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第１７回ＮＰＯ法人ＵＴＡの輪セミナー資料 
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宇宙を汚しに汚しまくってきた私達です。ですが、母なる宇宙

はいつでも帰っておいで、帰っておいでと、手を広げ、心を広

げ、私達を迎え入れてくれています。 

どうぞ、その思いを心にしっかりと広げていってください。目

指すは母なる宇宙、愛、心のふるさとです。私達の心のふるさ

と、愛、母なる宇宙へともに、ともに帰ってまいりましょう。 

 

心をしっかりと見てください。あなたの中の凄まじいエネルギ

ーをしっかりと見てください。他力の道をまっしぐらに生きて

きた私達です。どうぞ、その思いをしっかりと見てください。あ

なたの中に温もり、優しさ、喜びのあなたが生きています。その

あなたを信じて、信じていけるように、まずは他力の道を歩いて

きたあなた自身をしっかりと確認してください。 

私は宇宙に向けて瞑想をしましょうと呼び掛けています。宇宙

を思う瞑想は喜びです。宇宙を思うことは恐怖ではございませ

ん。ただただ宇宙を思っていきましょう。私達はこの地球上にや

ってくる前、宇宙からやってきた意識です。遥
はる

か遥か彼方からや

ってきた意識だとお伝えしています。どなたの心の中にもその

記憶がしっかりと詰まっているんです。もう解き放してくださ
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い。 

地球上で転生を幾度
い く ど

も幾度も繰り返してきました。肉を持たせ

ていただき、その自分の中の凄
すさ

まじいエネルギーを形として見

ていくように、私達は学びの時間を進めてまいりました。しか

し、学びの時間だとはとらえられませんでした。人生をいかに生

きるか、一人の肉の人間としてどのような時間を過ごしていく

か、どのように喜びの道を歩いていくか、全く、分からなかった

私達です。全く道を間違えてきました。道を間違えて生き続けて

きた私達です。今も地球上の殆
ほとん

どすべての人と言ってもいいで

しょう、自分の心を見ることを知らない意識達は、自分の道をま

だまだ、まだまだ見つけられません。その中でしっかりと自分の

生きていく道を見ていく方向に歩んでいける私達は本当に幸せ

者です。 

そして、その私達に宇宙を思う瞑想をしましょうと呼び掛けて

くれるいざないがあります。どうぞ、しっかりと田池留吉、アル

バートの方向に自分の心の針を向けて合わせて、宇宙を思う瞑

想をしていってください。 

宇宙、私達の帰るところは、あの母なる宇宙です。喜び、喜び、

喜びだけの世界です。母なる宇宙、それは決して遠い、遠い存在

ではありません。 

私達はあの宇宙、母なる宇宙へ帰るために、こうして、今、学び

を進めています。肉の時間をどのように過ごしていくか、どのよ

うに費やしていくか、何にエネルギーを傾けていくか、それは皆

さん、それぞれに係っています。田池留吉、アルバートの波動の
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中に生き続けている自分達だったということを、一人でも多く

の方が心に感じられるように、今世の時間を過ごしていただき

たいです。同時期に肉を持たせていただき、同時期に学びに集わ

せていただき、こんなに幸せなことはございません。 

宇宙を汚しに汚しまくってきた私達です。ですが、母なる宇宙は

いつでも帰っておいで、帰っておいでと、手を広げ、心を広げ、

私達を迎え入れてくれています。 

どうぞ、その思いを心にしっかりと広げていってください。目指

すは母なる宇宙、愛、心のふるさとです。私達の心のふるさと、

愛、母なる宇宙へともに、ともに帰ってまいりましょう。 

 

【ホームページより】 

 

① 自分を学ぶために生まれてきて学びに繋
つな

がったということ

は、どういうことだと思いますか。その前に、自分を学ぶために

生まれてきたと明確な目的を確認していますか。 

何となく学びに触れているわけではないことを知ってください。 

自分の明確な意思決定のもとに学びに繋がっていると、はっき

りと心で感じられたならば、それを信じてその思いをしっかり

と育んでいくべきです。 

そうしていくことが喜びだと心は自ずと伝えてくるでしょう。 

真っ暗
ま っ く ら

闇
やみ

の中から這
は

い上がってきた自分に、本当の温もりと安

らぎを伝えていけるチャンスが今という時です。 

心のふるさと、愛へ帰ることをどんなに切望してきたか、母なる
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宇宙へ帰りたいとどんなに切望してきたか、真っ暗闇の中で、も

だえ苦しんでいる自分の叫びをしっかりと受け止められるよう

に学びの一歩を進めてください。 

ともに帰ろうといざない続けている波動の世界をしっかりと心

に感じ、広げ、ひとつに溶け合う喜びと幸せを味わっていきまし

ょう。 

② 肉が忙し過ぎるというのは、学んでいくあなたにとって決

していい環境ではないでしょう。働き盛り、子育て真っ最中とい

う年代は仕方がないとしても、そろそろ人生折り返しの年齢を

迎える頃には、本気になって、自分の生きていく方向を見定めて

いこうという思いを自ら強くしないと、なかなかでしょう。肉を

持つ時間が長いと肉の連鎖が諸々
もろもろ

と生じてきます。そこから自

分の学び一本に推し進めていくためには、やはり決断が要りま

す。 

ご承知の通り、自分の基盤を変えていくには、それ相当のエネル

ギーが必要ですし、そんなに簡単なことではありません。 

加えて体力、気力はもちろん年齢とともに低下していきます。 

限られた肉を持つ時間です。何にエネルギーと時間を割
さ

いてい

くかということです。中途半端に学んでいませんか。中途半端な

学び方は自分を苦しめるだけです。 

結果を出しましょう。本当に自分が望んできた生き方を知り、 

２５０年後に向けての足掛かりを何としてでも今世、あなたの

心に残してください。 
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③ 出会いを喜んでください。喜んでいきましょう。たったひと

つのふるさと、自分達のたったひとつのふるさとは、愛です。母

なる宇宙です。 

到底、頭では分かりません。ですが、どなたの心にも響き伝わっ

てくるんです。私達はひとつだからです。肉はバラバラ。一人、

一人です。 

そこからは真実の世界は何も見えてきません。その中で、私達は

散々苦しんできました。己、己を掲
かか

げて自滅してきました。忘れ

ましたか。どうぞ、しっかりと思い起こしてください。 

そんな最低の低
てい

、体
てい

たらくの自分達だった、自分達だ、まずそこ

からです。それを心で知れば、知るほどに気付いていきます。愛

に、本当の自分に引導されていることに。 

それは初めからそうでした。初めから幸せだった、何もなくとも

幸せだった、それが私達だった、そう気付くか気付けないか、そ

の違いだけでした。 

その違いは天と地ですが、ようやく、今世を境にして転換してい

く流れとなりました。いざないを素直にしっかりと真っ直ぐに

受け取ってください。 

私達は帰ります。愛へ、母なる宇宙へ帰ります。２５０年、３０

０年かけてそのいざない、呼び掛けは怒涛
ど と う

の如
ごと

くなされていき

ます。 

 

④ 心のふるさと、母なる宇宙へ。すべてはその思いの表れでし

た。苦しみ続けてきたけれど、ようやく、ようやく今世の肉を通
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して、自分の生きていくべき方向が定まりました。 

あとは、肉を持っている間は肉の中で流れていくだけです。流さ

れるのではなく、自分の中の流れに流れながら肉は肉の中に流

れていくのです。 

もちろん、自分の中の流れと肉の流れは違います。逆流を感じま

す。 

ですが、自分の中の流れ、意識の流れに乗っている自分自身を感

じる心には、何よりも力強い思いが存在します。ひとつだという

思いです。この流れの中にひとつに溶け合って存在していくこ

とだけが、喜びと幸せの道だと心に知っているから、ただひたす

らに真っ直ぐです。 

私達は肉ではありません。自分の中の自分へ、愛の自分へ 蘇
よみがえ

っ

ていくことだけが、私達に残されたたったひとつの喜びの道で

す。 

 

⑤ 自分の切なる思いを絶対に今世こそ実現する。固い決意の

もと肉を用意してきたんです。私もあなたも同じです。ただその

自覚があるかどうか、どの程度の自覚なのか、それはみんな違い

ます。 

自覚して、予定通り、計画通りに歩んでいると確信があれば幸い

です。 

全部用意してきました。それらを活用して意識の流れの中、次元

移行を果たしていくという確たる思いを確認し、育んでいくこ

とを学んでいます。 
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宇宙。宇宙へ帰る。心からの願いでした。この地球上に降り立っ

た瞬間から、私達はその思いを秘めていたのでした。 

それを心で感じ始めていくと、ただただ嬉しいだけです。なぜな

らば、ようやくその秘めたる思いが実現の方向へ進んでいると

心で知るからです。 

生きていく方向が定まり、思う方向が定まり、帰るべきところが

あったことを知った、それは喜び以外のなにものでもありませ

ん。 

あなたの心が知っています。どうぞ、正しい瞑想を始めてみてく

ださい。純度が上がってくると、どなたの心にも響いてくること

です。 

アルバート、そうアルバートを呼んでいるあなたの心が、あなた

自身が心の奥底から突き上がってくるでしょう。 

 

⑥ もう時間はありません。感じておられると思いますが、  

１年あっという間に過ぎ去っていきます。あなたは学びに触れ

て何年経ちますか。その結果、今どうですか。あなたは幸せです

か。向いていく方向、大丈夫ですか。 

死後の自分から、そして再び肉を持ってくる自分から、今のあな

たへ何を伝えてくれていますか。 

それぞれにあと何回かの転生があると思います。厳しい転生で

す。その転生を経て、必ず２５０年後の再会、意識の再会を果た

してください。 

安穏
あんのん

と暮らしていける転生ではないですが、その心の体験は、２
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５０年後の呼び掛けにしっかりと反応してくれるでしょう。 

２５０年前、ここ日本の国でともに学んだことを思い出し、最終

転生の残りの肉を持つ時間、意識と意識の出会いを大いに喜ん

で楽しんでまいりましょう。疲弊
ひ へ い

しきった心の奥底から噴き上

がってくるエネルギーは、宇宙、母なる宇宙を目指します。喜び

で、喜びでただただ母なる宇宙、自分達のふるさとへ帰れること

を伝え合ってきます。 

 

⑦ 何のために生まれてきたのか、やはりいつもそこに戻って

ください。そこからいつも始めてください。 

本当のこと、真実の波動の世界を心で知っていくためには、今の

私達には肉が必要です。肉を通して自分の蓄えてきた闇黒
あんこく

のエ

ネルギー、すなわち自分自身を知っていくという学びの段階で

す。 

色々な出来事に遭遇
そうぐう

します。色々な人との出会いがあります。

日々の生活を通して、自分が生まれてきた本当の意味を心で知

っていく時間。それが自分が自分に用意した肉を持つ時間、すな

わちいわゆる人生と呼ばれる時間です。 

人生の目的を大きく逸脱
いつだつ

してきた私達のこれまでの転生だった

と、あなたはどの程度、自分の心で分かっておられますか。 

今世を自分の転換期にするということは、意識の転回に取りか

かるということです。 

学びは宗教ではないんです。自分の存在意義を見極めていく、つ

まり本当の自分を取り戻していくため、私達は生まれてくるこ
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とをお忘れなく。 

⑧ 本気になって学びと取り組む、つまりは自分と取り組む、そ

んな思いを心に自ら感じてこなければ、学びを完遂
かんすい

することは

難しいでしょう。 

私達みんな過去より他力の道を歩いてきました。他力の道、欲の

道です。 

神の世界を求め、仏の世界に帰依
き え

することとはどういうことな

のか、全く、全く何も分からずにきた私達でした。真っ暗闇のド

ロドロの波動を垂れ流したまま、数限りない転生の機会を持た

せていただいて今世に至っています。 

このことをどう思っていますか。どういうことなのか、まだ心で

分かりませんか。心で感じることができませんか。どんなに愚か

な私達なのかということを心にしっかりと、はっきりと感じる

ことからすべてが始まるのではないでしょうか。 

今世、私は心酔
しんすい

した宗教はないと言わないでください。肉のあな

たには記憶はないかもしれませんが、あなたの心の中、意識の世

界にずっしりと重なり合わさっている神、仏への思いを抱えて、

今のその肉を自分に用意した事実は絶対に動かせません。 

知っていきましょう。認めていきましょう。そうしないと、いつ

まで経っても何も変わりません。ただ心が少々敏感になっただ

けです。その敏感な心で、自分を本当に救い出していくことがで

きますか。愛という本当の自分に目覚めていく道はそんなに生

易しい道ではありません。 

本当の自分の存在を信じず、信じられずでは、まだまだ真っ暗闇
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の中。それが偽
いつわ

らざる自分達の現実です。 

 

⑨ ともに行こうと呼び掛けています。ともに意識の流れから

のメッセージに従って次元を超えてまいりましょうと、ただそ

の思いでいます。 

この次元を超えて、そして遥かなる宇宙を目指して、ともにとも

に生きていこうと、私達は今世という時に肉を自らに用意し、そ

して念願だった真実の波動の世界を学ぶチャンスに恵まれまし

た。 

田池留吉という一人の肉の人間を通し、その波動の世界を学ば

せていただいた事実を、それぞれの心でしっかりとかみしめて

ください。 

すごいことでした。そして今、その肉がない今ですが、心に響き

伝わってくる波動をしっかりと受けて、自分達の心の向け先を

合わせられるように精進してまいりましょう。 

ああ、もうすぐです。三次元最終の学びの時間を経て、そして、

ともに生きていく喜びの流れの中に溶け込んでいきましょう。 

道を大きく踏み外し自ら苦しんできたけれど、それもみんな、よ

うやく自分のこれからの糧
かて

にできることを心で確信して、今の

肉を終えてください。 

 

⑩ みんな愛に、本当の自分に帰ることを切望しています。気付

いているかいないかだけのことです。 

心で気付いた方から軌道修正を始めればいいんです。自分の生
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きていく方向はこっちだと明確に心に響いてくれば、ただひた

すらにその方向に心の針を向けて合わせていく作業を淡々とや

っていくだけです。 

自ずと幸せを感じます。喜び、嬉しさ、安らぎを感じます。 

もちろん、自分の中に蓄えてきた凄まじいエネルギーも感じま

す。 

しかし、もうそれによって、自分を苦しみの底に沈めていくこと

はないという確信もまた芽生えているから、どんどんその凄ま

じいエネルギーを吸収していけるんです。 

一点は絶対に揺らがない。ぶれずにただ一点をしっかりと見て

生きていくことが自然になってきます。 

今世、肉を持って学びに繋がるという自分の計画が何を意味す

るのか、どんなにすごいことなのか、自分の心で分かってきたな

らば、ただただ嬉しいだけです。その嬉しさは何があっても揺ら

ぐことはない、そういうものです。喜んでいるのに、いたのに、

何かのきっかけでそれが崩れていく、それは喜びが違っていた

のです。意識の世界ははっきりとしています。 

 

⑪ 肉の世界は複雑
ふくざつ

怪奇
か い き

であっても、自分の住む意識の世界、思

いの世界は出来るだけシンプルにしましょう。 

出来るだけシンプルには、控えめな表現です。限りなくシンプル

にを、心掛けてください。 

意識の世界には選択肢などなく、ただ一点を目指して生きてい

くだけです。一点以外は、全部ブラックです。 
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あなたの中の田池留吉の世界に心の針を向けて合わせていって、

心に広がっていく波動の世界、意識の世界を感じていれば、肉の

心、表面的な部分は揺れることはあっても、修正は容易
た や す

いです。

一時揺れても、すうっとまた心の針のぶれを正していくはずで

す。 

揺れっぱなし、ぶれっぱなしなどあり得ません。そのトレーニン

グを重ねていく時間が、今世の肉を持って学ぶ時間です。 

中心棒の確立、自己確立、どの程度捗
はかど

っていますか。 

それぞれに自ら用意してきた教材を通して、しっかりと学ばせ

ていただきましょう。 

 

⑫ 欲に塗
まみ

れ、金に塗れ、神、仏の世界があると信じ、宇宙のパ

ワーを追い求め、自分を見失ってきた結果を、これまでに嫌とい

うほどに味わってきました。誰一人例外はありません。そんな自

分の実態を知っていこうと勇気を振り絞って生まれてきたんで

す。学びに触れているんです。そこのところ、はっきりと心で知

ってください。 

今世、どんなに肉塗れの中で、肉一色で生きてきたとしても、ひ

とたび学びに触れたその瞬間から、心から離すことなどできな

かったのではないでしょうか。遅々として進まない学びかもし

れませんが、これしかない、この学びだと心から突き上がってく

ること、しきりでしょう。 

くそ田池と叫びながら何とも言えない喜び、嬉しさ、幸せを味わ

ってきましたよね。 
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心の体験、大切になさってください。そして、田池先生とともに

学ばせていただいた方は、とんでもない大きな宝物を自分に持

たせたと心から喜んでください。その喜びの思いで、今世の肉あ

る限り喜んで自分を学んでいきましょう。そして、次の転生に自

分を繋いでください。 

「いざ行かん」、２５０年後の出会いから力強い発信があります。

心のど真ん中でしっかりと受け止めて、そして、そして、ともに

ともに帰りましょう。 

 

⑬ 心の体験を重ねてください。学びの場であるセミナーは、そ

れぞれがそれぞれの心で感じ体験して、そして、そこから自分の

歩みを前に進めていくということに重点を置いています。 

もうひとつの学びの場は、それぞれの日常生活の中です。様々な

出来事、人との関わりを通して、瞬時に自分の中に感じるエネル

ギーを確認して、そしてそのエネルギーの質の変換をする作業

を淡々としていく、それが私達の日常の時間です。 

お金儲
かねもう

け、人助け、世間からの評価を求める、家族の形成等々、

それらは肉を持ってする本来の仕事ではありません。 

はっきりとしてください。自分の中をはっきりとさせて、学びを

するのかそれとも、肉一色のこれまでと同じ生き方をするのか、

それぞれの心で選択してください。 

あなたが自分の決断をするんです。自分の人生、自分の生きる道

です。 

その道がどんな道なのか、とっくりとこれからの時間をかけて
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自分に伝えてくれるでしょう。 

自分が思いの世界に生きているということを、色々な形を通し

て自分に知らしめます。それが愛のパワー、愛ゆえの自分からの

メッセージです。 

 

⑭ 自分が自分に用意した肉を持つ時間。本当の自分が偽物の

自分に用意した肉を持つ時間。さて、あなたはどのようにその持

ち時間を過ごしていますか。 

偽物の自分の思いを少しでも本当の自分の思いに変えて、自分

の中の壁を取っ払い隔
へだ

たりをなくし、少しでも住み心地の良い、

風通しの良い、安住の地を広げていけるような、そんな時間とな

れば幸せの道、喜びの道は自ずと見えています。 

壁を作り閉鎖的なじめじめとした中にいたと分かるには、開け

た明るい爽やかな空間を感じることが必要でしょう。 

そんな空気、風を心に感じ始めれば、いかに閉鎖的な重苦しい中

で固まるしかなかったかを心で知り、そんな自分にどんどん届

けたくなります。 

頭も五官も何も要らない。ただ目を閉じて思う思いの方向が定

まってくれば、意識の世界が自ずと仕事をします。 

 

⑮ 一番大切な、いいえたったひとつの大切な、大切なことを心

で感じ知り得る、こんな幸せな転生は初めて、本当に幸せだと思

います。 

存在しない神、仏を追い求め、宇宙のパワーもまた然りでした。
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苦しい、苦しい転生の数々。自分を落とすことしかできなかった

転生の数々。這
は

い上がってきました。奈落の底の底から這い上が

ってきて、ようやく心に灯した灯りです。 

心が叫びます。心の底から奥底から叫びます。「やっと、やっと、

やっとだ。」 

嬉しくてありがたくて、本当にこれは現実なんだと、長い時間を

経てここに行き当たったことを実感しています。 

もちろん、本当の自分へ、愛へ帰る道はようやく始まったばかり

です。しかし、ようやく巡り合えたことに何はさておいても喜び

です。 

ブラックのエネルギーだけを量産し垂れ流してきたことを、し

っかりと心で反省し、それでもこうして生き直すことを待たれ

ていると思えば、大きな、大きな励
はげ

みとなります。 

 

⑯ 宇宙を思う瞑想。果てしなく、どこまでも広がっていく意識

の世界に心を向けて合わせる。思いを馳
は

せる、馳せられる今の幸

せをどなたも心に深く感じてまいりましょう。 

私達は、肉、形というちっぽけな世界の中に生きているのではあ

りません。 

そうかといって、肉を持って学ぶ時間を用意している今、やはり

肉の法則にはある程度沿って生活をするということは必要です。 

最低限度、肉の掟
おきて

を守り、無用なトラブルは避け、自分に肉を

用意してきた本当の意味を心からしっかりと味わい、本当に喜

び、喜びの人生の時を迎えていきましょう。 
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もう苦しみの奥底に沈み込んでいくだけの転生は終わりにしま

しょう。 

ふわっと浮き上がって、そして遥かなる宇宙、温かい温もりの喜

び、安らぎの宇宙を目指してそこへ自分を帰していきましょう。 

ありがとう、本当にありがとうございましたと心から自分に伝

えて、さらなる進化を果たしていくことが喜びです。 

 

⑰ 自分の本当の姿を見失い、愚
おろ

かに生き続けてきた私達です。

どんなに苦しい中を生きてきたか。しかし、それはみんな自分の

愚かさを自らに示していただけのことでした。 

それが分からずに、分かる術
すべ

もなく、今の今まで転生を繰り返し

てきました。地球という星を汚しに汚して、そして自分の中の宇

宙もまた闇黒の中に沈めてしまいました。そんな長い、長い時間

を経て、ようやく、ようやく出会いがあったのです。千載
せんざい

一遇
いちぐう

の

チャンスの出会いです。 

出会いをどんなに待ち望んできたか、そしてその出会いをどん

なに喜んでくれたか、学びに触れた意識ならば、もうすでに自分

の心で感じ味わっていることだと思います。 

肉を持って学ぶという難しさをはるかに超えて、肉を持って学

ばせていただける喜び、幸せがそれぞれの心に広がっていると

思います。 

帰ります。帰りたいのではなく、帰るんです。私達は帰れるんで

す。その道筋を、どうぞ、それぞれご自分の心の中に確立してく

ださい。そして、２５０年後の出会いを果たしていきましょう。 
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⑱ 本当の意味で賢い人になりましょう。頭がどんなに切れて

も、頭の回転がよくても、世間に通用する心得があっても、そん

なものはほんのつかの間のものです。そんな儚
はかな

い喜びや幸せは

もういいんです。と私は思います。 

一時の喜び、幸せでもいいですか。肉はなるほど心地良いかもし

れません。色々なことに恵まれ、肉の思い通りに生きていけれ

ば、万々歳の人生だと本心から思っておられる人が圧倒的でし

ょう。 

しかし、私達は肉という形を持っていないから、肉の喜びとか幸

せをどんなに重ねようとも、私達の深部には届きません。 

一瞬のうちに消え去っていく儚いものを追い求め、結果、呪いや

恨みや、不安、恐怖、空しさ等の底なしの真っ暗闇へ自分を落と

していった数々の転生を心にどっさりと抱えて、今世、大切なひ

とつの肉を自分に用意してきたという事実を、決して軽く受け

てはなりません。 

今世です。今世をあなたの転換期にしてくださいというメッセ

ージを繰り返します。 

私は、私達は帰ります。もうすでに２５０年後、３００年後を射

程距離に、母なる宇宙を目指していく喜びの中にあります。 

どうぞ、ご自分の歩みを確かなものに。そして必ず、必ず、次元

移行をともにしてまいりましょう。 

 

⑲ 「私は帰ります。」「どこへ。」「私のふるさと、母なる宇宙へ。」
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はっきりと自分の中で確認できていますか。 

「帰りたい、帰ろうではないんです。帰ります。帰る道がすでに

見えています。その道に沿って生きていくことが、たったひとつ

の喜びです。」自分に宣言できますか。 

これらのことを自分の中で確認でき、宣言できているかどうか、

学びの歩みのポイントです。 

未だに肉のあれこれで悩み苦しみ、そんな中で学びをしていこ

うとしている現状であるのかどうなのか、精査が必要です。 

本当の意味で敏感になりましょう。心の中に真っ直ぐに届く田

池留吉、アルバート、母なる宇宙の波動の世界に生きていること

を感じられる、そんな敏感な心を蘇らせていきましょう。 

闇に、自分の作ってきた闇の世界に自らを落としていく苦しみ、

辛さ、哀しみ、空しさ、哀れさ、どうぞ、今の肉を通してじっく

り学んで、そして、心を次元移行へと繋いでいけるようなそれぞ

れに自分を成長させていってください。 

 

⑳ 地に足をつけて、着実に自分の学びの歩みを進めていくこ

とが大切です。 

生まれてきた本当の意味を心で知り、喜びの中で自分の蓄えて

きたエネルギーを感じ、そのエネルギー、自分自身が本来の自分

に戻っていける今を喜んでいけること、これが最高に幸せな人

生です。 

肉、肉で生きてきた砂を噛
か

むような虚しい人生、寂しい人生だけ

にはもうしたくない、中が叫びます。 
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今の肉だけが私ではない、私は私の時間は途切れることなくず

っと続いていたんだ、これからもずっと続いていくんだ、しっか

りとはっきりとこの思いを抱えて、みんなみんな学んでいきま

しょう。 

ようやく、やっと、やっと巡り合えたという喜び、その実感をど

うぞ、あなたもあなたの心で深く、深く味わってください。 

宇宙、懐かしいあの宇宙へともに、ともに帰ろう。 

 


