世界平和の祈りの運動精神
五井昌久

病気や貧乏は個人的なものであり︑争いごとの大きなもの︑

この人間世界は︑病気と貧乏と争いとがなかったらどんな
なくて︑社会国家人類という︑大きな集団の影響下にその原

ると思いますが︑病気や貧乏も︑只単なる個人的なものでは

個人と人類とのつながり

に良いであろう︑とは誰でも思うことでありましょう︒まし
因が起り得る︑ということがあるのですし︑それを直し得る

つまり戦争は︑国家的人類的なものだ︑と思っている人もあ

て︑自分や自分の周囲の者が︑病気をし貧乏をし︑争いごと
力も︑大きな集団の力によって為し得るものなのです︒

きな集団の一つの単位としての個人なのであります︒

もっておりまして︑個人はもはや︑単なる個人ではなく︑大

今日の生活は︑個人と国家や人類とが密接不離なる関係を

みっせつふり

でみちていた︑という経験をもっている人は︑殊更に強くこ
うした悪いことの無い世界を願うに違いありません︒
過去からの聖者賢者たちは︑老病貧苦をこの世からもあの
世からも︑すっかり消し去ってしまいたい︑という深い願い

ですから愛深い人々は︑常に個々人を通し︑集団集団を通
して︑全人類の為の奉仕にその一生を捧げつくしているわけ

をもって︑世の指導者となったのであります︒
愛深い人々は︑そうした人類の苦悩を和らげる為に役立つ

なのです︒それが宗教の面においてであろうと︑科学の面で
こんてい

ことを願って︑或る人は医者に︑或る人は広い意味の科学者

あろうと︑政治の面においてであろうと︑その根柢は等しく

海の水がつながっていることや︑空が一つであることなど

ていしん

に︑或るいは社会運動家として︑その身を挺身してゆくので

実際に今日のように︑地球が狭く感じられることは過去の

は︑すぐに理解できるが︑想念波動がつながっているという

人類愛の心によって為されているのであります︒

時代にはなかったことです︒米国の出来事が同時に︑日本に

ことはどういうことか︑という問いがでてくると思います︒

あります︒

おいても見聞きできるというテレビの発達︑航空機による旅

ところがこの想念波動の問題を知ることこそ︑世界平和を

アメリカ

行時間の短縮等々︑他国のことが我がことのように感じられ

実現する最も大事なことなのであります︒想念波動の伝わり

き

る程︑距離や時間が短かくなってきているのです︒私共の感

ということは︑音波や電波や光波によってテレビやラジオや

ができるという科学の原理と同じなのです︒想念波動とは電

み

覚の上で確かに地球は狭くなったのであり︑他国と自国との

テレフォンで︑お互いの声を聞き︑他国の人の姿をみること

それは善いことの上にも︑悪いことの上にも︑実現されて

波や光波や音波よりも︑もっと微妙な精神宇宙子の波動なの

へだ

距たりが縮められていっているのです︒

いるのであります︒文明文化の速やかなる交流︑これは喜ぶ

であります︒

くるのであり︑他国の伝染病なども︑すぐに我が国をおびや

実験による放射能は︑直ちに我が国にもその影響を及ぼして

宇宙子のことは判っておりませんので︑電波や音波光波より

く判ることなのですが︑まだ一般の知識としては︑この精神

これは私たちが現在研究中の宇宙子科学の原理によってよ

すみ

べきことでありますが︑他国において行なわれたる核爆弾の

かすことになるのです︒まして︑密接なる関係をもつ米国内

もっと微妙な波動とだけ思っていただけばよいでしょう︒
この微妙な波動が︑人類すべての思い思いの波動となって︑

の出来事は︑我が国の経済状態に微妙な影響を与えるのであ
ります︒

ねた

世界中を空気の波のように無限の層となって蔽いつくしてい

うら

るのです︒その波動は︑争いに充ちたものもあり︑妬みに充

りに充ちたものもあります︒またそうした暗い汚れた想念波

心の世界もみなつながっている
それは︑あたかも太平洋の水が︑日本と米国とを一つに結

動でない︑明るい愛に充ちた︑善意に充ちた光明そのものの

み

ちたものもあり︑病苦︑貧苦に充ちたものもあり︑恨みや怒

んでいると同じように︑空においても︑想念波動の世界にお

波動もあるのであります︒

そうねんはどう

いても︑世界は全く一つにつながっているのです︒
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絶え間なく入りこんできて︑その人やその集団は︑恨みなら

は︑各個人や集団のそれと合致した想念の渦をもつところに︑

して︑そのエネルギーは人間の肉体に働きかけて︑人間にそ
恨み︑怒りなら怒り︑争いなら争い︑情欲なら情欲の渦中か

こうした想念波動の渦は︑それぞれがエネルギーでありま

の想念波動の通りの行為をなさしめるのです︒電気的エネル
らぬけ出せないようになってしまうのであります︒

人類愛欠如の原因

ギーが流れ出せば︑電流となってモーターを動かし得ると同
じように︑想念波動のエネルギーも︑人間の肉体を動かし得
るのです︒
そして︑その想念波動が争いや妬みの暗い汚れたものであ

はげ

みの暗い想念波動の渦巻が烈しすぎると︑そうした善なる想

うずまき

たまたまは愛の心や柔和な想いが起ってきても︑争いや恨

愛や善意の光明波動であれば︑愛の行為になってくるのであ
念もたちまち流し去られて︑その個人や集団はまた再び暗黒

れば︑働きかけられた人間はそういう行為をするのであり︑

ります︒

のものが中に入ってくることはないようにみえますが︑実は

まった一定した形をもったもので︑口から入らなければ外部

の団員たちの脅迫にあって︑どうしてもぬけ出せない︑とい

いけないと気づいて︑その仲間からぬけ出ようとしても︑そ

それはちょうど︑暴力団に入ってしまった少年が︑これは

想念を出しつづけてしまうのであります︒

常に外部から眼に見えぬ種々な要素が入ってきているので
うのと同じようなものです︒

人間の肉体というものは︑肉眼で見︑肉の手で触れれば固

す︒

て入り︑放射能のようなものは体のいたるところから体内に

という考えは︑お互いの優位を保つ為に︑お互いが武力を増

て︑武力による力と力の均こうによってのみ平和が保たれる︑

世界各国の軍備態勢というものと同様なものでありまし

沁み通ってきます︒そのように︑光線よりもっと微妙である

強させつづけなければならぬ︑という悪循環をもたらし︑何

眼から耳からは︑映像として文字として言葉として音とし

想念の波動は︑直接に脳髄に入りこんでくるのであり︑神経

にもまして軍備に資金をついやすという状態になってしま

想念波動の重大性

い︑それでいて︑一日として安心していられる日のない︑戦

系統のあらゆるところにも沁みこんでくるのです︒
ですから︑人類世界のすべての階層のそれぞれの想念波動

争恐怖症の人々をつくりあげている始末なのであります︒
これは世界にとって最も不幸なる︑人間不信感の暗黒想念

こうした危機を救うには一体どうしたらよいのでしょう︒
どんな方法を用いたらよいのでしょう︒武力の増強をつづけ

に踊らされている状態でありまして︑世界の指導者がみなこ
んな心の状態では︑とても世界の平和など及びもつかないこ

てあくまで︑力の均衝でやってゆけばよいのでしょうか︑そ

きんこう

となのであります︒

心や不平等の想念からは︑とても実行でき得るものではあり

してみたい︑という想いがあるのでして︑いつか何かのはず

人間の心には︑造ったものは使ってみたい︑強めた力は試

れではいつまでたっても︑人類から戦争の恐怖は去ることは

よくあつ

ません︒こうした人類愛の欠如は︑この人類世界を蔽ってい

みで︑核兵器のボタンを押さないとは限らないのであります︒

軍備を増強して相手方を抑圧しようなどという考えのどこ

る想念波動が︑争いや恨みや憎悪に充ちているからなのであ

私はここで︑今まで申し上げてきた︑想念波動の重大性と

ありません︒去るどころではなく︑いつかは実際に世界大戦

ります︒人間は本来神の分生命で︑悪や不幸の想念をもって

いうことについて︑皆さんにじっくり考えていただきたいと

に︑人類愛の想念がありましょうか︑人間は生命において一

いない存在者なのですが︑神の分生命であることを忘れてし

思うのです︒想念波動を浄化しきらない限り︑世界は絶対に

がはじまってしまうでしょう︒

まった人々が︑神の光明波動に自ら遠ざかってしまって︑そ

平和になることはない︑ということです︒そして世界が平和

つのものである︑という人間本来の愛の心は︑こうした差別

の光明波動の薄れたところから︑真理を見失いはじめて︑現

にならない以上は︑個人の平安はあり得ないということです︒

しても︑それだけで︑その個人が平安になったというわけに

こんこう

わけいのち

けつじょ

在のような善と悪との混淆した世界をつくりあげてしまった

この光明波動の薄れが︑次第に暗黒化してきて︑人間不信

はゆきません︒それは一時の平安でありまして︑永遠の平安

たとえ︑病気が治ったとしても︑貧乏から一時ぬけでたと

感の争いや妬みや憎悪の感情想念が生まれ出で︑地球最大の

ではありません︒

のです︒

危機を迎えてしまったのであります︒

私は個人の平安と︑世界人類との完全平和が︑一つにつな
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がってなされる︑という方法を願い求めたのです︒そして生

個人と人類が同時に救われなければ

見 え ま す が︑ 想 念 波 動 の 世 界 で は お 互 い が 結 び 合 い 交 流 し

個人個人の体は︑肉体としてはお互いが離れてあるように

け︑自己の運命となって現われてくるのであります︒これを

てきているのですけれど︑自己の廻しているダイヤルの分だ

そこで︑人類すべての想念波動が自分の上に蔽いかぶさっ

おお

合って︑お互いに影響を及ぼしあっているのです︒それは︑
いいかえますと︑自己の出している想念が憎悪や争いの想念

まれ出たのが世界平和の祈りなのであります︒

親子兄弟とか︑親戚知人とかいう間柄だけではなく︑一個人
波動であれば︑その想念波動は︑同じような想念波動をもっ

へめぐ

の想念波動は一瞬一瞬の間にも地球上を経巡っているのであ

ります︒そして︑この想念波動が︑愛や善意の光明波動であ

ている地球上の多くの人々の上に影響を及ぼしているのであ

ラジオやテレビに伝わってくる音波や光波は︑絶え間なく
れば︑地球人の多くの人々は︑その光明波動によって︑知ら

ります︒

大 気 中 を 流 れ て い る の で あ り ま す が︑ ラ ジ オ や テ レ ビ の ス

この真理を考えますと︑個人の想念行為は︑自己にその報

ぬ間に浄められているわけなのです︒

波や光波に合わせなければ︑そこになんの音も聞えず︑なん
いが必ずやってくると同時に︑人類全般にその影響を及ぼし

イッチをひねって電流を流し入れ︑ダイヤルをそれぞれの音

の映像も写ってこないのです︒人間の想念波動も全くそれと

私はこの真理をよく知っておりますので︑個人と人類が同

ていることになるので︑どんな小さな想念行為でもゆるがせ

きているのであります︒ただ自己は︑自己の意識︑意識といっ

時に救われなければ︑世界は平和になることはないと言って

同じでありまして︑自己の出した波動が地球上を経巡ってい

ても表面に出ている顕在意識だけではなく︑潜在している潜

いるのです︒個人個人の想念の在り方を問題にしないでいて︑

にできないのであります︒

在意識を含めた想念波動の部分のダイヤルをひねっているこ

世界平和も戦争は嫌だもあるものではありません︒戦争が嫌

ると同時に︑すべての人類の想念波動は︑自分の上に流れて

とになるのです︒

な人は︑先ず自己の想念を︑平和な調和したものにしておく

めることのみに全力を挙げていて︑大自然の法則そのもので

という名で呼んだりしている団体や︑自己の団体の権力を強

戦争反対を叫び︑世界平和を叫びながら︑その運動を闘争

出してゆけばよいのです︒しかし︑いちいち自己の欲する状

姿だ︑と思って︑改めて新しく︑自己の欲する状態や想念を

象は︑すべて過去世から現在に至る誤った想念の消えてゆく

どうすればよいかといいますと︑今︑自己に現われている現

ことを心がけなければいけません︒

ある︑調和の精神を踏みにじっている宗教団体などがあるこ

そこで︑積極的に︑世界人類の平和を願うという︑自己に

態を考え出している余裕はありません︒

安と世界人類の平和を達成する為には︑憎悪や妬みや権力欲

とっても人類全部にとっても︑一番根本の問題である︑世界

とそのものが︑暗黒業想念の所産なのであります︒個人の平

等々の業想念波︑暗黒想念波動を︑大光明波動によって浄め

平和の祈りの中に自己の天命の完うされることの願いと共

りの中に︑消えてゆく姿として入れてしまうようにするので

癖に対する不満が起る度に︑その不平不満を︑世界平和の祈

す︒そして自分の心に現在の環境に対する不平や︑自己の性

に︑自己の全想念を投入してしまうことに想いを定めるので

まっと

さらなければならないのです︒

心の光明化は環境の光明化
個人が自己の運命を改善するのには︑自己の運命の上に現

や妬みや恐怖の想いなどの不調和な状態を︑自分の心から放

動が︑明るい調和したものに変化していって︑平安な感情に

そう致しますと︑いつの間にか知らぬ間に︑自己の想念波

す︒

す練習をしなければなりません︒そうした自己の欲しない状

なってまいります︒すると︑それにつれて生活環境も明るく

われている︑自分の欲しない状態︑例えば病気や貧乏や恨み

態を自己の上から放つ為にはどうしたらよいのでしょう︒

ありますから︑これは自分の想いの中にこういう運命環境に

環境に現われた状態は︑自己の想念波動の上に必ずあるので

ていたのですから︑その想念波動が︑世界人類の平和を祈る

の出していた想念波動で知らぬ間に自己の運命をつくりあげ

これは当然なことであります︒何故かと申しますと︑自己

幸せなものに次第に変ってくるのであります︒

なるべき原因があるのだ︑と思いを明らかにして︑自己の想

というような︑明るい大きな広いひびきに変った以上︑世界

それは︑潜在意識と顕在意識とにかかわらず︑自己の運命

念を明るい幸せな方向にむけてしまうことが大事なのです︒
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平和の祈りに叶った明るい大らかな平安な環境が生まれてく

まらなければ︑世界平和は決してできるものではない︑と思っ

まして︑世界平和の祈りというのは︑大救世主を中心とし
りであることはすぐ判りますが︑思想と思想との対立という

物質欲や権力欲で対立している場合は︑それそのものが誤

ているわけです︒

た救世の神々の大光明波動から生まれてきた祈りなので︑こ
ものは︑どちらの思想にも︑それぞれの理がありまして︑そ

るのは︑大自然の法則の通りなのであります︒

の祈り言に想いの波長を合わせれば︑救世の大光明波動は︑
れ ぞ れ の 思 想 に 同 感 す る も の が︑ お 互 い に 相 対 し た 集 団 と

ゆうたい

その人の霊体に幽体に肉体にひびきわたって︑その人の環境
なってくるので︑どちらにも理がありながら︑結果的には︑

れいたい

を光明化し︑その人の周囲を光明波動で照してくれるのであ
世界を二分し三分してしまう不調和想念波動を世界中に流し
てしまうのであります︒

ります︒
この世もあの世も︑すべて神のみ心と想念波動とでできて

己集団の教えを固執していますと︑教えそのものは別に悪く

こしつ

これは宗教団体の場合にも全く同じことがいえるので︑自

その人の心は光明化するにきまっているのです︒そしてその
ないとしても︑神のみ心の一番根本のものである大調和精神

いるので︑その想念波動が︑神のみ心のひびきに合致すれば︑

人の心が光明化すれば︑その人の環境も光明化してくること

世界平和の祈りの運動精神は︑すべての想念事柄を︑ひと

に反して︑他宗団との不調和をきたすのです︒

こうして個人が光明化することは︑それがそのまま人類全
まず︑神のみ心そのものである︑大調和の中に入れきってし

は理の当然なのであります︒

般の上にも影響を及ぼすことになるので︑それだけ地球上の
まおうとする運動なのであります︒各自各国︑種々様々な思

願目の中に︑一人でも一国でも多くの人々の想念を結集して

節的な方法や手段は後廻しにして︑世界平和という人類の大

この地球世界を滅亡させないことにあるのですから︑枝葉末

想ややり方があるではありましょうが︑一番大事なことは︑

暗黒想念が浄まることになるのです︒

想念の浄化運動が主体
私たちのやっている世界平和の祈りの運動は︑想念波動の

しまわねばならなくなります︒自分の方が正しいのだ︑自国

も︑暗黒想念波動に巻きこまれていって︑遂いには破滅して

枝葉末節的な小さな自我欲望を出していると︑自己も人類

たちの誰一人として望んでいない地球の滅亡に追いやるよう

の損得はその後で話し合えばよいことなのです︒世界中の人

してしまうことが︑何事にもまして大事なのです︒各国各人

世界中の想念を︑ひとまず︑完全平和を願う祈り心に結集

ゆかねばならぬと思っているのです︒

の方が正義なのだ︑という正義のやりとりも︑そのやりとり

な︑第三次大戦の勃発を防ぐことこそ︑何国何民族であろう

浄化ということが主であるわけで︑世界人類の想念波動が浄

によって︑お互いの心に怒りや憎しみの想念が湧きあがるよ

とも︑人間一人一人の大きな責任である筈です︒

ず後廻わしにしてもよいではありませんか︑地球が滅びてし

その大きな責任を果すためには︑自分たちの欲望はひとま

人類の一人としての責任を自覚しよう

ぼっぱつ

うなものであったら︑その正義観は︑もう神のみ心そのもの
ではなくなっているのです︒
ここのところを世の指導者たちは心をいたさなければいけ
ないと思います︒地球を滅亡させてしまって︑なんの正義で
ありましょう︒自国の利益も人類の利益も共に消滅してしま
うのであります︒

まって︑一体どこで自己の欲望を果そうというのでしょう︒
自分一人ぐらい何をしたとて︑世界人類となんのかかわりも

人類の生命を尊重するのは︑直接相手を傷つけ痛めなけれ
ばよいというだけではなく︑相手の生命を生き生きとさせて

人間一人一人の想念行為が︑今日程大事な時は他の時代に

ないなどと思っていることは︑とんでもない間違いです︒

のままに生き生きと働けるような︑お互いの天命が完うされ

はなかったのです︒前から申しておりますように︑一人の人

やる︑ということにあるのです︒お互いの生命が︑神のみ心

るような︑そういう個人であり︑そういう国家であるように︑

間の想念が暗黒想念︵自分勝手な欲望︶であるか︑光明波動︵愛

今日このままをすべて素直に受けてゆこう︑今日このままの

昔からいわれる宗教の極意である︑善にも悪にも把われず︑

完全平和にもなり得るのであります︒

と真の心︶であるかによって︑世界人類の運命は︑滅亡にも

私たちは︑自他共にならなければいけないのです︒
それには何度も繰りかえすようですが︑世界平和の祈りが
大事なのであります︒世界人類が平和でありますように︑私
達の天命が完うされますように︑という祈り心が大事なので
あります︒
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姿は︑つけ足すところも︑減ずるところもない︑神のみ心そ

すがた

のままの世界なのだ︑という教えを更に一歩進んで︑実在世
界の完全円満な相を︑世界平和の祈り言を通して︑一日も早
く︑しかも︑最少の苦悩の経験によって︑この世に顕現せし

い

めよう︑という︑大救世主のみ心を︑私はこの肉体を通して︑
多くの人々に宣布実践しているのであります︒
今日︑世界平和の祈りが︑日本において生まれ出でたこと
こそ︑神のみ心そのものなのでありまして︑この祈り心によっ
て︑世界人類の暗黒的業想念波動が︑次第に光明波動に浄め

まいしん

られてゆくのであります︒どうぞ皆さんもこの真理をよく噛
みしめられて︑より一層世界平和の祈りの運動に邁進してい
ただきたいのであります︒

五井昌久著﹃神は沈黙していない﹄より
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