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第１１回 NPO 法人 UTA の輪セミナー資料 

２０１８年６月３日～５日 
会場 琵琶湖グランドホテル 

 

 

田池留吉の意識の世界が一つの肉を持って、正しい方向を指
し示してくれました。その方向に向かって、私達は心をひとつ
にして、喜び、喜びで突き進んでいこう、歩んでいきましょう。
この道、この道をただひたすらに邁進してまいりましょう。 
 
みんなとともに学びを進めていくセミナーを大切にしていき
ましょう。 
この時間と空間は、私達には待ちに待った時間と空間でした。 
田池留吉の意識の世界が一つの肉を持って、正しい方向を指
し示してくれました。その方向に向かって、私達は心をひとつに
して、喜び、喜びで突き進んでいこう、歩んでいきましょう。こ
の道、この道をただひたすらに邁進してまいりましょう。 
私達は苦しみ、悩み、そして狂い続けてきました。間違って存
在し続けてきたけれど、ようやく、自分の生きていく方向、歩い
ていく方向の転換を自らに促しています。本当に千載一遇のチ
ャンスを今、得ています。 
肉から意識への転回が何よりも、何よりも大切です。絶対条件
です。肉がすべてだと生き続けてきた私達の心の中に、その転回
をしていくのは大変難しいけれども、この難しいハードルを自
分の中で超えていかなければなりません。 
喜んで、喜んで、これからの時間に思いを向けて、そして次元
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を超えていきましょう。 
自分の計画に沿って、確かな喜びの道、愛へ帰る道をしっかり
と歩んでいくこと、これが私達に残された、ただ一つの選択肢で
す。 
選択肢は山ほどあります、ありました。それらはすべて、失敗
の転生の結果でした。失敗の転生が山積みされていることを、す
でにあなたはあなたに伝えているはずです。そんな中で、私達は
今世を迎えました。ようやく、ようやく、こちらがあなた達の進
んでいく道ですよと指し示してくれたんです。そのことをしっ
かりとそれぞれの心で感じてみてください。 
自分が作ってきた凄まじいエネルギーの中で、喜びを感じ広
げていける喜びの瞑想を、一人でも多くの方が体験できればと
思っています。 
 
 
【ホームページより】 
① 欲に塗れ自分を見失ってきた過去とはもう本当に決別しま
しょう。肉を持てば欲は消えることはありません。ただ、欲に塗
れる愚かなことを止めることはできます。汚れに汚れ切った自
分の意識の世界だと知って、そして、そんな自分にも関わらず、
見捨て見限ることなく、こうしてチャンスを用意してきたこと
も知ってください。しかも、もう残り少ないチャンスだとあなた
は本当は知っています。 
肉に生き自分を見失ったまま彷徨い、苦しみ続けても、そんな自
分を見捨てることなく、見限ることのない本当の自分はずっと
そこに存在していました。本当の自分からのメッセージはどん
どん来るけれど、全く気付かずにいただけです。今世こそ、本当
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の自分と出会って、本当の自分に沿って生きていきませんか。幸
せも喜びも全く次元が違っていたことを心から知っていきまし
ょう。 
間違い続けてきたことが喜びでした。間違い続けてきたから、ど
うしようもなかったから、今世、こんな素晴らしい計画を立てて
きたんです。背水の陣です。もうあとはありません。しかし、必
ず次元移行を達成すると私の中では目途はついています。どう
ぞ、ともに歩みを、歩みをともに。喜びと温もりの世界へ帰って
いきましょう。 
 
② 思うは田池留吉です。思うはアルバートです。思うは宇宙、
母なる宇宙、愛です。ＵＴＡの輪の中で、ともに心を向けてまい
りましょう。決してＵＴＡの輪から離れていくことのないよう
に、しっかりと自分の心を見て、喜んで自分の流してきたエネル
ギーを受けていってください。 
ＵＴＡの輪。それがどんな仕事をしていくか、そこから流れ出す
エネルギーのすごさを、それぞれの心できっと感じられるこれ
からだと思います。宇宙。汚しに汚してきた宇宙ですが、本来の
宇宙の輝きに戻っていけることを知りました。温もりと喜びの
世界、そんな本当の宇宙にしっかりと心を向けられる私達に蘇
っていきましょう。 
ともに帰ろう、ともに、ともに、そんな呼び掛け、いざないは
益々その勢いが増していきます。スピードアップして、そしてそ
のスピードもさることながら、パワーアップも目を見張るもの
があります。 
どうぞ、過去のあなたとともに、未来、来世のあなたとともに、
今をしっかりと生きてください。思うは田池留吉です。思うはア
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ルバートです。思うは宇宙、母なる宇宙、愛です。 
 
③ 真っ直ぐに思えば思うほどに応えてくれる世界です。喜び
と温もりしかない世界には、欲の思いは一切通用しないけれど、
ただひたすら純粋に思えば思うほどに確実に広がっていく喜び
と温もりがあります。 
欲に塗れた中にずっとあった私達の心には、純粋ということは
縁遠いことかもしれませんが、瞑想をする時間を持って、ゼロ歳
の自分に戻っていけることを確認しましょう。そういう意味に
おいても、瞑想をする時間はとても大切な時間です。肉から意識
へ転回していくにおいて欠かせないものです。自分の中に真実
の世界があったんだ、ここに帰ればいいんだ、その思いは宇宙に
喜びのエネルギーとしてしっかりと流れていきます。肉は何も
できません。特別に何もしなくていいんです。ただ、自分の中に
針を向けて、自分の中をしっかりと確認して、喜びと温もり、愛
のエネルギーの中にあった自分を知っていけばいいんです。そ
んな自分を思っていれば、そこから流れ出していきます。愛のエ
ネルギーを流す器になりましょう。 
闇のエネルギーばかり流してきたけれど、学ばせていただきま
した。変わっていきましょう。 
 
④ 本当に心から学んでいこう、なぜ自分は生まれてきたのか、
なぜ色々な苦しみや悲しみがあるのか、真実はいったい何なの
か、そういったものにしっかりとした回答を見出そう、真摯に素
直に真っ直ぐに学びと向き合う方達とともに歩みを進めていく
喜びと幸せがあればいいと、私は思っています。たくさんの人達
が学びに参加されることはいいことだし、嬉しいことですが、大
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事なのは、ともに同じ方向を向いて学んでいこうとする思いだ
と思います。次元移行を伝える意識の流れは厳然としてあるん
です。その意識の流れに沿って、意識の流れとともに生きていく
思いを育んでいる、あるいは育んでいこうとする仲間が一人、二
人と増えていけばこんな嬉しいことはありません。育んでいき
たいではなく、育んでいく強い意志を持ってください。 
数は問題にしていません。その中身です。ともに行こうという思
いの実践です。言いました。２５０年後はすでに始まっています
と。 
 
⑤ 意識の世界の変革をよろしく。なぜ生まれてきたのか、真剣
になって自分に問いかけてください。自分の思いをごまかさず、
自分の思いから逃げずに、自分に問いかけてください。学びに触
れ、母の反省をした人ならば、すでに答えは出ているはずです。
あとは、自分の中で導き出した答えにどれだけ素直に真摯に従
っていけるかどうかです。それは自己選択、自己責任のもとでや
ってください。 
そして、これだけは言っておきます。今世、学びに触れたにも関
わらず、学びをやろうとしない人、学びから離れていった人は、
学びを知らずに、肉、肉で生きている人よりも、罪深いというこ
とです。自分を裏切る行為を平然とやってのけたんです。それは
何を意味するのか、否が応でも思い知る時が必ずやってきます。
それは、逆に言えば、今世、学びに集ってきた自分の思いがいか
ほどのものかということを証明しているんです。決死の覚悟で
生まれてきて、決死の覚悟で田池留吉との出会いを用意してき
た自分の思いを、今世もまた蹴散らしていくその心はどんな心
なのでしょうかと、私の中から出てきます。しかし、それもまた
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自己選択、自己責任です。 
 
⑥ 小さな枠の中に自分を押し込めず、もっと広い中にある自
分の世界を感じていきましょう。無限に広がっていく中にある
ことを心で感じていけば、目を開けて同じ風景を見ていても、自
分の中に映るものは違っているでしょう。どこがどうというこ
とは分からずとも、心の軽さを感じるのではないでしょうか。心
の軽さ、それは心の解放感とも言えると思います。本当に幸せで
安らいでいて、委ねていける喜びの中にあると心で感じ始めた
ら、繰り返し何度でも味わっていこうとします。自然とそうなっ
てくるんです。それは同時に、諸々のものにこだわり、諸々のも
のをつかみ、握っていた思いが段々と緩んで弱まっていくとい
う方向になっていきます。 
いい循環がそこに生まれてきます。いい循環の中で、流れをスム
ーズにしていきましょう。意識の流れです。自分の中の意識の流
れ、スムーズに流していきましょう。澱むことなく、どんどん流
れていくその流れの中で、喜びと幸せを共有していきましょう。 
 
⑦ 苦しみの奥底へさらに奥底へ沈んでいくか、それとも苦し
みの奥底の底から浮き上がってくるか、ふたつにひとつです。そ
して、それは全部自己選択、自己責任です。誰も何も救ってくれ
ない、助けてくれません。 
いいえ、もうすでに浮き上がっていく手立ては示されています。
それが今世、今という時でした。「愛であるあなたに気付いてく
ださい。」ストレートにメッセージを聞きました。こんな幸せな
転生はなかったはずです。 
道を外し、自ら落ちていった過去。今を変えていきましょう。今
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を変えれば、過去も未来も変わっていきます。意識の世界には今
しかないからです。 
過去、肉を持った、そして未来に肉を持つ、けれど、数々の肉に
関わらず、自分の世界はひとつしかありません。ひとつ、それは、
私は愛だという確信です。私達は目覚めるために、肉を持ってき
ます。だから、肉は苦しみではなく、喜びだと、意識を転回して
いけば、そう言えるでしょう。 
田池留吉の世界がその肉を通して、意識の世界の本当の喜びは
もちろん、肉の世界の本当の喜びも伝えてくれました。 
 
⑧ ただひたすらに真っ直ぐに、田池留吉、アルバートを思う。
それは簡単なようで難しいことです。思えないものをどっかり
と握ってきたからです。その心の歴史が、何の思いもなく、ただ
ひたすらに真っ直ぐに思うということを困難にしてしまいまし
た。絶えず思いの先には欲の渦が大きく広がっています。思うと
いうことがどんなにすごいことなのかを全く知らずに、ただど
す黒い欲望の渦だけを広げてきたということでしょう。 
欲を欲とも思わずに、思えずに生きてきたこと、大きな過ちでし
た。それなりに一生懸命、精一杯生きてきたかもしれません。こ
れが喜びの道、幸せの道、そう自分に言い聞かせ、信じて行じて
きた人生も数え切れないほどあるでしょう。そんな過去の決し
ていい加減な人生とは思えない、思いたくない人生が全部、全部
間違い、過ちだったと心で分かりますか。断ち切れますか。 
過去、喜びの道、幸せの道、そう自分に言い聞かせ、信じて行じ
てきた、しかし、それはもしかしたら、今も同じなのではないか
とふと思っていませんか。どこがどう違うのか、はっきりと自分
の中で感じておられるでしょうか。 
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⑨ 次元移行という意識の流れを心で知り感じ、そして日々の
生活を淡々と送っていく、こんな肉の時間が多くあれば幸せで
す。 
愛の中にあった自分を知り感じ、愛へ帰っていこうと自分をい
ざなっていく作業の中で、肉を持っている今を愛しく思い、日々
の生活を淡々と送っていく、こんな肉の人生最高に幸せな時間
です。 
何もかもすべてが整えられていることを感じ、馬鹿な肉も、意識
の世界のすごさをはっきりと知るでしょう。 
肉で、頭で何とかしようとしている間は、あまりうまくいきませ
ん。何とかできると思っているから、その肉で何とかという思い
を緩め、弱めていくことができないからです。それを緩め、弱め
ていくと、見えてくるものがあります。本当のあなたが少しずつ
顔を出してくるのです。心を、思いを離していくほどに、それが
感じられます。ここに任せていけばいいんだ、委ねていけばいい
んだ、どっちになったって、すべてよかったんだと自然に思える
んです。楽に生きていきましょう。そして、心の針を向けて合わ
せていくことは真剣にひたすら真っ直ぐに、そんな生き方を学
んでいきましょう。 
 
⑩ 「あなたは幸せですか。」何度となく自分に聞くことを勧め
ています。あなた自身が本当に幸せだと答えられない限り、何も
どうすることもできません。 
自分を自分で幸せにいざなっていく、元々幸せな自分を知って
いく、それをするために、今肉体を持ってそこにいることを忘れ
てはいけません。 
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自分の本当の姿、自分の中に愛があった、私は愛ですと心で分か
ることが、みんなを幸せにできるんです。あなたから流れる波動
が仕事をします。多くを語らなくても、立派なことを語らなくて
も、あなたの心の針が、本当にあなたの中の愛に合っていれば、
愛というエネルギーが流れるんです。それがあなた、私達です。
それを本当に心で分かるために、こうして肉体という形を持っ
ているということ、それをいつも心に留め置いて、そして自分に
確認してください。「今、あなたは幸せですか。」 
自分には決して嘘はつけないことを知るでしょう。真っ直ぐに、
本当に真っ直ぐに存在していく喜びを知ってください。 
 
⑪ 日々、日本各地で、世界各地で事件、事故が起こります。自
然災害が頻発します。現象界、形ある世界が揺れ、崩れ去ってい
くことによって、あるひとつのメッセージを発しています。 
正しく受け取ってください。受け取れる私達なんです。肉から意
識へ転回していくことが絶対条件です。肉、形の基盤は跡形もな
く崩れ去っていく現象が、次から次へと起こります。次から次へ
と起こってくるそれらの現象によって、否が応でも何かに気付
いていくようになっています。根底から揺さぶられていくこれ
からの時間。その時間の中で、何度転生の機会を持つでしょう
か。まさに愛の仕事がこれからこの地球上で展開されていくの
でしょう。ともに歩みを、ともにある喜びをというあなたの中の
田池留吉からのメッセージをきちんと受けてください。きちん
と受けて、きちんと自分と向き合ってください。それが自分に対
する愛です。自分に誠実に素直に生きていく生き方が心から待
ち望まれています。 
 



－10－ 

⑫ 思う喜び、思える喜びと表現していますが、本当にそれでし
た。田池留吉を思う、思える、アルバートを思う、思える、今こ
んな時間を用意していることがすごいとしか思えません。形で
示されなければ喜びを感じられなかった。喜びが自分の中から
湧いて出てくるなんて、とてもとても信じられなかった。思うこ
と、思えることが喜びだなんて、今世の肉を通して初めて知り得
たことでした。 
貧しい本当に貧しい意識の世界に落ちていったけれど、自分の
ふるさとを目指して這い上がってきたんだと、今世はっきりと
知りました。だから、這い上がってきた思いにきちんと応えてい
かなければ、いくべきだと、ただそう思っています。 
見ていく方向を１８０度変えていくことを喜びで、ただひたす
らに喜びでやっていけば、自ずと道は開けてくるし、明るい温か
い日差しも差し込んできます。心地よい風も吹いてくる、視界が
広がっていく、そんな中で、自分を知っていけば感じていけばと
いうことでしょう。本当の優しさ、愛に目覚めよと、田池留吉の
世界が、ひとつの肉を持ってきてくれたことに、心からありがと
うをお伝えします。 
 
⑬ あなたの中にいい循環を作ってください。そのためには、ま
ず素直になることです。素直に学びと向き合うことです。解釈、
持論、屁理屈、言い訳、そんなものは通用しません。空っぽにし
て、自分の生きていく方向、歩んでいく方向をしっかりと見定め
ていこうと、学びの道しるべに沿って学んでください。それ以外
に幸せになる道、幸せな自分、喜びの自分と出会える道はありま
せん。漆黒の中に沈み込んでいく道だけが残されています。田池
留吉の肉は道しるべでした。こっちですとはっきりと指し示し
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てくれました。その方向以外の方向は、漆黒の闇の中へ落ちてい
くんです。すべては自己選択、自己責任です。 
学びの中で、すべては自己選択、自己責任ですという表現がたび
たび出てきます。突き放したような言い方と感じる人は、本当に
そうであるのか、自分の心、他力の心をしっかりと見直してくだ
さい。 
 
⑭ 自分に自分が用意したもの、肉、環境、時間、それらを総動
員して、必ず自分の決めてきた予定を滞りなく遂行してくださ
い。自分の決めてきた予定、それは肉のことを言っているのでは
なく、意識の世界の変革です。 
それぞれに予定、計画を立ててきました。その自分が設定したハ
ードルを超えて、次の段階に進んでいく準備を滞りなくこなし
ていくことが喜びの道を一歩前に踏み出すということです。次
元を超えていくという大きな仕事があります。肉から意識へ基
盤を変えて、そして、真実の道を一歩、また一歩進んでいきまし
ょう。 
意識の転回です。意識の転回を遂行していくことがすべての始
まりです。 
肉、形を本物としてきた思いから、その思いを緩め、弱めていこ
うとする思いへ、そして、それでもなかなかつかんで握っている
手を離すことはできないけれど、最終的にはポーンと飛び出し
ていく必要があります。 
ポーンと飛び出していけば、見えてくる世界がどんどん広がっ
ていくでしょう。 
 
⑮ ともに歩く道、ともに生きる道を伝えてくれました。その喜
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びと幸せを伝えてくれました。もう自分を裏切らないと誓って
きた自分に誠実に、ただ素直に生きていこうと、瞑想の中で確
認、確認しています。 
田池留吉、その意識の世界、波動の世界を、こうして肉を持って
知ったから、これほどの幸せも喜びもないでしょう。自分の心で
感じている世界を大切に、大切に育んで広げていくことがすべ
てです。 
限りのない中にある喜びです。目を閉じて思いを向けていくこ
とがすべてであり、だからどこに思いを向けていけばいいのか
知らず、分からずでは、苦しみの中から抜け出すことはできませ
ん。どんなにしても苦しみの中にいます。思いの向け先を知る、
それがただひとつの大切なことです。喜び、幸せの自分へいざな
うただひとつの手立てです。 
 
⑯ ともに真実の道を歩いていきましょう。喜びの道、愛へ帰る
道、母の温もりの中へ戻っていく道です。 
肉、影の世界には、それ以外の道がたくさんあります。選択肢が
いくつもあります。 
真実の世界には、選択肢がありません。ただ一つの道しかないん
です。 
その道が自分の中で確認、確信できなければ、漆黒の闇の中とい
うことです。漆黒です。明るさも温もりも安らぎも何もなく、真
っ暗で寒くて重圧感に満ち満ちています。固まっていくしかあ
りません。苦しみの奥底に沈み込んでいくしかありません。 
そんな中から這い上がってきたことを、あなたは忘れましたか。
思い出してください。どんな思いで這い上がってきたか。肉をく
ださいと切望してきた思いを、しっかりと思い出して、そしてそ
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の思いに必ず応えてください。凍え切った自分の心を、あなたの
中の温もりで溶かしていけることに目覚めてください。 
 
⑰ 喜びと幸せの道、この道一本で突き進んでいく準備、用意を
滞りなく進めていきましょう。愛へ帰る道、アルバートととも
に、全宇宙とともに、母なる宇宙へ帰る道、この道一本です。 
あなたの心にもこのメッセージが届いているはずです。すでに
届いています。どうぞ、真摯に受け取ってください。もう自分を
愚弄するのは止めましょう。肉が自分だとする思いは、自分を徹
底的に排除していく思いです。真実の波動の世界に生きている
ことを否定しているからです。 
肉、形の中に生きているという思いは、すべてを破壊していきま
す。天変地異のエネルギーは、愛のエネルギーは、そのことを私
達に示してくれます。真っ直ぐに指し示してくれます。 
帰ろう、帰ろう、愛へ帰ろう、そんな大号令がもうまもなく地球
全土に満ち溢れてまいります。 
 
⑱ 田池留吉の肉が指し示した方向にしっかりと自分の心の針
を向けて、合わせて、喜んで自分が作ってきた宇宙を崩していき
ましょう。 
崩れ去っていく宇宙の中から、喜びと温もりのエネルギーが一
気に溢れ出てきます。そしてそれがさらに闇黒の宇宙を開いて
いきます。 
ともに行こう、力強い呼び掛け、いざないのエネルギーは次から
次へと闇黒の宇宙を目覚めさせていきます。 
私達が戻っていく、帰っていける母なる宇宙をしっかりと目指
して、ともに、ともに全宇宙が歩んでいく、そんな壮大な意識の
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流れです。 
今、ひとつの肉を携えて、意識の流れの中にあったことを確認で
きる喜びと幸せの瞬間です。 
肉、肉、肉がすべてと苦しみ喘いできた数え切れない過去。今、
大きく転換していくチャンス。すべてが元あったところへ帰っ
ていくことを、心の底から感じてまいりましょう。 
「愛へ帰る。愛へ帰ろう。」力強い呼び掛け、いざないに素直に
応えてください。 
 
⑲ 肉を離すその瞬間まで、自分に責任を持って生きていきま
しょう。生き抜いていきましょう。もう二度と自分を裏切らない
と誓ってきた思いを心に、愛へ帰るたったひとつの生き方を選
び取ってください。 
どんなにしても分からなかった喜び、温もり、幸せでした。影を
つかみ、影に泣いて、影を恨んできた人生でした。 
間違っているとはっきりと伝えていただいたけれど、それをす
んなりとは受け入れられなかったことも事実です。今もなお抵
抗勢力に自分を苦しめているあなたかもしません。それでも、そ
んなあなたを信じて待ち続けてくれている本当のあなたがいる
ということもまた事実です。 
自分に今世肉を持たせた思い、これからも肉を持たせる思いは、
いったいどんなメッセージをあなたに発信しているのでしょう
か。 
静かに、真っ直ぐに自分に問うていくことが大切なことだと思
います。 
 
⑳ 決して綺麗ごとでは済まされません。はっきりとしっかり
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とした思いのもとで、生きていく方向を見定めていくことが要
求されます。基盤の変換を徹底的に要求されます。それをクリア
しない限り道はないと、それぞれの心の中に届きます。それがこ
れからの２５０年、３００年の転生です。 
自分が自分に伝えるメッセージを速やかに受け取り、本来の軌
道に自分を乗せていく喜びの道を歩んでいきましょう。 
肉を持つ時間は限られています。自分のその肉を終える最後の
瞬間まで、しっかりと田池留吉を思い、アルバートを思い、ただ
ひたすら本当の自分、愛に帰っていく道を思いましょう。 
思うは田池留吉です。思うはアルバートです。ただそれだけで
す。ただそれだけをしっかりとやっていけばいいんです。肉でな
い私達が肉の人生にのみエネルギーを注いでいく愚かさに、一
日も早く気付いていくことです。 
 


