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第１５回ＮＰＯ法人ＵＴＡの輪セミナー資料 

２０１９年６月９日～１１日 
会場 琵琶湖グランドホテル 

 

 

私達はひとつ。ひとつの意識体として、こうして、ともに学

べる時間と空間にあることを、ただただひたすら喜んで、そし

て、この時間と空間の中で、それぞれが作り続けてきた他力の

世界をどうぞ、しっかりと自分の目で、自分の心で感じてみて

ください。 

 

皆さん、こんにちは。日々、元気にお過ごしでしょうか。そして

あなたの心をしっかりと見ておられますか。なぜ生まれてきた

のか、なぜ今ここにあるのか、もうあなたの心でしっかりと分か

ってこられましたか。 

その回答を心で出してください。そうでないと、また過去の二の

舞です。他力の道を自分の中で崩していくことはとても難しい

です。 

肉を本物とする思いを崩していく、これは私達にとって本当に

難題です。しかし、その壁、自分の前に立ちはだかっている壁、

自分が作ってきた壁を崩して、崩して、総崩れをしていかない

と、私達は本当のことに出会えません。 

自分の本当の姿を見失ってきた私達です。だから、苦しみ悩み狂

ってまいりました。そんな過去の転生を、もう今世を境に１８０

度方向転換をしましょうと呼び掛けさせていただいています。 
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田池留吉の意識の世界に心の針をしっかりと向けて合わせて、

そして、本当の喜びと幸せの道を生きてまいりましょう。 

私達の思い、そう、それが私達のたったひとつの思いです。 

お母さんに肉体をいただいて、何度も何度もその思いにチャレ

ンジしてきましたが、どうしてもどうしても、自分の壁を飛び越

えることができませんでした。 

その壁の前に、そして、自分が作ってきた欲の渦の中に、自らを

落とし込めて、苦しみ抜いてきた私達です。どうぞ、このことを

しっかりと心で分かってください。まずは心で分かってくださ

い。 

苦しみ抜いてきた、狂い続けてきた自分達。なぜ苦しみ続けてき

たのか、狂い続けてきたのか、自分に問うて、問うてやっていっ

てください。 

それが心を見るということです。凄まじいエネルギーの塊とい

うのは、もうご承知の通りです。誰一人例外はありません。肉を

本物とする基盤からは本当のことは分からないし、その欲の渦

から自ら抜け出さなければ、愛、心のふるさとへ帰ることはでき

ません。 

そのように私達は、今世、ひとつの肉体を通して学ばせていただ

きました。 

今世、千載一遇のチャンスとしっかりと心でとらえ、とうぞ、三

次元最終の時に向かって、次元移行の意識の流れに向かって、と

もに、ともに歩んでいけるあなたであってください。 

待ってくれています。待ってくれているんです。本当の自分が待

ってくれている喜びと幸せ、安らぎの世界へどうぞ、どうぞとも

にともに帰ってまいりましょう。 
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私達はひとつ。ひとつの意識体として、こうして、ともに学べる

時間と空間にあることを、ただただひたすら喜んで、そして、こ

の時間と空間の中で、それぞれが作り続けてきた他力の世界を

どうぞ、しっかりと自分の目で、自分の心で感じてみてくださ

い。 

 

【ホームページより】 

① 幸せな日々ですか。田池留吉、アルバートを思い、意識の流

れに沿って生きていると実感できていますか。 

肉、形の世界はいずれ消えてなくなる世界です。真っ暗闇の中

で、幸せを、喜びを探してみても、それはもうお分かりのことと

思いますが、空しさ、寂しさが残るだけです。 

それよりも、本当のことを知っていきましょう。私達は永遠に生

き続ける生命(いのち)なんだと心で分かって、真剣に自分の行く

先を思っていきましょう。 

この先も真っ暗闇の中に固まった状態のまま存在するのか、そ

れとも、意識を転回して、限りなく広がっていく世界に自分を解

き放していくのか、その方向、生きる方向を選択していくのは自

分です。 

ただし、それには意識の転回というハードルがあります。このハ

ードルを越えて、真実の世界に羽ばたいていきませんかと、あな

たの中に意識の流れからのメッセージが届けられているはずで

す。 

真剣に自分の行く末を思って、日々の時間を大切になさってく

ださい。 

正しい瞑想を重ね、本当のことを選び取っていくと決断してく
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ださい。 

 

② いつの時代も必死で生きてきた、そんな感じです。しかし、

それは同時にすべての転生が暗闇の中で、もだえ苦しんできた

動かぬ証拠だということです。肉は肉としては、一生懸命、必死

で報われないかもしれないことも承知で生き抜いてきた、だか

ら私は立派に人生を全うした、そう思って死んでいったたくさ

んの私がいます。 

それらすべてに、違っていたんだ、間違っていたんだ、何も分か

らずに、ただ己を前に出して生きてきただけのことだった、だか

ら、幸せなんてなれなかった、喜びとは程遠い中なのに、それを

認めることが怖くて仕方がなかっただけのことだった、上辺は

幸せそうに振舞っていても、そうじゃないことはみんな自分が

知っていた、だから苦しかった、そんな自分が嫌だった、呪い殺

そうとしてきた、振りほどいても、振りほどいてもまつわり付い

てくるその手が、思いがうっとうしくて、自らを何度たたき殺し

てきたことか、そんな過去の私の思いが、今、喜びの中でようや

く日の目を見ることができて、私はとても嬉しいです。温かい中

へ喜びの中へ、安らぎの中へ、自分をいざなっていける優しさを

感じて、私は幸せを感じています。 

苦しくて狂ってきたどうしようもない心の歴史が山ほどあるか

ら、今、正しく思える方向を知った今が、本当にありがたいです。 

 

③ 大切な肉ある時間です。どうぞ、本当の自分の思いに沿っ

て、どなたもその大切な肉ある時間を喜んで使っていきましょ

う。 
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自分の中の切なる思いは、本当の自分に戻っていこうとしてい

ます。 

「戻りたい、帰りたい、私のふるさとへ、母の待つあの喜びと温

もりの世界へ。」 

言葉を連ねればこんな心の心からの叫びです。その叫びに肉を

持てば、耳を塞ぎ、心を閉ざして生きてまいりました。それが私

達の今までの数限りない転生でした。 

そんな本当の自分の思いに声に耳を塞ぎ、心を閉ざした状態で

は、どんなに何をしても、何を手に入れても、決して幸せにはな

れない、幸せとはどういうことなのか、喜びとはどういうことな

のか、分かるはずもありませんでした。ただ己の欲のままに突っ

走って、そして肉を離した瞬間、地獄の奥底に沈み込んでいる自

分があるだけだという現実があったのです。 

もう止めよう。もう止めよう。自分が可哀そうです。愚かな自分

を抱きかかえ、そして、もう帰ってまいりましょう。喜びの自分

へ、温もりの自分へ、自分を戻していきましょう。ともにある喜

びの中で、心から喜びを味わっていきましょう。 

 

④ ともに学ぶ仲間がいる、幸せなことではないですか。一切の

利害関係なく、ただ、田池留吉を思い、アルバートを思い、意識

の流れに思いを馳せる、そんな時間と空間を共有しようと、様々

なルートから学びに繋がってきた仲間です。意識の世界には上

下はありません。一切ありません。 

ただ、どの程度純粋に真摯に素直に、田池留吉を思い、アルバー

トを思い、意識の流れに思いを馳せているか、それによって、大

きな開きがあることは確かです。 
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発する言葉が同じでも、波動は違います。心の針の向け先、角度、

それを確認できるのが、今、肉を持っている今です。 

アルバートの波動と出会いたかった、心からそう叫んできた自

分自身との出会いを田池留吉の肉は叶えてくれました。反発し

て抵抗して馬鹿にしてきたけれど、あの波動との出会いは私に

有無を言わせませんでした。何もありませんでした。心で感じ心

で受け止めたから、だから信じていけるのです。本当によかっ

た、幸せ者だと思います。 

そのうえ、ともに学ぶ仲間がいる、本当に幸せ者です。全部、田

池留吉の意識の世界が布石を打ってくれたものです。それを辿

っていくことが、自分を真実の世界へといざなっていくのです。 

 

⑤ ゆったりと流れる時間の中で、目を閉じて自分の中の宇宙

のリズムを感じていくことは幸せなことです。喜びです。 

どんなに間違った暗い真っ暗なエネルギーを垂れ流してきても、

それを喜びの中へ、温もりの中へ吸収していけることを感じる

からです。 

帰ってきなさいという確かな呼び掛けに素直にそうただ素直に

応じていけばいいということでした。それが意識の流れが伝え

てくれているメッセージでした。 

それを己というものを前面に出して、みんな自分で握り潰し、踏

みつけにしてきたんです。どんなに愚かな自分達であるか、肉と

いう形を本物として、肉という形を信じてその中で、自分を見失

ってきた愚かな人生に、自らピリオドを打つことが待たれてい

ます。 

肉に引きずられ、肉に埋没していくその行き先は、もう先刻ご承
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知です。 

自分の現実から目を逸らさず背けず、勇気を出して意識の流れ

に沿った生き方を選び取っていきましょう。選び取っていくべ

きだということを、どなたもご自分の心で確認なさってくださ

い。 

正しい瞑想が出来てくれば、その確認も容易です。ただし、愚か

な肉を持っているので、心の針の向け先の管理を怠っては意味

がありません。 

 

⑥ 一定の生活のリズムを刻みながら、刻々と過ぎ去っていく

時の流れの中で、確かな喜びと幸せを感じていける今でしょう

か。 

生活のリズムはなるべく一定にしてください。その安定したリ

ズムの中に肉体を漂わせ、そして思うんです、遥か遥か彼方から

の自分を。 

ようやくここまで辿り着いたこと、心から喜んでいきましょう。

苦しくて辛くて悲しくて重くて冷たくて真っ暗闇の中から、よ

うやく見え始めた一筋の灯り、一本の道です。 

出会いを心から喜んでくれた波動の世界でした。心から待って

いましたとそう、しっかりと力強く伝えてくれた波動の世界で

した。 

素直になって、そしてすべてを託する喜びと安心感を広げてい

ける瞑想に取り掛かってください。 

何も恐れることはありません。心を開いていくだけです。凄まじ

いむごたらしいエネルギーは、本当の自分に帰っていくことを

切望しています。母の温もりの中にこそ、たったひとつの救いが



－8－ 

あったのです。自分を救っていくことをしっかりとやっていき

ましょう。 

 

⑦ 今一度、学びに対する自分の姿勢を確認ください。 

何も持たない、持てない、ただあるのは、思いの世界だけです。 

その思いの世界が実は自分なんだということを、心で知る、心で

分かっていく学びです。肉として一人の人間として、どんなに満

ち足り裕福であっても、自分の思いの世界、すなわち自分自身が

どんな状態であるのかを知らずでは、生まれてきた意味が殆ど

ありません。 

なぜ、自分に肉という形を用意したのか、思いの世界にある自分

をしっかりと学ぶためです。学んで間違い狂い続けてきた自分

の世界から本来の明るい世界へ、温もりと喜びの世界へ帰って

いくために、全部自分で計画してきたことでした。 

その自分の思いをいつ、どんなタイミングで心に感じていける

か、そのタイミングをいつまでもどこまでも逸すれば、もはや地

獄の奥底の底のずっとずっと奥底から自らを浮き上がらせる術

はなしです。打つ手なしです。 

こういうことを、どうぞ、今の学びの時間の中で、正しい瞑想を

通して、自分の心で分かるようになってください。 

今世、肉を持つ必要がない世界から肉を持ったという確かな事

実がありました。それはいったい何を意味するのか、決して軽い

ものではありません。 

 

⑧ 大変厳しいけれど、大変優しい。真実はそういうものだと思

います。 
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いい加減な、あやふやな肉の中に慣れ親しんできた私達です。そ

の思いで、その目線で意識の世界を理解しようとすることが、ど

んなに傲慢なことなのかということだと思いますが、それもど

の程度心で分かっているかは、甚だ疑問です。 

意識の世界の法則は、1＋1＝2、1＋2＝3、というように、はっ

きりとしています。限りなく 2 に近い、限りなく 3 に近いとい

うことはあり得ないことです。 

だから信じられるのです。だからすべてを委ねていける安心感

が広がっていくのです。 

私達は、これまで信じても委ねても、結局それは違っていたので

す。信じること、委ねることがどういうことなのか、何を信じよ

うとしてきたのか、何に委ねていこうとしたのか、そう思いを馳

せれば、その先には、欲の思いがあったのではないでしょうか。 

真実の世界には欲は一切通用しないということ、厳しく優しい

目で自分の心を見ていく必要があります。 

 

⑨ 自分の生きていく方向、進む方向が定まっていますか。しっ

かりと定めて、安らぎの喜びの人生にしましょう。自分の中に戻

っていく幸せを感じてください。自分の中に本当の安らぎの場

があったのでした。目を閉じてそして思いをすうっと向けてい

けば、そう確認できると思います。できるはずです。たったひと

つの喜びの道をしっかりと自分の中に確立していける今世だと

いうことを知っていきましょう。 

どうぞ、正しい瞑想を継続してください。正しい瞑想を続けてい

く中にこそ、生まれてこれた喜びを味わえることでしょう。 

生まれてこれたこと、産んでもらったこと、自分の地獄を知って
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いけばいくほどに、本当にすごいことなんだと痛感できます。 

何を思っているか、何を思っていけるかで、喜びを広げていくの

か、苦しみの中から抜け出せないでいるかが決まってきます。 

手に入れたものがどんなに多くあっても、正しい方向を思えな

ければ、安らぎの喜びの人生とは程遠い人生に終わってしまう

ことは、学んでいる方ならばご存知だと思います。本当の安らぎ

の人生、喜びの人生を味わえるチャンスをお見逃しなく。 

 

⑩ 日々の生活を楽しくゆったりと過ごせるのは、本当のこと

を心で知っているからです。生まれてきた意味をしっかりと心

で分かり、本当の自分の指し示す方向を向いて、本当の自分が伝

える意識の流れに沿って歩いていく道が見えているからこそ、

肉もまた楽しからずやというところです。 

本当のことを知らなければ、肉の楽しみ喜びは空しさだけを残

していきます。いいえ、それどころか、相も変わらず闇を垂れ流

し、宇宙を汚しまくっていく始末です。 

そんな全く次元が違う愚かな生き方しかしてこなかったことを、

一日も早く自分の心で分かっていくことが要求されています。 

あなたが本当に幸せを感じるには、喜びの世界へ温もりの世界

へ戻っていくには、こちらですよ、こちらしかありませんよ、そ

ちらは違いますよ、繰り返し、繰り返し伝え続けてくるでしょ

う。 

当然、現象は厳しいものになってきます。しかし、それはただ厳

しいというだけではもちろんありません。その根底にあるのは

喜びと温もり、愛のエネルギーだからです。他力の心のままでは

それが感じられないだけです。現象を呪って恨んで、そして自滅
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していったこれまでの道を、あなたはこれからもまだ歩き続け

ますかということなんです。 

今世をあなたの転換期にしてくださいという意味を心で受けて

ください。 

 

⑪ 伸び伸びとゆったりと静かに喜んで今という時に心を向け

て、そして自分の切望してきた通りの道を歩んでいるか、検証し

てください。 

喜びです。嬉しいと心から沸き起こってくる、突き上がってくる

瞑想の時を持っていますか。 

こんな幸せな時間に自分をいざなっているんだ、嬉しくてあり

がたくて、ただただ幸せを感じます。 

田池留吉と思う、田池留吉と呼んでみる、そして遥か遥か彼方の

自分を思ってみる、幸せなことではないですか。 

どんなにこの時を待ち侘びてきたことか、自分の中から切実と

伝えてくる自分達の思いに触れていけば、今、肉を持っている今

がどんなにすごいことなのか、はっきりと感じてくるはずです。 

それが私達意識の世界の真実です。意識の世界に生き続ける自

分達だったことを、一人でも多くの方が、肉を持っている今、そ

の喜びに出会っていけばと思います。肉のことは程々に。本当の

人生を生きていきましょう。 

 

⑫ 学びに繋がっている人達みんなそれぞれ、様々な環境の中

で、様々な事情を抱えています。環境も事情も違うけれど、それ

ぞれに用意したそれらの中で、今世ようやく学び始めたことが

嬉しくて、幸せでという思いは共通していると思います。 
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そうです、私達はようやく学び始めたんです。自分達の選択して

きたことが肉基盤の上だったから、どんなにしても本当のこと

が分からなかったと。 

まず、頭の理解から入っていきます。そしてそれを段々と自分の

心に、意識の世界に移行していくことを学んでいきます。 

学べる今という時を心から喜んでください。どんな自分の世界

を感じても、今それをしっかりと学べるんだと喜んでいけばい

いんです。 

肉から意識へ軸足を変えていく難しさを感じながらも、日々瞑

想、正しい瞑想を継続していくこと、継続していけることが嬉し

いと自然に思えるようになると思います。 

心を開いてどんどん自分の中の思いと出会っていきましょう。 

出会って、出会って、これでもか、これでもかと次から次へと出

てくるエネルギーの凄さをしっかりと確認して、そして喜んで

たったひとつのふるさとへ帰ることだけを自分の中に伝えてあ

げてください。 

 

⑬ 特に何もない時に学んでください。特に何もない時に肉に

傾いていれば、肝心な時に自分を見失います。事が起こって、さ

あ心を見よう、瞑想をしようと思ってみても、それは肉です。欲

だらけの中で真っ直ぐに純粋に真摯にと勢い込んでも、欲の中

から自分を解き放つことは難しいです。肉という欲の渦の中に

自分の切なる思いは、かき消されていくでしょう。 

肉という思い、やっかいです。決して軽いものではありません。

なんやかんやと言い訳、理屈を並べて、結局は己という肉の牙城

を崩すに至らないというところでしょうか。 



－13－ 

それでも、それでも、これからの転生で繰り返し起こってくる未

曽有の出来事です。必ず帰ってきなさいという心からのメッセ

ージのなせる業です。 

波動の世界に生きていますよ、ともにこの波動の中にあること

を知ってくださいと強く強く伝え来る意識の流れです。 

ああ、間違ってきましたとすべてを託していく喜びと出会って

いく計らいの中にあることをお伝えします。 

 

⑭ すべては自分の心の中の出来事です。今、肉を持っているあ

なたが自分の心を見る、瞬間流すエネルギーを確認する、そし

て、心を田池留吉、アルバートの意識の世界に向けて合わせよう

とする、何の欲もなく、ただそうすることが、そうできることが

嬉しい、ありがとうとなってくる、そういう手順通りに自分の中

で学んでいますか。 

誰も何もあなたを救ってくれません。自分を救い上げるのは自

分だと、しっかりと分かっていきましょう。 

肉、形を本物とする思いから自分を解き放していく、すなわち、

意識の転回を成していくことが絶対条件です。 

それなくして、次元移行は果たせません。当たり前のことです。

次元移行を伝える意識の流れに乗る、愛へ帰る道にはその選択

肢しかありません。 

あと３００年の猶予の中、決断の時が迫っています。３００年、

あっという間です。それはこれまでの転生の時間からお分かり

だと思います。それで自分の行き先が決まっていくと言っても

決して言い過ぎではありません。 
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⑮ 苦しい学びではありません。難しい学びかもしれませんが、

２５０年に至る道筋が心に見えてきたならば、もうそれはそれ

は嬉しい、嬉しい学びです。なぜならば、この道が自分自身のず

っと待ち望んできた道だと心で知るからです。 

ふるさとの歌にもあるように、やっと、やっと出会えた真実の道

なんです。 

学びを苦しいところで留めておくにはあまりにももったいない

です。 

確かに自分の凄まじいエネルギーに翻弄されてまだ行く先が見

えていない人にとっては、学びは苦しいだけかもしれません。 

ですが、そうでない人にとっては、よくぞよくぞという思いが心

を埋め尽くして、こんなに幸せな自分達があったんだと心で知

るでしょう。 

すべてはそれぞれの意識の世界の出来事です。過去と同じ風景

を見ても、同じ状況下に身を置いても、心に響いてくるものは違

っています。それが学びの確たる成果だと言えると思います。 

肉に自分を誤魔化さずに、真っ直ぐに自分の世界を感じていく

喜びは、今世の肉を持って学びに集い、真剣に学び始めた賜物だ

と私は思っています。 

ただただ嬉しい。自分の思いが叶えられてただただ嬉しいです。 

 

⑯ 季節は初夏から真夏へ日ごとに身体に堪えていきますが、

それぞれご自分の体調管理をなさって、今世の予定通りの学び

の遂行に全力を注いでください。 

切望して、切望して、今世ひとつの肉をいただいてきました。本

当のことを知りたかったからです。自分に伝えたかったからで
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す。 

温かく優しくて広くて安らぎの波動の世界に生き続けているこ

とを思い出したかったからです。 

素直になりましょう。もう偽りの自分の思いを弱めていきまし

ょう。そして、本当に帰れるところ、戻れるところがあったこと

をしっかりと知っていきましょう。 

待ってくれていました。愚かな自分は自分を見捨て裏切り続け

てきたけれど、本当の自分はそんな自分を心から待ってくれて

いました。それを伝えていただきました。母のお腹の中で伝え続

けてくれていた事実を、ひとつの肉を通して学ばせていただい

た今世でした。 

もう自分を見捨てることなく、裏切ることなく、たったひとつの

真実の世界へ、私達のふるさとへ帰る道をしっかりと生きてま

いりましょう。 

 

⑰ 学びを進めていく原動力になるのは母の温もりです。どん

なに凄まじいエネルギーを感じようとも、温もりの中へ返して

いける確たる思いがあれば、そのエネルギーに翻弄されて道を

見失うことは絶対にあり得ないことです。 

心が不安定な人は、まず何よりも母の反省です。今世自分に肉体

をくれた母親に対して使ってきた心、思いをしっかりと見てく

ださい。 

母親に対しては思いがストレートに出ます。真っ黒な思いがス

トレートに出ます。それが自然です。ストレートに自分の闇の部

分を教えてくれる存在が母親だからです。かえって母親を美化

し崇めている人は危険です。そんな立派な母親など存在しませ
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ん。肉というのは互いに愚かなんです。 

その愚かな母を通して愚かな自分から瞬間出るブラックのエネ

ルギーを学ばせてもらえるということだから、ありがたいです。 

母親の欠点を責めて指摘したときに発する凄まじいエネルギー

を確認すれば、あとやることは、そのエネルギーの反転です。自

分の中の温もりへ戻していかない限り、自分の心は軽くならな

いし、平安はやってこないです。 

母の反省を通し、そしてゼロ歳の瞑想を通して母の温もりが自

分の中に確立できれば、他力の反省が捗ります。粘り強くその作

業を進めていく原動力になっているのは、言うまでもなく母の

温もりです。 

両輪がうまく動き出すと、凄まじいエネルギーが出てくればく

るほどに温もりは広がっていき、温もりが広がっていけばいく

ほどに、瞬間出るエネルギーの凄まじさを感じるという相乗効

果をもたらします。なぜ、相乗効果なのか。それはその凄まじい

エネルギーが喜びのエネルギーだと分かるからです。そうして

いくと正しい瞑想の純度が上がってきて、次元移行を伝える意

識の流れをはっきりと感じてくるということになります。今世

がいかに大切な時間なのかがはっきりと分かります。 

千載一遇のチャンス、肝に銘じてください。 

 

⑱ 単純に、シンプルに生きていこう、そして学んでいこう。 

はい、いいえを明確に。学びを進めていくについて、これはとて

も大切なことです。能書きは要りません。心の問いかけに、はい、

あるいは、いいえを一番に答えてください。 

ダラダラ語っているうちに焦点がぼやけます。言い訳とか言い
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分とかあると思いますが、学びは単純かつ明確でなければなり

ません。 

1＋1＝2、1＋2＝3の世界です。肉基盤からすれば何とも味気な

い、面白みがないというふうに感じるかもしれませんが、とんで

もありません。 

1＋1＝2、1＋2＝3の世界だから、信じられるのです。絶対に揺

らがない、何があろうとも、どんなに時を経ても決して色褪せな

い、変わることのない真実の世界の法則です。それが意識の世界

です。 

肉基盤からは推し量れない世界です。そこから推し量り、言い分

を通そうとする思いを心でしっかりと見て反省に繋いでいかな

ければならないでしょう。 

学びは今世が最初です。まだまだ学び始めた段階です。しかし、

本物だから、学びの道筋にしっかりと素直に沿っていけば、どな

たもみんなみんな感じ分かっていくのです。全部自分の中は知

っていたということになります。本当の自分というものはたっ

たひとつだからです。 

 

⑲ 託する、委ねる、ただそうする、そうできる転生ではありま

せんでした。これまでの転生みんな、託する、委ねる喜びと幸せ、

安らぎを知らなかった転生でした。 

何に託していけばいいのか、何に委ねていけばいいのか、託する

とは、委ねるとはどういうことなのか、分からないことばかりで

した。そして、託すること、委ねること、それもみんな全部、そ

れができない哀しさの中にありました。損得、駆け引きの中に生

きてきた哀しい心の中でした。 
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それでは決して幸せにはなれなくて当たり前でした。 

心を全開にしていける波動の世界。そんな波動の世界があなた

の中にある、それがあなた自身だとはっきりと伝えてくれた、そ

んな学びの時間と空間に自らをいざなってきた私達です。 

今世ほど大切なすごい転生はないと言えるでしょう。だから、今

世を転換期にして、これからの転生に繋いでいきましょう。 

世の中の流れは濁流です。濁流の渦の中に飲み込まれないよう

に、しっかりと心を見て、そして生き直していきましょう。本当

の意味で自分を大切に生きていく、もう本当の自分を裏切らな

い、そんな人生を歩いてください。ただ、肉塗れの心では難しい

ことです。生き方の根本が違うからです。 

 

⑳ 決死の覚悟、決して大げさではないと思います。決死の覚悟

で今世生まれてきた、肉をいただいた、用意した、正しい瞑想の

純度が上がってくると、それがどういうことなのか、はっきりと

心で分かります。 

何をおいても今世なんです。学びに触れた方達は今世を逃せば、

次元移行という意識の流れに乗っていくことは難しいというの

が実際のところだと思います。 

それが決死の覚悟ということだと思います。自分がいかに愚か

であり、他力のエネルギーに自らをがんじがらめにしてきた愚

劣さに、本当に心で気付き知っていきたいと思ったのです。そし

て、自分を苦しみの奥底から救っていこうという決死の覚悟で、

学びに繋がるという計画を立てました。 

どうでしょうか。あなたの心に問いかけて、自分から返ってくる

思いはどんな思いでしょうか。 
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もしこの通りならば、では今、あなたの学びの進捗度はどうでし

ょうか。自分の予定してきたことをクリアしていますか。クリア

していると答えが出たら、それはそれでいい、自己評価のもと、

しっかりと自分の歩みを進めていってください。 

そうでなければ、しっかりと厳しくそして優しく自分のこれか

らを見定めていくような生き方の軌道修正をしてください。 


