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第１６回ＮＰＯ法人ＵＴＡの輪セミナー資料 

２０１９年９月８日～１０日 
会場 hotel＆resorts ISE-SHIMA 

 

 

あなたの次の転生、さらに次の転生を経て、２５０年後の再会

を必ず果たしてください。あなたを繋いでいってください。今

世の学びをしっかりとして、必ず２５０年後に繋いでいってく

ださい。 

 

あなたの次の転生、そして、また次の転生を必ず２５０年後に繋

いでいってください。まずは今世の学びです。今世の学びをしっ

かりとしましょう。 

心を向ける向け先を確認です。心の針を向けて合わせてする瞑

想、正しい瞑想を実践してください。正しい瞑想が少しでもでき

るようになってください。瞑想の純度を上げてください。そし

て、田池留吉、アルバート、母なる宇宙を思って日々、楽しく、

楽しく、喜んで、喜んで瞑想を続けてください。 

学びに触れた時間、あるいは瞑想をする時間の長短には関係あ

りません。ただ心の針の向け先をいつも確認です。そして、田池

留吉を、お母さんを、本当に心から素直に呼べるあなたである

か、欲の思いで呼んでいないかどうか確認です。心の針の向け先

がずれている、欲で呼んでも通じるところはないと知ってくだ

さい。 
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ただひたすら真っ直ぐに田池留吉とともに歩いていく道、母な

る宇宙へ帰っていく道、この道を真っ直ぐに、ただただひたすら

真っ直ぐに歩いてまいりましょう。 

このメッセージに心を向けてください。あなたの心を向けてく

ださい。 

そして、あなたの次の転生、さらに次の転生を経て、２５０年後

の再会を必ず果たしてください。あなたを繋いでいってくださ

い。今世の学びをしっかりとして、必ず２５０年後に繋いでいっ

てください。 

待ってくれています。田池留吉、アルバート、母なる宇宙の波動

の世界が待ってくれています。日々、瞑想を続けていく中で、ど

んどんそのことを感じていってください。そして、その信を深め

ていってください。 

ともにある喜びを感じてください。あなたはひとりであってひ

とりではございません。 

ひとりであるというときのあなたの心を見てください。私は宇

宙にはあなたひとりですと申しております。しかし、このひとり

という意味と、あなたがひとりだと思う意味が全く違うんです。 

ともにある喜びを心に広げながら、宇宙をどうぞ、どんどんどん

どん呼んでいってください。ひとつに溶け合ってともにともに

歩いていく、ともにともに進んでいくこれからだということを、

あなたの心で分かってください。 

繰り返します。 

あなたの次の転生、その次の転生を２５０年後に向けて繋いで
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いってください。それにはまず今世の学びが肝心です。今世、心

で学んだことを、心で学んでいることを、そしてあなたの心を繋

いでいけるように、しっかりと学んでいきましょう。 

 

【ホームページより】 

 

① 学びの本番は２５０年後です。今世はその予習段階です。と

は言え、今世の学びがいかに大切であるか、それぞれの心でお分

かりだと思います。 

今世をいい加減にして、２５０年後に飛べません。今世の学びの

結果を受けて、これからの転生が展開されていきます。 

誰が決めたわけでもなく、みんな自分で計画してきたことだと

いうことを、どうぞ、日々の瞑想を通して確認してください。 

自分が出したものは自分に返ってきて、そして、そのことによ

り、心を見て、瞑想をして、さらに自分の生きていく方向、選び

取っていくものを決定していくだけのことです。 

今世、私達は初めて真なる学びに触れさせていただきました。今

世を境にして１８０度自分を変えていきましょうというメッセ

ージのもと、自分の本来生きていく方向、本来選び取っていくも

のを確認、確認しているのが、田池先生没後のセミナーの学びの

時間です。 

それぞれの心で受け止めていくしかありません。心で受け止め

た波動の世界を信じてそして育んでいく、私もあなたもともに

やり続けてまいりましょう。そして、それぞれ肉を置いていく時
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期が来れば、２５０年後の再会を必ず果たしていこうの合言葉

で、肉はお別れしていけばいいんです。 

肉が無くなったからと言って、存在が無くなったことではない

ということについて、心の理解を深めていきましょう。 

 

② 自分の世界に生きている、自分の思いの世界に生きている

ということを、どなたも心で知ってください。確認してくださ

い。 

その世界がどんな世界なのか、自らに肉という形を用意して自

らに見させています。周りの出来事、人、それによって自分の世

界に上がってくる思いを、つまり自分をしっかりとはっきりと

知っていくこと、それが肉という形を持っている、つまり生まれ

てきた訳です。このことをはっきりと知るべきです。肉という意

味を取り違えてきたことを、心ではっきりと知って、本当の人生

の時を刻んでいきましょう。 

肉体というものは年とともに疲弊していきます。もちろん、それ

以外にも肉体細胞を傷つけて肉体細胞が疲弊、死滅していく出

来事が起こってくる場合があります。今の世の中、健康的に命を

長らえさせることが幸せ人生というふうになっていますが、そ

れは違っています。違うとはっきりと言えますか。 

学びに触れた人達は、自分の本質、本当の自分の姿を知らずで

は、到底幸せ人生にはなってこないことを知っています。そし

て、本当の幸せ、喜び人生を歩いていくためには、今何をすべき

なのかを知っています。それだけでももう幸せなことです。だか
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ら、その本当にするべきことを、肉を持っている今、真摯に淡々

とやっていくことです。 

その結果、ふと気が付けば本当に幸せな自分がここにあること

を、心が教えてくれます。心を見て、正しい瞑想が継続できる私

達でありましょう。 

 

③ どなたもこれより、自分の２５０年に至る転生に思いを向

けて瞑想をする時間を持ってください。 

死んだ自分から伝わってくる思いとともに、これから肉をいた

だく自分の思いにもしっかりと触れてみてください。 

繰り返し、そういう瞑想をしていくと、今、今、肉を持っている

今という時がどんなに自分にとって大切な時であり、かけがえ

のない時なのか分かってきます。 

これまでの転生と同じ価値基準で今世の転生を終えていくこと

はあってはならないと、あなたの心にその思いが響いてきます

か。 

ゆったりと心を向けていく中に、その凛とした思いを感じてい

きましょう。 

あってはならないと心を縛るのではなくて、真っ直ぐに本当の

自分の思いを通していく強さに目覚めていきましょう。 

学びに触れたことをどう思っていますか。本当にすごいことな

んだと心で分かっていますか。 

死ぬまで瞑想、いいじゃないですか。今世の肉を通して、しっか

りと自分を学んでまいりましょう。そして、死んでからも瞑想な
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らなおさらいいですけれど、これは甚だ難しいです。 

 

④ 私は出来る限り一定のリズムの中で生活をするようにして

います。 

肉でできることはその程度のものです。一定の生活のリズムを

刻みながら、思う喜び、思える喜びの時間を大切にしています。 

時間はそんなに長くはありません。だけど回数は多いです。ふう

っと思う中に私は喜びを感じるからです。 

２５０年後、３００年後に焦点を合わせてこれからの時を通過

していく、肉を持っていても持っていなくても、２５０年後、３

００年後の意識の流れは粛々と遂行されていくことを感じ、肉

は本当に愚かだと思います。 

ただ、今世を境にして意識の世界を変えていける事実もまた肉

を通して学ばせていただけるということだから、愚かな肉は愚

かなりに喜んでいます。 

それは意識の世界の喜びとは雲泥の差ですが、今世の肉はゆっ

たりと静かに過ごす時間の中にあるということで、それも喜ば

しいことです。 

肉でできることがたくさんあり、そうすることが喜び、幸せな人

生にしていくんだという思いが粉々になっていくことは喜ばし

いことなんだと、初めて思える今世でした。 

 

⑤ 学びに触れる時期はそれぞれ違います。殆どは、２０年、３

０年と長く学んでおられますが、そうでない人もいます。大事な
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のは、それぞれ学び始めてから、どれだけ学びの基本に沿って学

んできたか、学んでいるかでしょう。 

学びの中心部分をしっかりと伝えるという仕事を終えたから、

田池留吉の意識の世界は、一旦肉という形を消しました。 

肉を持ってする仕事の終了とともに、今世の肉を捨て、あとは２

５０年後を待つのみということです。 

今世初めて伝えてくれた真の波動の世界にしっかりと呼応して

いく喜びと幸せを学ばせていただいた事実があります。 

「私達の本当の姿は目に見えません。波動、エネルギーとして永

遠に存在しています。肉、形を本物とする思いから、意識、波動

を本物とする思いに１８０度転回していってください。すなわ

ち意識の転回を速やかに遂行して、本当の人生を生きてくださ

い。」 

意識の流れからのメッセージは確実に現象化してまいります。 

天変地異という形で、肉、形の世界が総崩れしていく中で、何を

思っていけるか、何に心の針を向けて合わせていけるか、一人ひ

とりの課題となってきます。２５０年後の本番に向けて動く意

識の世界を感じてください。 

 

⑥ 自分に決めてきた愛へ帰る道をしっかりと歩いていくこと、

いつもそのことを心に留め置いて肉の時間を流していけばいい

と思っています。 

学びをして、自分の価値基準を変えていかない限り、どうしよう

もないことを実感してきました。価値基準を変える、つまり自分
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の基盤を変えるということです。 

そこをしっかりと遂行していかないと話にならないということ

でしょう。 

肉、形を本物としてきた大バカ者の自分をしっかりと確認して、

そんな大バカ者の自分だから何度もチャンスを用意してきたこ

とも、しっかりと確認して、そのうえで、今、こうして学べる千

載一遇のチャンスを自分に用意しているありがたさを感じてく

ださい。 

心の針を外に向けて生き続けてきたことを心で知っていきまし

ょう。 

自分の外に喜びを、温もりを、真実を探し続けてきたという自覚

をしっかりとして、自分の人生を生き直していく覚悟で、これか

らの転生を迎えてください。 

今世学んだことを心で繋ぎ、必ず２５０年後の意識の出会いを

果たしていこうの思いで、どなたも今世を終えてください。 

一人ひとりの問題です。 

 

⑦ 田池留吉と思えることが幸せです。頼るとか何とかという

思いではなく、ただ田池留吉と思える、呼べる今世ほど幸せな転

生はありません。 

初めて、生まれてきてよかったと思えるんです。肉を用意してき

た自分に「ありがとう」が真っ直ぐに言えるんです。 

こんな幸せな転生はないです。環境その他色々とあり、心がまだ

まだ揺れると思いますが、それでも、それでも学びに触れた私達
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は幸せ者です。 

この喜びと幸せを、必ずそれぞれ自分の次の転生に繋いでいっ

てください。 

そして、２５０年後に必ず再会を果たしましょう。 

もうその思いだけで、これからの学びを進めていきましょう。み

んながみんな間違ってきた、狂い続けてきたんです。今もなお、

肉を本物とする思いの狭間にいるでしょう。 

しかし、それも意識の流れが顕在化するこれからの時を経て、大

きく変わっていかなければなりません。いいえ、いくようになっ

ています。 

肉を本物とする思いをいかに転回していくか、正念場です。 

 

⑧ 私は瞑想がただただ嬉しいです。瞑想とは心を向けていく

ことです。心を向けていけば、私の中に広がっていく田池留吉、

アルバートの世界です。 

「待っていました。待ち続けてきました。ともに学んでくれてあ

りがとう。出会ってくれてありがとう。」私の中に伝わってくる

メッセージです。 

私はこの波動に出会いたかったんです。今世の肉を通して、その

私の思いが現実のものとなりました。 

肉は何ほどのものでもありません。ですが、意識の世界、意識の

私は本当にすごいんだなあと感じています。 

長い、長い転生の結果、ようやく出会った波動の世界でした。 

私の中は、すでに２５０年後の最終時期に焦点を合わせて動き
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出しています。ふうっと２５０年後と思うだけで、その実感があ

って、だから、言葉にはできない喜びがあります。ともに歩いて

いく意識だとはっきりと心に伝わってくる思いを私は信じてい

ます。出会いたくて、出会いたくて、本当に今世、その思いだけ

で生まれてきたんだと肉に伝わってきます。 

たったひとつの真実にようやく出会えた今世。ふるさとの歌詞

通り、実感できている今があります。思う喜びと思える喜びがす

べてでした。 

 

⑨ ともに学んでいこうという空気、雰囲気があなたの身近に

あれば、それを互いに進化させていってください。ともに学んで

いこうと心から喜んで呼び掛け合ってください。 

もちろん、自分の中にというのは言うまでもないことですが、こ

うして今、互いに肉を持ち、自分を学ぶというチャンスを用意し

ているんだから、本来の生きる意味、道筋を確認し合いながら、

そして合言葉通り、２５０年後の再会を果たし、ともに次元を超

えてください。 

こんなチャンスはこれから２５０年の間にそうそうあるもので

はありません。互いに自分を繋いでいく、繋いでいけるように、

互いから心を、自分の発してきたエネルギーを見させていただ

きましょう。 

実際に田池先生とともに学んでこられた方は幸せ者です。確か

に、そこには時間の長短、肉との関わり合いの違いはあります

が、文句なしに幸せ者です。そして、残念ながら、先生とともに
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学べなかった方もおられると思いますが、今、学びに触れている

ということは確かなことですから、学びの友とともにしっかり

と歩んでいく方向に、自分の生きていく舵を切ってください。 

２５０年後が本番です。本番に心を向けていけるように自分を

学んでいきましょう。 

 

⑩ セミナー会場で、あるいはインターネットを活用し、ともに

学ぶ環境にあることを喜んでいます。特にセミナー会場に出向

き、ともに瞑想をする顔ぶれがほぼ定着していることは、いいこ

とだと思います。 

私は、学びの中心核、そこから波及する輪が安定した状態で、今

世の学びを終了できればそれで上出来だと思っています。 

本番の２５０年後に向けてその予習段階である今世の学びの時

間を、大切になさってください。 

今世、心に伝えていただいた波動の世界を、本番に見事大輪の花

を咲かせることができるように、真っ直ぐに思うことをやって

いきましょう。 

学びは自分の心で感じていくということですから、自分の中に

たとえば２５０年後ということが具体的に響いてこなければ、

次元移行など荒唐無稽のお話としてしか受け取れないと思いま

す。 

しかし、感じる方にはそうではありません。たとえばアルバート

と思いを向ければ、自然に中が反応します。出会いたかった、本

当に出会いたかった、そんな思いが心の底から噴き上がってく
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る体験を重ねていくでしょう。 

説明などできません。ですが、噴き上がってくる思いは確かにあ

るんですから、そういうことを瞑想の中で繰り返し体験して、そ

して、肉の自分と意識の自分の違いをはっきりと知って、本物を

選び取っていくという学びの時間になっていくと思います。 

そこで確認です。今世の転生は違うんです。その違いはすでにそ

れぞれの中で明確になっていますか。自己評価して、そこからそ

れぞれに学びを進めてください。 

 

⑪ 本気で真剣に自分の人生を思ってください。何のために生

まれてきたのか、そこにいつも戻ってください。 

生きるということを間違えてきました。いい人生だったと死ん

でいった転生もあったでしょう。 

しかし、自分の本当の姿を見失ったままでは、いい人生などあり

得ませんでした。ということを死後の自分から学んでください。 

どんなにお金があっても、どんなに頭が良くても、どんなに家柄

が良くても、どんなに頑強な肉体を持っていても、自分を見失っ

たままでは、真っ暗闇の中から抜け出すことはできなかったん

です。 

神に祈りを捧げても忠誠を誓っても、真っ暗闇の中から抜け出

すことができなかったと、たくさんの死んだ自分が伝えてきて

いると思います。 

肉という形を自分に用意して、本当に何をしたかったのか、何を

知りたかったのか、自分に問いかけを続けてください。 
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形を本物だとしてきた心、思いの世界を崩していくことは、決し

て容易いことではありません。 

しかし、本気になってこの学びで伝えていただいたことと向き

合っていきましょう。残された時間は３００年。転生は数回。し

かもこれまでにない厳しい転生です。今世、本気で学んでくださ

い。 

 

⑫ 自分に用意した学びの環境を最大限に活用して、喜んで、喜

んで自分を次の転生に繋いでいきましょう。 

一足飛びにはいきません。まずは今世です。今世の今という時間

です。ここにすべてが集約されています。今世、学びに触れた意

識にとってはまさにその通りです。どんな思いで自分に肉とい

う形を用意したか、そして、どんな思いで学びに繋がったか、ど

うぞ、どなたも自分の心で感じ知っていってください。今世、田

池留吉の肉と出会い、学びと出会いながら、学びをしない、つま

り、いつまでも他力の看板を背負っているとは、どういうことな

のでしょうか。ましてや、学びを捨てていく、学びから離れてい

くことは大罪です。とんでもないことです。 

ただ、それぞれの肉は愚かだし、肉の中に埋もれてしまっている

状態だから、そういうことをそんなに大変なことだとは思えな

いんです。 

全部、今のたったひとつの肉を最優先、最重視しているだけの愚

かな自分だということに気付くべきです。 

今の肉だけがあなたではありません。もちろん、いつの時代の肉
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であっても、その肉だけが自分ではなかったということを、はっ

きりと知るべきです。愛に背いてきた心のままでは地獄の奥底

から抜け出ることは不可能です。これは紛れもない事実ですが、

どこまで心で感じておられるか、それが問題です。 

 

⑬ 段々と段々と、少しずつ少しずつ、シンプルな生き方へ。 

物にしろ、思いにしろ、あれもこれも、あれもこれも繋ぎ止めて

おきたい、抱え込み、囲い込み、そんな生き方をしてきたと思い

ます。 

手を離す、思いを離すことをしてこなかった。切り捨ててきたの

は、自分に不都合なことだけ。 

肉に生きるとはそういうことでした。心ひとつで生きていける

確かな世界など知る由もありませんでした。目の前に展開する

世界に心を向け、心を奪われ、その結果疲れ果てて、自らを捨て

ていったのでした。それでも形ある世界は実感があるから、肉を

持てばその繰り返しを性懲りもなくやってしまいました。 

性懲りもなく同じ過ちをし続けてしまった過去と同じではダメ

なんです。 

何としてでも帰りたい、帰ろう、帰りますの心の叫びに応えてい

けるあなたであってください。いいえ、今世のあなたは本気にな

れば、応えていけるんです。だから、どうぞ、自分の心の叫びを

しっかりと受け止めてください。受け止めていけるようにすべ

てを計画して学びに繋がりました。 

学びを軽んじることなく、自分を軽んじることなく、愛へ、たっ
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たひとつの心のふるさと、愛へ帰っていく道を歩んでください。 

 

⑭ 一日少なくとも一回、パソコンの前に座って、ＵＴＡの輪の

中でともに学ぼうのホームページを開く、スマホ等でもいい、と

にかく一日一回は、必ずこのホームページにアクセスしてくだ

さい。その習慣をつけてください。そして瞑想です。目を閉じて

思いを向ける時間を生活の中で確保してください。特別なこと

ではありません。当たり前のことです。 

自分を学ぶために、この世に形を持ってきたんです。どうして

も、何としても、本当のことが、本当の自分と出会いたかったか

ら、自分に肉を用意したんです。そして、念願通り学びに繋がっ

ています。 

自分の中で、これらのことを明確にして、生きていく道を確定し

ましょう。 

今世を転換期に。そして２５０年後に自分を繋ぐ。 

明確な意思の元に、限りある肉の時間を使ってまいりましょう。 

 

⑮ みんな色々な事情を抱えています。様々な環境を設定して

います。しかし、今世学びに触れたあなた、どうぞ、自分を大切

に、そして、ともに歩める仲間がいることを喜んでください。 

学びをやっていこう、お母さんを思い、田池留吉を思い、アルバ

ートを思い、２５０年後に思いを馳せていこう、心にしっかりと

その思いを確立して、そして、自分の人生をやり直してまいりま

しょう。 
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何のために生まれてきたのかというところに、いつも、いつも戻

って、しっかりと自分の流してきた思いの世界を確認してくだ

さい。 

自分の本当の姿を見失ったままでは、決して幸せな人生ではな

いんです。偽物の自分しか知らなければ、本当に哀しいではない

ですか。 

どんなに世間的に評価を得て、結果、金と物に溢れた中に生きて

も、心は叫んでいます。帰りたい、帰るところが分からない、苦

しい、悲しい、寂しいと悲痛な声を上げている、思いを発してい

ることを感じていける優しい、優しいご自分に変わってまいり

ましょう。 

 

⑯ 帰っていこう、母なる宇宙へ。 

「帰りたい、帰りたい、だけど帰るところが分からない、どうし

てこんなに苦しい、どうしてこんなに悲しい、どうしてこんなに

寂しい、心に渦巻く思いにずっとずっと蓋をして、心の奥に、奥

に閉じ込めてしまいました。出てくるなと押し込んでも、出し

て、出してと叫び続けています。耳を塞ぎ、心を閉じ、苦しさも

悲しさも寂しさも、悔しさ、怒りもみんなみんな自分だと思えま

せんでした。確かに色々な思いは自分の中から出てくるのに、そ

れそのものが、それ自体が自分自身だとはなかなか受け止めて

いくことはできませんでした。ましてや、自分が間違った生き方

をしてきたなんて思いもしないことでした。」 

大体この通りだと思います。殆どの方は当たらずとも遠からず
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のこのような思いの中で、学びをしてこられたのではないかと

思います。 

学んでいくうちに、ようやく何を自分は間違えてきたのか、心に

見え始めてきたというところでしょうか。 

それでもこれから起こりくる様々な現象の中で、しっかりと自

分を見失わずに心の舵を切っていくことは生易しいことではあ

りません。 

学び始めた私達です。これからが正念場です。今世はまだ学びの

仲間がいたりしていいけれど、これからの転生、どうぞ覚悟を決

めて臨んでください。今世の学びをしっかりと根付かせ、必ず２

５０年後の再会を果たしてください。意識での出会いです。 

 

⑰ どこまでも果てしなく広がっていく意識の世界、その中に

生き続けてきたとはっきりと心で知れば、もうあとはその世界

に心の針を向けていればそれでよかったんです。 

その方向が全く分からなかったこれまでの転生の数々でした。

思えば通じる本当の喜びと幸せ、安心感を心に育て、広げていく

ことが喜びと幸せの道でした。 

２５０年後の再会を経て、意識の流れの中にあることをしっか

りと感じ、そして遂行して、さらなる意識の中核へ進んでいくよ

うに計画されています。 

肉から意識への転回を速やかにして、その速度を増して、ずっと

ずっと広がっていく意識の世界へ歩んでいく喜び、幸せを、今世

の肉を通して学び始めたということ、これは本当にすごいとし
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か言えません。 

すべては自分達の望んできたことでありました。母なる宇宙へ、

私達のふるさと、愛、母なる宇宙へ帰ろうと固い、固い決意をし

てきた私達の思いを、それぞれの中で必ず現実のものとしてく

ださい。 

 

⑱ 三次元最終時期に合わせて、意識の世界の準備が着々と進

んでいることを感じますか。瞑想の中で、そちらのほうに心を向

けてみてください。 

三次元最終時期、もう喜びしかありません。待って、待って、待

ち望んできた宇宙へ帰れるという現実が心に広がっていくとき、

何とも言えない喜びが感じられます。 

肉ではない自分を知っていくことは、自らの存在意義をすべて

崩すということになるけれど、崩れていってこそ見えてくる世

界があります。 

三次元に留まる思いを一気に崩していく出来事を経て、文字通

り、心ひとつで生きていく喜びと幸せを確かなものにしましょ

う。 

そのために、こうして今世私達は田池留吉という意識の世界、波

動の世界を学ばせていただく機会を自らに用意しました。 

自ら切望してきたことです。肉から意識への転回を滞りなく進

めて、本来の自分達の軌道にしっかりと乗ってまいりましょう。 

ともに、ともに行こう。私とあなたはひとつ。 
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⑲ 思うは田池留吉です。思うは田池留吉一筋で生きていく喜

びを心に広げていますか。しっかりとした足取りで自分の人生

を歩んでください。 

何が本当なのか、何を知りたかったのか、心の叫びをしっかりと

聞いていきましょう。 

三次元最終時期に心を向けてみてくださいとお伝えしました。 

もう意識の世界はそういう段階です。いつまでも肉の中に留ま

っていては、せっかくの今世の自分の計画が頓挫してしまいま

す。 

焦る必要は一切ありませんが、また焦ったところでどうしよう

もありませんが、今世学びに触れた自分を真剣に思ってくださ

い。今世学びに触れた自分の思いと本気になって真正面から向

き合っていくことが待たれています。 

真に心の強い人でないと学びを遂行していくことはできません。

欲で学んでも仕方がないことです。思うは田池留吉、ただこれ一

点。自分の心で確認です。 

 

⑳ 「はい」、「いいえ」をはっきりと明確に。とくに学びについ

ては自分の思いをはっきりと打ち出してください。 

よく耳にします。私なんか・・・。そう思う自分の心を見ればい

いんです。 

どんなに自分に冷たいか、肉を前面に出し聳え立つ自分をしっ

かりと確認して、そして、そこから本来の自分の進むべき道、生

きていく方向を自分の中で見極めていかなければ、どこまでも
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いつまでも他力のエネルギーの中から自分を解き放つことはで

きません。絶対にできません。ということは、本当の喜びも幸せ

も程遠いところで苦しみが続いていくということになるでしょ

う。 

肉で、肉としてどんなに喜びと幸せを感じても、自分が肉という

ところからの喜びと幸せは偽物なんです。今、目に見えている形

ある一人の人間だけが自分ではないと心で分からなければ、ど

んなに頭を誇ったところで無知な状態です。 

そういうことも私達は分からずに、たったひとつの肉のために

どれだけの思いを使ってきたか、自分の首を自分で絞めて殺し

てきた冷酷な自分になってしまっていた、心から心から自分に

詫びていくべきです。そして、そんなどうしようもない愚かな自

分から、本来の温かい喜びの自分へと、しっかりと生き直してい

く道を選んでまいりましょう。 

大変です。厳しいです。険しいです。しかし、その道しかありま

せん。 


