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瞑想、正しい瞑想です。いかに田池留吉を一筋に思えるか。

田池留吉の目を見て、しっかりと心にある思いを吐き出してい

く、そして、心の広がりを感じていく、そういう瞑想を続けて

ください。 

 

皆さんお元気ですか。年に２度、ここ琵琶湖グランドホテルでセミ

ナーが開催されます。どうぞ、しっかりと心を見てまいりましょう。

そして、瞑想を続けましょう。瞑想、正しい瞑想です。いかに田池

留吉を一筋に思えるか。田池留吉の目を見て、しっかりと心にある

思いを吐き出していく、そして、心の広がりを感じていく、そうい

う瞑想を続けてください。 

異語をどんどん、どんどん発してください。異語で自分の思いを語

ってください。異語で自分の思いを語る喜び。それは、宇宙へ喜び

を発信することです。 

喜びです。喜びで宇宙とともにあることを感じてまいりましょう。

異語は宇宙のリズムです。どうぞ、あなたのその肉体を通し、異語

のリズムを広げていってください。 

心を田池留吉に向けて、しっかりと宇宙を思う瞑想をしてみましょ

う。 

宇宙は喜びです。闇黒の宇宙は、本当は喜びの宇宙だったんです。
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そのことを私達は、今世、ひとつの肉体を持って、田池留吉の意識

の世界、波動の世界から学ばせていただきました。 

闇黒の宇宙など存在しませんでした。闇黒の宇宙は、私達が何も知

らずに存在してきた証拠です。私達が作り上げた世界です。闇黒の

宇宙は存在しません。喜びの宇宙だけが存在します。 

その喜びの宇宙こそ、私達のふるさと、母なる宇宙です。 

その宇宙へともに、ともに帰っていく、次元を超えて帰っていく喜

びの道を、どうぞ、あなたもそしてあなたも一歩、一歩、前に進め

る、そのような学びにしていってください。 

肉、形の世界は影、幻の世界です。肉、形の世界でどんなに栄耀栄

華を極めようとも、それは肉を離せば、もう何の跡形もなく消え去

っていく世界です。ただ、肉、形にしがみついてきた自分の暗くて

重い思いが、自分を閉じ込めていくだけです。そんな意識の世界を、

どうぞ、自分の中からもう解き放していきましょう。そして、本当

の自分の世界、本当の安らぎの世界、喜びの世界へ帰ってまいりま

しょう。 

 

【ホームページより】 

① 大変な時期を迎えていきますが、今、自分のその肉を通して学

んでいる意識の世界のことに、肉ではなく自分達は意識、エネルギ

ーなんだということに、可能な限り心を向けてください。 

肉で、肉としてどんなに形が整えられても、自分の中、心、思いが

どんな状態であるのかをしっかりと知ることがなければ、永遠に喜

びなど分かりません。元々幸せだったということに心から分かると

いうことはありません。そして、いつも自分の外に、外に喜びを幸

せを求め続けていく人生から自分を解き放つことはできないでし
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ょう。 

しかし、いつまでもそんな人生が繰り返されるということではあり

ません。地球という星は、もうやがて住めなくなる時がやってきま

す。そうなれば、文字通り宇宙のもくずとなって、さあどのくらい

真っ暗闇の中で寂しく冷たく重苦しく固まっていくのでしょうか。 

それもこれもみんなみんな、それぞれの心に響いてくることだと思

います。自分の心に響き伝わってきたならば、今、その肉を持って

いる時間がどんなに貴重な時であるのか、分かると思います。どう

ぞ、今を大切にしていきましょう。 

 

② 宇宙に向ける瞑想。宇宙を思って瞑想。 

素直に、素直に、喜びでしてみてください。きっとあなたの心に響

いてきます。私達は宇宙からやってきた意識です。宇宙は私達のふ

るさとです。あの宇宙へ帰りましょう。遠くに忘れ去った宇宙の波

動、リズムをどうぞ、あなたの心で思い出してください。 

闘いのエネルギーで闇黒に塗りつぶしてしまった私達ですが、今世、

真実の波動の世界からひとつの肉を通して、宇宙の波動をしっかり

と伝えていただきました。正しい瞑想をして、その波動の中に生き

続けていることを感じられるようになれば、何も案ずることはあり

ません。 

今世、その肉を閉じるその瞬間まで、どうぞ、宇宙を思い、愛を思

い、瞑想をしていきましょう。帰るべきところをきちんと知ってく

ださい。 

戻っておいでのいざないに、勇気を出して、素直に応えてまいりま

しょう。 
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③ 私達の心が憶えています。しっかりと心の針を合わせて向けて

いけば、伝わってくる波動の世界です。ただし、その世界は欲とは

絶対に合わない世界です。 

ただひたすら素直に、真摯に、純粋に思っていこうとしているか、

自分に聞いてください。自分と自分の学びです。本物の自分と偽物

の自分があります。あるのはそれだけです。苦しみに沈んでいくの

も自分だし、素直になって、本物の自分を蘇らせていくのも自分で

す。 

苦しみに沈んでいくのはもう結構と思っても、偽物の自分とともに

生きている限り、行き着く先は苦しみの世界です。 

自分で選んでおいて、なぜ苦しいのかが分からなかった私達でした。 

そんな私達が、今世の肉を通して、偽物の自分とともに生きていく

ことは容易いけれど、本物の自分と生きていくことは難しいことを

学ばせていただきました。 

難しいけれど学びに触れた以上、本物の自分とともに生きていく道

を、しっかりと選び取っていきましょう。心が憶えている、今世こ

そその心を裏切らない自分となっていきましょう。 

 

④ 超えられないものは設定していない、どんな大変なことであっ

ても、それらはみんな自分が自分に設定してきたものです。それは

何のためか。もうお分かりのように、自分の軌道を本来あるべき軌

道に戻すためです。自分の本当の姿を見失ってしまった自分に、本

当の自分に帰っていこうとする決死の思い、それが、様々な現象を

自分の前に出して、自らを正しい方向へと促しているのです。心の

奥の奥の奥のもっと奥底から本当の自分の思いが伝わってくると

思います。「帰ってきなさい。あなたは愛です。」毅然とした思いで
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しっかりと伝えてくれる本当の自分自身のいざない、呼び掛けに真

っ直ぐに応じてまいりましょう。 

喜びの道を一歩ずつ。その一歩を前に踏み出すことをしっかりとや

っていきましょう。 

 

⑤ 田池先生のもと、私達は学んでまいりました。この事実をしっ

かりとそれぞれの中でかみしめてください。 

生半可な思いで学びに集ったのではないんです。生半可な思いなら

ば、もうとっくの昔に学びを去っているはずです。現に一度、ある

いは数回学びに来て、音沙汰もなく姿を消していった人達がいます。 

尤もその方達がどうのこうの、今学びに繋がっている人達がどうの

こうのという次元の話ではありません。学びに集っていても、依然

として他力的にぶら下がった状態の人もいるでしょうし、そういう

ことは論外なんです。 

ただ、田池先生のもと、学びを進めてきたということをどう思って

いるのか、その事実を自分のこれからにいかに活かしていこうとし

ているのか、それが何よりも何よりも大切なことです。 

生半可な思いで学びに集ってきたのではないことを瞑想の中で確

認して、どうぞ、自分の中の切なる思いとしっかりと真向かいにな

って、今世の学びを大切になさってください。 

 

⑥ 肉として、肉の中で生きていくため、こうしたらいい、ああし

たらいい、こうすれば効率的、便利、賢いというノウハウには明る

くても、さて、自分の行く末はどうでしょうか。自分の行く先に明

るい兆しを感じておられますか。 

見栄を張っても仕方がないことです。空しいことです。実際のとこ
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ろを精査判断して、今、肉体を持っている今、本当の意味で自分の

ために生きていくことをやってまいりましょう。 

死後の自分から学ぶことは多々あると思います。死後の自分も、今、

肉体を持っている自分も、何ら変わるところはないと心で学んでお

られますか。ただ、肉体を持っている今は、苦しみを誤魔化す方法

はいくらでもありますが。 

今、肉という形を持っているから生きているということは実感でき

ますが、そこからもう一歩踏み出して、では、この肉体を離したあ

とはどうなのかということを、それぞれに学んでいく必要があるか

と思います。 

犬や猫など人間以外の生き物には、その必要がありません。彼らは

自分を肉としてとらえていないからです。生死の問題を抱えている

のは、私達人間だけです。意識の世界の変革にしっかりと向き合っ

ていきましょう。 

 

⑦ ここまでというものはありません。意識の世界、波動の世界に

は限りがありません。喜びを感じたから、温もりを感じたから、私

は愛ですと中からはっきりと伝えてきたから、けれど、それは何も

特別なことではありません。そこに留まることなく、どんどんどん

どん、肉を離すその瞬間まで、そしていつもいつも、田池留吉を思

い、アルバートを思い、意識の流れに沿っていくように、心の針の

管理をしてまいりましょう。 

あるのは喜びだけです。喜び以外は全部、全部間違っています。肉

の中にあれば、そう断言できないでしょう。事情、状況等から判断

して、言い分、言い訳、理由付けが出てくるのが普通です。私達の

中には、自分の思いを正当化していきたいという思いが根付いてい
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るのだと思います。それらは肉、形の世界ではある程度、容認され

ることはあっても、意識の世界ではそうはいかないんです。 

喜び以外は全部ブラックです。それは厳しいと言えば厳しいことか

もしれませんが、厳しいのではなくて、それが本当は自然のことだ

ったんですね。厳しいと思ってしまうところに、私達がずっと肉、

形の世界に生きてきた哀しみがあります。ですが、その哀しみもま

た喜びへ変わっていけることを知りましょう。 

思うは田池留吉一筋で生きていく道をしっかりと選び取ってくだ

さい。 

 

⑧ 思うは田池留吉一筋。これ以外に喜びに目覚める、本当の自分

に出会う道はなしと断言しています。 

田池留吉を思うということが、どんなに大切ですごいことなのか、

まだまだあなたは軽く、軽くとらえていませんか。 

確かにこの学びだという思いが、あなたの心に上がってくるという

のは実際だと思いますが、それでも、そこから真実の方向へ歩みを

一歩踏み出すということは難しいというのもまた実際のところで

はないでしょうか。 

肉というものはやっかいなものです。肉がなければ、本当の世界を、

その波動の世界を学ぶことは不可能ですけれど、肉があるから学び

一本に自分を絞っていく難しさがあります。 

そこのところを、しっかりとそれぞれに瞑想をする時間を用意して、

自分に聞いて、そしてさらに聞いていくことを繰り返してください。 

なぜ自分は生まれてきたのか、何をするために今ここにあるのか、

何度も何度も問い続けていくことが必要でしょう。そんなもの、も

うとっくに自分の中で答えが出ている、それはそうかもしれません。 
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それでは今、自分に聞いてください。本当に田池留吉を信じている

かと。 

波動の世界は正直です。嘘はつけません。誤魔化せません。自信が

ありますか。 

 

⑨ 死後の自分の状態を知ることは大変大切なことです。 

肉を持ちながら、今、自分の状態はどんな状態なのか、死んだ自分

から伝わってくる思いの世界を感じていくことにより、はっきりと

してきます。日々の生活の中で、瞬間飛び出るエネルギーを感じて、

それを反転していくことは、もちろん、大切な大切な仕事ですが、

それをさらにそうだと感じていくには、肉、形もない、何もない中

で、全く誤魔化しがきかない中で、自分はどうなっているのか、そ

れをはっきりと知っていくことが必要です。 

他の誰でもない自分なんです。その現実から目を背けて、田池留吉

だ、アルバートだ、２５０年後だ、次元移行だと言っても、どこか

嘘っぽいと思いませんか。 

現実把握です。しっかりと自分の今を把握しましょう。肉を自分に

持たせている今だからこそ、そのお勉強ができるのではないでしょ

うか。 

肉のことばかりに思いを分散していては、もう自分の行きつく先は

決まっています。地獄の奥底の底の底のもっと奥底から這い上がっ

てきた意識だということを、それぞれの心で感じていくことが肝要

です。 

 

⑩ まずは思いの向け先を確認です。今まで、何を思い、どこに心

を向けて生きてきたかを、しっかりと確認して、その向け先はみん



－9－ 

な間違っていたことが心で感じられるようになっていくことが大

切です。生れてきて死んでいく中で、何を得たのか、何をなしたの

か。 

なるほど、たくさんのものを得て、色々としてきたことでしょう。

ただ、そんな転生の中で、幸せや喜びは続いていましたか。答えは

いいえですね。一時の幸せ、喜び、吹けば飛ぶような幸せ、喜びを

得るために、どんな凄まじいエネルギーを垂れ流してきたか。自分

を裏切り続けてきた哀しみ、辛さ、悔しさを抱えて、幸せ、喜びと

言っても本当に空しいものでした。 

今世こそは、堂々と高らかに幸せです、喜びですと言い切って、心

に何もない開け放たれた世界を体験しましょう。 

心に何もない。ただあるのは喜び、温もりとともにあった自分達で

した。ごめん、ありがとうと伝え合う意識の世界です。 

私達のふるさとは、まだまだ遥か彼方だけれど、必ず、必ず帰ると

いう自分との約束がありました。思い出し、約束を果たしていきま

しょう。 

 

⑪ もう真っ直ぐに自分のあるべき方向に向いて生きていきまし

ょう。 

肉、形ある世界は違っていることを、様々な現象を通して伝えます。

はっきりときちんと伝えます。それが愛です。愛しかないことを、

自らが自らに伝えてくるんです。肉、形の世界が崩れ去っていく中

で、何を思い、何に心を向けていくか、それぞれに示されていきま

す。 

真っ直ぐに喜んで喜んで自分達の間違いを認め受け止めていきま

しょう。どんなにしても、帰るべきところはたったひとつです。 
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ふるさと、帰りたくて帰りたくてどうしても帰りたい思いが、今世、

ひとつの肉を用意して、学びに繋がったことを知ってください。 

心から知ってください。そうすれば、今が、今世自分に用意してき

たこと、環境その他すべてがあるひとつの方向を、確実にとらえて

いることが心で感じられます。もう真っ直ぐに歩いてきなさいと、

自らが指し示している方向へ、一歩、一歩、喜びとともに歩みを進

めてまいりましょう。 

 

⑫ 今を喜ぶということはそんなに簡単なことではないかもしれ

ませんが、それでも喜びしかないことを学んでいける今は、やはり

喜びです。 

自分が切望してきた通りの展開の中で、自分との約束を果たしてい

こうとしていると、はっきりと心で感じられれば、あとはその自分

が切望してきたことの成就に向けて、真摯に素直に喜んで生きてい

くだけなんだと思います。愚かな肉を用意して、愚かな自分の世界

をはっきりと示していく、本当にそこには愛があるだけなんだと、

正しい瞑想を重ねて知っていきましょう。 

嬉しい、ありがとう、素直に心が伝えてくる喜びをしっかりと受け

止めて、そして真っ暗闇の自分から抜け出していきましょう。 

真っ暗闇の自分を作り引き寄せている愚かな自分でしたと気付い

ていくことが唯一の喜び、幸せの道です。 

 

⑬ 自分の瞬間出すエネルギーを確認していくチャンスは、日々の

中でたくさんあるはずです。心穏やかに生活をしていると思ってい

ても、さてそれはどうでしょうか。心から飛び出す凄まじい勢いの

エネルギーを確認できる今が、私達にとっては喜ばしいことなんで
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す。 

みんながみんな道を間違えて生きてきたから、どんなに凄いエネル

ギーを感じようとも、それで落ち込む必要など全くありません。 

何十年も学んできたのにと思うから、ああ学びは難しいとか、いく

らやってもとか、そういう思いが出てくるかもしれませんが、それ

こそがどれだけ己が偉いかということです。間違い続けて生きてき

た時間を思ってください。だから、そんな思いに怯むことなく、ど

んどん自分の凄まじいエネルギーに出会えることを、ただただ喜ん

でいきましょう。 

真っ暗闇を瞬間反転させていく喜びにはまっていけば、楽しみの

日々が送れます。もっと来い、どーんと来い、自分の中の愛が全部

吸収してくれる喜び、心地よさを味わってください。そうして、ど

んどん自分を吸収して、大きく広く温かく優しい自分になっていき

ましょう。 

 

⑭ みんな幸せになりましょう。いいえ、元々幸せな自分達だった

ことを知っていきましょう。心から、心から知っていきましょう。 

言うまでもないことですが、世の中は狂っています。不幸せな人間

が溢れています。幸せそうに暮らしていても、肉という薄皮の下は

真っ暗闇、それが私達人間の現実です。なぜ毎日、毎日、悲しい辛

い、欲まみれの事件ばかり起こってくるのでしょうか。 

私達人間の心の醜さ、馬鹿さを示している事件ばかりです。こんな

にも地に落ちてしまったのか、肉という形を本物として生きていく

ということは、本当の自分を捨て去るということは、こういうこと

なのか。実に分かりやすく表現してくれています。心の奥底に眠る

真っ暗闇のエネルギーが、条件、環境が整えば飛び出してくる、そ
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ういうことでしょう。真っ暗闇のエネルギーを真っ暗闇のまま放置

せず、本当の優しさ、温もり、喜びのエネルギーに戻していくこと

を、学びに触れたあなたからまず始めていきましょう。それが、元々

幸せだった自分に出会っていくたったひとつの方法です。 

 

⑮ 自分に肉を用意してきた喜びを、しっかりと心で味わってくだ

さい。肉を用意して、学びに繋がって、どんなに幸せなことでしょ

うか。 

肉を持つこと、生まれてくること、その切実なる思いが心にしっか

りと響いてくれば、肉を用意して学びに繋がったことが、どんなに

幸せなことなのかお分かりだと思います。そこのところを、どなた

も感じてください。そして、自分の出すエネルギーを確認して、そ

のエネルギーがどんなに凄まじい勢いで自らを破壊してきたか、と

っくりと学んで今世を終えてください。 

生きる目的を間違えてきたと、はっきりと自分に言えますか。数限

りない転生のチャンスがあったけれど、過去、何ひとつ本当のこと

を自分に伝えることができなかったと感じていますか。頭でっかち

になっていませんか。この学びは何を学ぶのですか。 

宗教という既成概念から外れてください。学びは宗教ではないこと

を、今一度自分の中で本当に分かっているのか、それぞれに起こる

現象を通して確認してください。他力信仰の延長線上に学びをとら

えていると、自分の心が伝えてきたら、そのメッセージを真摯に受

け止めてください。 


