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第１２回 NPO 法人 UTA の輪セミナー資料 

２０１８年９月９日～１１日 
会場 hotel＆resorts ISE-SHIMA 

 

 

愛は確実に進行しています。愛は確実に意識の流れのもとに、
大きく、大きく広がっていきます。だから当然、形の世界は崩
れ去っていきます。どんなにあなたが守ろうとしても、その形
の世界は崩れていくのです。崩れ去っていく形の世界から、あ
なたは何を思うのでしょうか。 
 
私達は喜びで生まれてきました。喜びで生まれてきたんです。 
どうぞ、あなたの中の喜びの思いを信じてください。喜んで、
喜んでセミナーの時間と空間をお過ごしください。そして、あな
たの中の凄まじいエネルギーを確認してください。喜びの中で
こそ確認できるんです。喜びの中だからこそ確認できる今を喜
んでください。 
すべてが喜び。喜びが原点です。喜びを忘れた私達でした。喜
びで生まれてきたのに、喜びを忘れ去って私達はずっと生き続
けてきたんです。だから、私達は生きても苦しみ、死んでも苦し
み、その繰り返しをやってきました。その転生、もう今世、今世
こそ方向転換をしてください。そして、田池留吉、アルバートと
ともに、ともに歩みを進めてください。ともに次元を超えて、そ
してさらなる意識の世界へともに歩んでまいりましょう。 
愛は確実に進行しています。愛は確実に意識の流れのもとに、
大きく、大きく広がっていきます。だから当然、形の世界は崩れ
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去っていきます。どんなにあなたが守ろうとしても、その形の世
界は崩れていくのです。崩れ去っていく形の世界から、あなたは
何を思うのでしょうか。 
他力のエネルギーが瞬間的に流れると思います。ですが、その
瞬間流れる他力のエネルギーを、どうぞ瞬間、田池留吉、アルバ
ートとともに光へ、明るい温もりの世界へ、愛の世界へ返してく
ださい。そういう学びをしてください。そういう瞬間的な学び、
その学びをこれからどんどん進めていくんです。 
学びは進化しています。あなたの中の意識の流れはどうです
か。学びは進化していると聞いて、そうなんだ、そうなんだと納
得でしょうか。私は置いてきぼりになる、私を見捨てないで、そ
ういう思いは出てきませんか。 
それならば、よりいっそう、お母さんの反省を重ね、温もりの
中へ自分自身をいざなってください。 
いざなうパワーがあなたの中にあります。あなたが田池留吉、
アルバートと思えば、愛が、愛が流れていく、そういう意識の世
界の仕組みをどうぞあなたの心で知ってください。心で知るん
です。心で知る学びです。 
学びの時間と空間を大切にしてまいりましょう。 
 
【ホームページより】 
① しっかりと心の指針を確立していれば、もう肉に沈み、肉に
溺れていくということはあり得ません。ただ、真実に目覚めよと
いう意識の流れは確実に仕事をしていますから、私達人間の心
の奥底に眠っているブラックのエネルギーを容赦なく露わにし
ていきます。ですから、無差別的な事件は頻繁に起こってきま
す。テロという特殊な組織ではなくても、日常の中に非日常的な
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ことが起こってくるんです。 
社会不安が渦巻く中においても、決して見失ってはいけない本
来の私達人間が生きる道をしっかりと生き抜いていくことです。 
それは、自分の中にしっかりと心の針を向けて、自分の中の温も
り、愛のエネルギーを信じ切る、信じ切れるように、日々正しい
瞑想を重ねていくことに尽きます。 
その術を私達は学ばせていただいています。どうぞ、真摯にひた
むきに学びましょう。もう自分を裏切ることなく、本当の自分と
ともに生きていく本当の喜びと幸せを知ってください。 
 
② 今世の時間がいかに大切なのか分かっていただいています
でしょうか。学びに集い、心を見るということを学び始めたとい
うことは、本当にすごいことなんです。特別だとか偉いとかそう
いう意味ですごいのではなくて、自分達の意識の世界の実情が
すごいということ、それをそれぞれがしっかりと自覚するチャ
ンスを自ら用意したということ、これは本当にすごいことでし
た。 
肉に生きることなんて容易いことでした。肉を持っている間は
自分を誤魔化して、一時の喜びや幸せに逃げ込んで、そして死ん
だあとは自分の現実が容赦なく覆いつくす、その繰り返しを懲
りずにやってきました。どんなにしても地獄の奥底で蠢

うごめ

いてい
るに過ぎませんでした。 
その流れを変えるということ、本当の意識の世界に目覚めると
いうことは、並大抵ではありません。誤魔化しは一切通用せず
に、真っ直ぐに自分と向き合う勇気が要ります。誤魔化して騙し
て逃げてきた私達にとって、一番難しいことです。 
しかしこの道しかありません。自分の中の流れを変える、逆流を
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見事泳ぎ切って、自ら浮上していきましょう。浮上して見えてく
る世界があることを知ってください。 
 
③ 今世は大切な大きな岐路です。自覚のあるなし、あるいは感
じている程度の違いはあります。ただ、大切な大きな岐路の今世
だということは間違いのないことです。今世、学びに触れたあな
たにとってはそういうことです。それが何を意味するのか、この
ことによって何を知っていただきたいのか、どうぞあなたはあ
なたに聞いてみてください。 
正しい瞑想がすべてであり、だから正しい瞑想ができるように
なってくださいと繰り返し発信しています。あなたの頭ではな
く、心で知ってください。心に感じたものを頭で分かろうとす
る、分析しようとする、無駄なことです。本当のことはそうです、
心でしか分からないんです。なぜならば、本当の世界は波動の世
界だからです。しかも、田池留吉、アルバートの波動の世界だけ
がたったひとつの真実の世界です。 
これが本当だと分かってくるのは、感じてくるのは、あなたの中
からです。中からどんどん響いてくるんです。中からどんどん突
きあがってくるんです。それってどういうことですか。あなたの
中のあなたが激しく切実に訴えていることに心を傾け、耳を傾
けてください。 
 
④ 肉は厄介です。肉は複雑です。意識の世界はシンプルです。
厳しいけれど、絶対に裏切らないです。肉の優しさは状況が変わ
れば簡単に裏切っていきます。意識の世界の厳しさに裏打ちさ
れた優しさこそが本当の優しさでした。肉基盤ではそういうこ
とが絶対に分かりません。 
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今世をあなたの転換期にしてくださいというメッセージを、あ
なたはどの程度自分の中で咀嚼できているか定かではありませ
んが、今一度真剣に真摯にこのメッセージの重みを受取ってい
ただければと思います。 
ワン・ツー・スリーの瞑想で色々とそれぞれに心で試してみてく
ださい。 
ただ自分のエネルギーを、肉体を通して感じていく、それで精一
杯というのではなくて、そこから、そこから次の一歩をどう踏み
出していくのか、あなたの中は、苦しいエネルギーはみんなそれ
を待っています。舵の切り方を誤らないでください。正しい舵の
切り方を、その肉を持って教わってきたのです。 
 
⑤ アマテラス。ともに学ぼう、そしてともに帰ろう、そういざ
なっていく喜びが響きます。 
アマテラス。愛しいアマテラスでした。自分の帰るべきところが
分からずに彷徨い続けてきたアマテラス。苦しいことも悲しい
ことも辛いことも全部飲み込んで、我を見よと虚勢を張ってき
た哀れさを、ようやく真正面から受け止めていける機会を得ま
した。 
「あなたの中の喜び、温もり、愛のエネルギーを知っていきなさ
い。そして信じて、信じていきなさい。」ストレートに届いた波
動の世界でした。 
田池留吉、アルバートと心から心から呼びたかった思いをしっ
かりと確認して、心から呼んでいく喜びと幸せを味わっていき
ましょう。 
帰っていく方向をしっかりと見定めて、そこに心の針をしっか
りと合わせていきましょう。 



－6－ 

全部自分自身が選んでいくことです。決めていくことです。強制
も何もありません。ただ願わくは意識の流れとともに、意識の流
れに沿って、ともに歩みを進めていこうということだけです。 
 
⑥ 苦しみはどこからくるのか、悲しみはどこからくるのか、怒
りはどこからくるのか、心で分かっていますか。分かってきまし
たか。 
分かってください。そして、思う方向を１８０度変えていきまし
ょう。 
肉から意識へ、肉から意識へ、どんなときもこのことを忘れず
に、間違って生きてきたけれど、私は生き直します、本来の私に
戻ってまいります、そう自分に言って聞かせてください。 
自分の中がひとつになって力強く突き進んでいく喜びと幸せを
どんどん感じていってください。 
心から心から待ってくれていた、信じて待ってくれていたと、田
池留吉の肉を通して、真実の波動の世界からのメッセージを私
達は受けてまいりました。 
真っ直ぐに、本当に真っ直ぐにあなたの中に届いているはずな
んです。 
受けてください、受けてくださいと真っ直ぐに届く波動のすご
さ、素晴らしさです。どんどん、どんどん感じて、感じて、そし
て、必ず帰る、必ず帰るよと約束を果たしてください。約束です。
ともに帰りましょう。 
 
⑦ 喜んで、喜んで生きていく、生活をしていく、何でも当たり
前で欲を欲とも思わないできた私達には、それは簡単なようで
難しいことです。 
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本当は、ただ今ここに存在していることが、ただ嬉しい、ありが
とう、それだけでいいんです。そして、それは自分が肉という形
を持ってきている意味を心から感じていなければ、嬉しい、あり
がとうも少々、いいえ大きく違っています。 
それでも文句を言い、不平不満を言い、暗いエネルギーを垂れ流
しているよりも、嬉しいね、ありがとうと思って生活をしていく
方が、はるかに、はるかにいいです。 
そういう生活を送りながら、ごめん、真っ暗な真っ黒なエネルギ
ーしか流してこなかった、心からそういう思いが突きあがって
くればくるほどに、同時に喜びが何とも言えない喜びが噴き出
してくる、そんな学びの時間を持っていけば、ふと気がつくと変
わっています。心に感じるものが、同じものを見ていても、同じ
ことを聞いていても、以前とは変わっています。 
心の体験です。自分の中の変化を楽しんでいってください。 
 
⑧ 金の力も神の力も全く通用しない。それがこれからさらに
益々明らかになっていきます。嬉しいです。どんな苦しい時を生
きてきたか。苦しんで、苦しんで狂ってきた真っ暗闇の中で、も
がけども、もがけども、真っ暗闇の中でした。 
そんな自分の中に、やっと、やっとひとつの解答が見えてきまし
た。そこを突破口にして、見事脱出する道がようやく見えてきま
した。 
こんな嬉しいことはないです。目に映る形の世界は見る影もな
く大きく様相が変わっているけれど、それでも、それでもあった
んです。帰る道があったんです。愛を捨て苦しみの中を彷徨い続
けてきた中で、愛へ帰る道を見つけた、これは本当に奇跡と表現
しても決して大げさなものではありませんでした。 
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奇跡ではないよ、田池留吉、アルバートの思いが来ます。ですが、
田池留吉、アルバートの意識の世界、波動の世界と出会わせてい
ただいたことが私達にとっては奇跡なんです、そう私の中から
一斉に声を上げています。 
喜びの雄叫びを２５０年後に噴き出していく準備を万全に整え
て、今世の日本とお別れです。 
 
⑨ 田池留吉を思っていればいい、究極はそうです。それさえき
ちんとできていればということです。 
思うは田池留吉です。思うはアルバートです。思うは母なる宇宙
です。 
肉を持っている限り、肉の思いはあります。しかし、弱めていく
ことは可能です。それは肉ではできません。田池留吉を思う瞑想
を重ねていくことによって、知らずのうち弱まっていくんです。 
また、田池留吉を思う瞑想を重ねていくといっても、欲では続か
ないでしょう。田池留吉を思うことが嬉しいとまずなってくだ
さい。呼びたくなるんです。何とかしてくれといって呼ぶのでは
なくて、ただ呼びたくなる、アルバートと叫びたくなる、そのこ
とをそれぞれに体験してください。 
嬉しいだけです。嬉しいんです。思うことが呼ぶことが嬉しい。 
思いを馳せることが嬉しい。ともにある幸せを、どんどん自分の
中で広げ深めていってください。 
 
⑩ アマテラス、何が何でもアマテラスの供養に取り組んでく
ださい。愛しい、愛しいアマテラス。ともに帰れる喜びをあなた
の心に深く、深く、広く、広く感じてください。 
田池留吉、アルバート。ともにともに生きていくことをあなたの
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心にしっかりと蘇らせてください。 
私達は帰ります。母なる宇宙へ帰ります。愛を捨てた私達でし
た。ですが、今世出会わせていただきました。田池留吉の肉を通
しアルバートの波動の世界に出会わせていただきました。私の
中の確かな現実でした。 
ともに行く道しかありません。一本道が真っ直ぐに続いている
ことを心は感じています。 
波動の世界に、田池留吉、アルバートの波動の世界にひとつだと
心から伝えてくれた思いに応えていく道だけが喜びの道です。 
繰り返します。今世をあなたの転換期に必ずしてください。必ず
してください。自分との約束を果たしてください。 
 
⑪ 間違ってきたことを喜んで認めそして受け入れていく、そ
れができる今が嬉しいとなってくる、そうなってくれば、どんな
にすごい、凄まじいエネルギーを感じようとも、それで自分を落
とし込めたり、そのエネルギーを助長したりはしません。自分を
見失うこともありません。 
きちんと自分と向き合っていくことがどんなに自分にとって優
しいことなのかということに尽きます。自分を自分の優しさ、温
もりで包んでいく喜びの中にあったことを感じて、ただ、ただ嬉
しいでしょう。嬉しくてありがたくてというふうになってくる
はずです。 
それが私達です。自分の中の優しさ、温もり、喜び、ただそれを
信じて、信じて生まれ変わっていきましょう。 
ありがとう、心から心から自分に伝えていける喜びの道を、とも
にともに歩いてまいりましょう。 
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⑫ 今世の出会いを本当に大切にしてください。出会いです。田
池留吉の肉との出会い、そして学びとの出会い、もちろん、そこ
からしっかりと学んでいくという大前提がありますが、とにか
く、自分自身の今世の計画を心で分かってください。 
どんなに緻密に計画してきたか、それはひとえに本当のことを
知りたいと、自分の中の思いが切望してきた証しです。 
自分の中に蓄えてきた真っ暗な、真っ黒なエネルギーをどんど
ん感じて、そしてその思いが何を叫んでいるか、本当のところ何
を叫んでいるか、どうぞ、心で受け止めてください。 
母の温もりがそれを可能にします。温もりが溢れてくればくる
ほどに、真っ暗闇の思いが語るんです。叫ぶんです。帰りたい。
帰れるのか。本当に帰れるのかと。 
何度も何度も聞いてきます。そのたびにあなたが肉を持ってい
るあなたがしっかりとそれに応えてあげられないようではダメ
なんです。 
ともに帰ろう。しっかりとはっきりと応えてください。それがた
だひとつの喜びの道だということを、本当に学んでください。 
 
⑬ 思うは田池留吉です。どんなときも忘れずにいてください。
どんなときもです。生活をする中では、それぞれに様々なことが
あります。受け入れがたいことも起こってくるでしょう。受け止
めていくことに時間を要する現象もあります。それでも事実を
事実として受け止めて受け入れて、そして、思うは田池留吉だけ
です。 
間違って生きてきた自分を認めながら、そんな自分の中に田池
留吉の世界、母の世界だけが真実なんだと、真っ直ぐに思ってい
けるかによって、その後が全く違ってきます。肉から意識へ自分
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を解き放つ、それしか自分を救う道はありません。 
今世、そして、それから２５０年に至る時間の中での転生。自分
の中の愛、本当の自分に目覚めていく計画を織り込んでいます。
当然これからの転生は、今世と比べられないほどの厳しい転生
です。 
それは必然です。それだけ私達は切望しているんです。自分に本
当の自分に目覚めていくことを。 
自分に目覚めていくために立てた計画です。自分の中の愛が仕
事をしているんです。自分にしっかりと応えていきましょう。 
 
⑭ 今世という時に自分を繋いできた重みは、学びに触れた人
であるならば、心に感じているはずです。 
これまでの転生とは全く違う人生の時間にしてください、今世
を自分の転換期にしてください、このメッセージがあなたの心
に届いていますか。 
メッセージ通りにあなたの今世をお過ごしください。田池留吉、
アルバートからのメッセージをしっかりと心で受け取って、と
いうことはその波動を心で受け取って、どうぞ、本当にご自分を
大切になさってください。 
そして、ともにある喜びを、波動の世界を心に感じ、次元移行の
流れに乗って、さらに真実の世界を極めてまいりましょう。 
肉、肉で自分を苦しめてきた間違いを心から詫び、自分を見誤
り、見失ってきた過去の自分とともにしっかりと生きていくこ
とが、自分の未来を変えていくことを知ってください。 
過去も未来も今という一点にひとつであると心で知っていけば、
目の前が開けてきます。感じる嬉しさを禁じ得ません。 
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⑮ 次元移行へと意識の流れは着実に粛々として流れています。
色々な現象により形の世界が崩れていきます。崩れていくんで
す。どんなに守ろうとしても崩れていきます。 
心を見るしかありません。しかし、今殆どの人が心を見るという
ことを知らない、分からないというのが現実です。幸いにも学び
に触れた私達は、心を見ることを伝えていただきました。どんな
心を、どんな思いを垂れ流してきたか。特に祈りのエネルギーが
どんな凄まじいエネルギーなのか、それぞれの肉体を通して学
んでこられたと思います。祈って救われるのならば私達はとっ
くの昔に救われています。 
肉、形の世界が崩れていけばいくほどに、祈りのエネルギーが満
ち溢れてきます。祈る心をしっかりと見ていきましょう。何に向
かって祈っているのか。何を思って祈っているのか。その思いの
間違いが形となって自分達に示しているんだということ、それ
ぞれがそれぞれの心で知っていくようになっています。 
正しい思いの向け先を見失ったまま生きてきたことを嫌という
ほどに知らされていくでしょう。知らされてということですが、
それは決して苦しみではなくて喜びなんだということが心で分
かってくれば、それはいい状態だと思います。 
 


