成果だと思ってください。無理に思おうとしなくても、寂し
い中、悲しい中、苦しい中、ふうっと思えば、自分の中に、自ず
とそのような世界が広がっていっていると感じてくれば、意識
の世界ってすごいなあと思わざるを得ないと思います。そうい
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う心の体験をひとつ、ひとつ重ねてこそ、自分の住処である思い
の世界を大切にしようとなってくるのではないでしょうか。そ
の思いがまた自分を喜びへといざなっていきます。自分の中の
愛が仕事をしている、そう自ずと感じるでしょう。それが波動と
なって宇宙へ流れていくんです。肉のあなたは何もできません。
肉のあなたがすることは、ただひたすらに、真摯に素直に田池留
吉を思うこと、心の針の向け先を確認することだけです。 
 
⑲ 体力、気力のある間に学んでください。どちらも大切です。
単に生き永らえることが幸せなことではありません。幸せの条
件は学びに触れることです。学びに触れて、学びで言われている
ことを素直に実践することです。それがない人は、どんなに満た
された人生であっても本当の人生には巡り合えないです。なぜ
生まれてきたのかを心で知らずに生きても、行き着く先は決ま
っています。なぜ生まれてきたのかを心で知らずでは、地獄から
出て地獄へ帰る循環から自分を解き放していけないからです。
本当は地獄など存在しません。地獄は、愛を、本当の自分を捨て
去った私達が作ったものです。私達は地獄という苦しみの世界
を自分達で作り上げて、そこへ自分達を沈み込ませたという愚
かなことをやってきました。愛を、本当の自分を捨て去った、つ
まり、私達は愛から出てきてしまったのです。愛の中にいればよ
かったのに、飛び出していきました。飛び出してきたけれど、愛
はずっとそのまま私達を待ち続けています。だから、その愛の中
へ帰っていけばいいんです。素直に喜んで帰っていけばいいだ
けです。こんな簡単なことが分からず、苦しみ続けてきた私達だ
ったことを、あなたも自分の心で感じて、そして自分に心から懺
悔してください。 
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⑳ 肉を持つ時間は限られています。肉を離す時が突然にやっ
てくる場合もあります。今はもう何が起こってもおかしくあり
ません。想定内、想定外、様々な現象が起こってくる中で、学び
に触れた私達は、瞬間、心を向ける、合わせる、向けられるか合
わせられるか、それだけです。なぜ生まれてきたのか、何をする
ために生まれてきたのか。苦しみや悲しみはなぜあるのか。人間
はみんな幸せにならなければならないのに、なぜそうならない
のか。本当の自分を知らずに生きて死んで、何度繰り返してきた
のでしょうか。けれど、それももうまもなくピリオドです。今の
ような肉を持てなくなるからです。少なくともこの地球上にお
いてはそのような環境は残されないでしょう。それではどうな
るのでしょうか。意識の流れに乗り切れない意識達は、漆黒の中
に沈み込んでいくしかないかもしれません。意識の流れ。どうぞ
そのいざないにしっかりと応えていけるように生きてください。 
 
 


