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◆ はじめに ◆

どのようなご縁で、当会のことをお知りになったのでしょうか。その出会いが、どう

いうきっかけであったとしても、私たちに伝えられている哲学によれば、この世に全く

の偶然はありえません。ですから、この小冊子では、当会の提供している通信講座のこ

とだけでなく、この世界と人生、幸せと成功の根本にかかわると私たちが考えているこ

とを、あなたにお伝えしたいのです。できれば、ひとりになれる静かな場所で、くつろ

いだ気分で、ゆっくりとお読みいただければと思っています。

◇　◇　◇

あなたの人生において、最も大切な目標は何でしょうか。

人間的に成長することでしょうか。魂を磨くことでしょうか。

人生の意味を見いだすことでしょうか。それとも、この世界

の真実を見破ることでしょうか。もしこのいずれかだとした

ら、当会があなたにとって興味深いものになることに間違い

はありません。健康的に、はつらつと生きて行くことでしょ

うか。ビジネスで成功を収めることでしょうか。調和のとれ

た人間関係を広めることでしょうか。温かい家庭を築くこと

でしょうか。あるいはもしかして、サイキックもしくは超

心理学的と呼ばれている“特殊”な能力の開発でしょうか。

もちろん、これらの分野について皆様は、本や講演、セ

ミナーなどから情報を得ることができます。そして、人

生のある特定の側面を改善することに有効なテクニックを

見いだすこともあるかもしれません。しかし、このような

方法は常に不完全です。なぜなら、ほとんどの書籍やセミ

ナー・勉強会は、仕事での成功や人間関係の改善、瞑想、

スピリチュアルな同調、サイキック能力の開発等の限られ

た目的のために行われているからです。

人間という存在はトータルなものであり、ひとつの領域

で学ぶだけでは、バランスの取れた発達をなし遂げること

はできず、結局のところ真の満足は感じられないものです。

当会のシステムのユニークな点のひとつは、上記のよう

な内容の全てを含み、しかも、それらがどのように関連し

　バラ十字の象徴は宗教

とは無関係です。十字は

人間の身体を表し、開き

かけのバラはソウル（魂）

を表しています。このふ

たつの組み合わせは、個

人の人格が経験と試練に

より発展していくという

事と、それゆえに人生が

深遠な意義を持つことを

表しています。

日本本部代表
本庄 敦
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ているかが、分かりやすく説明されていることです。このような教材は、私たちの知

る限り、世界中を探しても他にはひとつもありません。物質的、精神的、感情的、超

心理学的、そしてスピリチュアルな領域で働いている様々な法則を理解し活用するこ

とにより、実生活の改善と精神的な進歩の両方が達成できます。これこそがバラ十字

会の提供しているものです。

このような内容はもちろん、ひとりの個人のアイデアによって作ることのできるもの

ではありません。他の多くのスピリチュアルな運動と異なり、バラ十字哲学は数世紀

をかけて、多くの偉大な思想家の努力が結びついて発達してきたものです。

◇　◇　◇

さて、この小冊子の題名は「人生を支配する」でした。もちろん自分の人生を支配す

るという意味です。現代のせわしないペースのために、物事をじっくり考えることは、

あまり流
は や

行らなくなってしまったのですが、このことについて今、お考えになってい

ただきたいのです。

私たちは生きている限り、様々な試練や苦労に出くわすことは避けられません。そし

て、そのひとつひとつを、乗り越えていくことにより、あるいは受け入れて学ぶことに

より、少しずつ人間的に成長して行きます。残念ながら、重荷が大き過ぎるとき、し

ばしば私たちは打ちひしがれてしまいます。いつかは再び

立ち上がり歩き始めることでしょう。しかし、そもそも人

間とは、嵐に翻
ほんろう

弄される木の葉のような存在なのでしょう

か……。

いいえ！　伝承されてきた哲学と、そして多くの経験か

ら私たちは断言することができます。たとえば地図を持ち、

その土地に対する知識があれば、旅の困難は減り楽しいも

のになります。同じように、宇宙と人生に働いている様々

な法則を知り、正しい選択と決断を行うためのテクニック

を学ぶことで、私たちは「人生を支配する」ことができま

す。それは、自身の人生がコントロールできることを意味

し、あなたの周囲の人々がより幸福で、より健康であるの

を援助することができることを意味します。また、今まで

思ってもいなかったような新しい視点を得ることが可能に

なります。たとえば、この世界で経験する様々な出来事は、

　人間は運命に操
あやつ

られる

あやつり人形ではありま

せん。人生で演じる私た

ちの役割は、知性によっ

て、また私たち自身の個

性によって自分で決定で

きるのです。
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自身の魂を限りなく成長させて行くために、偶然ではなく企画された最良の機会であ

るのをあなたは見いだすことになります。

そして、もうひとつ考えて頂きたいことがあります。21 世紀に入った今、明らかに

人類は途
と ほ う

方に暮
く

れています。科学と技術の進歩は、人類を本当の幸せに導きはしませ

んでした。戦争、生態系の大規模破壊、基本的人権の侵害等は、まるで人類が自
みずか

ら苦

しみを選んでいるかのようです。エコロジーとヒューマニズムにおける高位の理想を、

世界中の多数の人々が共有したならば、解決はさほど困難でないという指摘もありま

す。それにもかかわらず、新たな意識に心を開くことをせず、深刻な事態に陥
おちい

る道を

このまま突き進んでしまうほど、人類は愚かな存在なのでしょうか……。

「いいえ！」と再び私たちは言いたいと思います。人類は、もっと偉大な存在です。

最大の問題点は、行き過ぎた物質主義にあると私たちは考えています。そして 21 世紀

には、スピリチュアルな探究、つまり精神と心の深奥についての探究が本格化して、

バランスが取り戻されていくと多くの人が予測しています。人間や他の生命を含むこ

の世界の全体が、不可分な統一体であるという気づきに到達すること、そして、この

世界から戦争を無くすことは、おそらく現在の人類に課されている最も重要な課題で

す。そして、多くの宗教が、このことに機能しなくなってしまった今、私たちの教育

システムによってお伝えしている神秘学（後述）こそが、個人に新たなタイプの意識

をもたらし、人類の高位の理想を支える最適の手段であるとさえ、私たちは思ってい

るのです。

言葉と行動と思考によって、あなたは周囲の多くの人に影響を与えています。です

から、どのような社会的な立場にあるかにかかわらず、

全ての人が、人類の命運を決めることに関与していま

す。

そういうわけで、21 世紀の新たな潮流となるであ

ろうし、そうならなければいけないこの精神探究を、

私たちと一緒に行い、人類の明るい未来に貢献するひ

とりになりませんかと、皆様をお誘いしているのです。

　人生は使命である、他の解釈

は全て誤
ごびゅう

謬であり、人々に道を

誤らせる。宗教科学、哲学は、

多くの点で見解の相違があるが、

いずれも、あらゆる人生には目

的があると云うことについては

同意している。 

マッツィニ（バラ十字会員）



－ 4－

バラ十字会ＡＭＯＲＣは宗教ではありません

当会は宗教ではありません。その学習の基礎となっているのは、信じることで

はなく、自身で確かめることです。また、会員になるために、ある宗教団体から

退会せよとか、信じていることを変更しろ等のいかなることも要求されません。

結果として当会のメンバーには、あらゆる宗教や信条の人がおられますし、もち

ろん特定の宗教に属していない人もいます。当会の名称には「十字」という言葉

が含まれていますが、この十字とキリスト教とは無関係です。詳しくは 12 ページ

の「当会の伝統と歴史」をご参照ください。

神秘学の意味するもの

誤解されている方がいらっしゃるかもしれませんが神秘学は、奇怪な心霊現象、

魔術、オカルト等とは全く関係がありません。むしろバラ十字神秘学は、これら

　上の写真は各会員に毎月送られる教材です。多角的で興味深い題材が分かりやすく説明され、

必要な図版や図解も豊富に含まれています。また、特定の実験や練習も含まれていて、提示され

た原則やテクニックが実際に役に立つのを自分自身で証明し、実演できるようになっています。
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とは反対のものです。神秘学の源流である古代エジプトやギリシアでは「神秘」

にあたる語は、奇怪なものや不可解なものを指してはいませんでした。「神秘」と

はスピリチュアルな認識や秘密の知恵のことでした。そしてこの知恵は、自身の

精神の深奥にある真の自己との同調によって、もたらされるものです。

この同調の体験には深浅様々なものがあります。たとえば、故郷に戻られた時

のような平安を感じられる方もいます。しかし、その目的は深遠な喜びに浸
ひた

るこ

とだけにあるのではありません。というのも、そこから得られる情報やエネルギー

や作用には、私たちの能力、健康、生き方を劇的に改善し、高位の意識をもたら

すパワーがあるからです。

もしあなたが当会の一員になられたとしたら、おそらく直
す

ぐにお感じになられ

るであろう事があります。幾世紀もの伝統を有する組織をガイド役にして、自己

の深奥の探究の旅に出発することは、心を満たす、わくわくするような体験であり、

実生活にも変化を促
うなが

すということです。そして、会員になられて踏み出す一歩は、

あなたの人生で最も重要な一歩になる可能性があります。

実際のところ、ベテラン会員の多くが、ちょっとした興味からスタートしまし

た。やや的外れな動機から学習を始められた方も少なくありません。しかし後に

は、自身の奥底を揺り動かし、最高の自己を引き出してくれる首尾一貫した情報、

探究を続けていくことの魅力を見出して、人生という学校における独自の道しる

べとして、当会の学習システムを適切に活用されるようになっています。

当会の組織について

当会は、以上に述べてきたような神秘学と人生哲学

の教育を行っている団体です。その最高本部は米国カ

ルフォルニア州のＮＰＯ（非営利）法人です。この本

部との契約の下に世界中に 21 の本部があり、23 種類

以上の言語で 80 カ国以上の会員に教材を提供してい

ます。そのひとつである日本本部は 1977 年に非営利団体として設立されました。

それ以来、11,000 人を超える方々に入会いただき、人生の質の向上に役立ててい

ただいております。特定非営利活動（ＮＰＯ）法人アモールクは、2003 年に東京

都に認可され、その定款上に定められた異文化理解による世界平和の推進に寄与

するために、日本本部の事務の一部（印刷、出版、発送等）を受託しています。
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◆ 学習によって得られる効果 ◆

・ 身体面では、ストレスを取り除く方法、身体のエネルギーを増強する手法、

自然治癒の過程を促進することに特に効果的なテクニックを学び、はつら

つとした健康を達成することができます。

・ 精神面では、集中力、アイデアの創出力、洞察力を強化し、望んでいる事柄、

安定した生活、ビジネス上の成功などを実現する能力が向上します。革新

的な問題解決力を日々の生活で活用できるようになります。

・ 感情面では、人生における数々の試練を克服するために、どのようにして

内なる知恵への扉を開き、解決法を見いだすかを知ることにより、自信を

得て、内的な平安を確立することができます。この事によりあなたは、危

機の最中にあっても、冷静さと一貫性を保つことができ、集中力を失わな

いでいることができます。この内的な平安は、他の人を勇気づける力にも

なり、友人や愛する人たちとの調和のとれた個人的関係が促進されます。

・ 超心理学的な面では、サイキックな能力が目覚めます。インスピレーション、

テレパシー、オーラの知覚等は決して異常なものではありません。自然法

則に従って働く、人間に本来備わっている機能です。しかし使われること

なく、通常は休眠してしまっ

ています。これらのサイキッ

クな能力が、練習により徐々

に働くようになります。

・ スピリチュアルな面では、

内的な目覚めが徐々に進み、

全宇宙的な“一なるもの”

とあなたの間には、決して

切ることのできない絆
きずな

があ

るという気づきへと近づい

て行きます。これは、あな

たの全ての側面の統合をも

たらします。新たで高位なこの意識レベルの獲得は、古今東西の数々の探

究者が熱意を込めて語り続けてきた体験です。

　朝は四本足、昼は二本足、夕べは三本足の者は何

か。――人間よ、おまえは何者なのか。どこから来て、

どこへ行くのか。
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◆ 学習のシステム ◆

教本と呼ばれる小冊子を会員の皆様は毎月４冊受け取ることになります。それ

を自宅で週に１冊ずつ、プライベートに読むことになります。規則的な習慣とす

るために、多くの会員は学習のための曜日を決めています。教本は８～ 10 頁ほど

で、いくつかの考え方や練習（実習）が分かりやすく簡潔に紹介されています。

30 分から１時間ほどをかけてその週の教本を読み練習を行います。そして次週に

教本を学習するまでの間、余裕があれば、さらに数回練習を行うことをお勧めし

ています。この簡単なお願いをしているのは、教本の内容は単なる知識であるだ

けではなく、日常の生活に活用できるテクニックだからです。

個人的指導

会員のため、本部には学習局が設けられています。教師は数十年のバラ十字会

員としての経験を積んだベテランで、あなたから質問や学習の報告を受けると、

適切で役に立つアドバイスをしてくれます。

定期刊行物

月１回受け取る教材には、「アモールク・ニュース」と

呼ばれる会報が同封されています。ここには、よく寄せら

れる学習上の質問に対する学習局の回答や、本部からの諸

連絡、下部組織（後述）の会合の日程と内容などが掲載さ

れています。さらに年４回（１，４，７，10月）「バラ十

字」誌が送付されます。この雑誌には、当会の他の本部の

機関誌からの翻訳記事、日本本部役員やベテラン会員の執

筆記事が含まれています。その多くは神秘学や哲学、科

学、芸術に関するもので、学習や内的な発達のための魅力的で有益な情報源と

なっています。また、バラ十字国際大学等に属する専門委員の最新の研究成果も

含まれています。
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◆ 学習課程の構成 ◆

初心者課程

学習が開始されるとすぐに、バラ十字会の基礎的な考え方が、紹介され、その

実用的な方法を生活に適用できるようになります。

初心者課程には、当会の学習の多くの側面がバランス良く含まれていて、「人生

を支配する」ことに上達するのを徐々に実感することになります。この課程は４

つの段階に分かれています。それぞれに含まれる題材の一部を下記にご紹介しま

す。

・ １～３ヵ月目（バラ十字哲学の全体像と瞑想法の学習）

　時間と空間の謎、人間精神と宇宙意識、

バラ十字瞑想法、神秘学（神秘主義）の歴

史、サイコメトリーの予備的練習、アカシッ

クレコード

・ ４～７ヵ月目（精神エネルギーに関する学習）

　物質のエネルギーと精神のエネルギー、

脳波と瞑想の関係、集中力を高める神秘学

の方法、直観力（インスピレーション）を発達させる方法、心の中に絵

を描く事によって自身の望みを現実化する方法、精神的投射（テレパシー）

・ ８～１１ヵ月目（生命力と健康に関する学習）

　人間の身体を活動させている２種類の生

命力とその増強方法、最良の睡眠を得る方

法、感情の健康への影響、自身の体の不調

を呼吸によって緩和するテクニック、オー

ラの正体とその知覚方法
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・ １２～１５ヵ月目（魂の活動を支配している基本法則の学習）

　身体活動に調和をもたらしている“知

性”を細胞ひとつひとつの中で目覚めさ

せる方法、身体と精神の成長を支配して

いる７年の周期、サイキック中枢（チャ

クラ）の機能を向上させる方法、魂の本質、

スピリチュアルな進歩の目的、生まれ変

わりについて、善と悪と自由意志、神秘

体験について

本科課程

15 ヵ月で初心者課程を修了すると、希望される方は９つの段位に分かれた本科

課程に進みます。各段位はそれぞれが特定の話題を取り扱っています。たとえば、

第５段では主として古代の諸哲学が扱われ、第６段は体の健康とサイキック意識

について、第７段ではオーラとサイキック体（アストラル体）の投射について学

びます。学習内容は最新の研究成果を反映して常に更新されている一方、バラ十

字会の伝統を忠実に保持しています。言葉や構成上の変更にかかわらず、自然法

則の体系が当会の学習内容の核心を成しているのであり、それは時代を超えて不

変のものです。

専門課程

本科課程は約４年で修了します。その後、希望される方は専門課程で、人生と

宇宙の法則について、さらに深く探求し、それを活用する新たなテクニックを学

ぶことができます。この段階の学習は、私たちか

ら提供する性質のものだけではなくなり、皆様も

貢献される共同研究的な要素が徐々に含まれてい

きます。
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◆ その他の特典 ◆

当会の会員として、あなたは単に教材を購入するわけではありません。私たち

はいかなる価格でも、学習教材をお売りしている訳
わけ

ではありません。あなたの会

費によって、教材の作成だけでなく、組織の全ての活動が支えられています。そ

の多くは、皆様の内的成長を支援するためのものであり、会員の特典として提供

されています。以下に、その内容をご紹介します。

下部組織への参加

友愛組織としての当会には、自宅学習のカリキュラムを補足する役割の下部組

織が各地にあります。札幌、東京、名古屋では月１回、大阪と岡山では隔月で、

この下部組織が会合を開いていて、希望される会員の方は出席することができま

す。温かい雰囲気の中で他の会員たちと交流することができ、インスピレーショ

ンに満ちた講義、他の学習者と一緒に行う神秘学の実験、ディスカッションや瞑

想の練習に加わることができます。また学習上の不明点を役員やベテラン会員に

質問することも出来ます。これらに参加

することは会員の義務ではありませんが、

提供されているこの機会を活用すること

は、あなたの進歩にとって有益なものと

なることでしょう。

現在、札幌、東京、名古屋、大阪の各

組織は、希望される皆様に機関誌を郵送、

または電子メール配信して、その活動を

ご紹介しています。

書籍等の購入

日本本部の資材局では、日本語や英語の書籍、学習や実験に役立つ用具を取り

扱っています。書店では入手できない、哲学や神秘学、形而上学等の良質な資料

を会員は購入することができ、これらの書籍は多くの方々にたいへん喜ばれてい

ます。しかしこれらの資材を購入することは全く補助的なものであり、学習に必

要な全ての情報は完全に教本の中に含まれています。



－ 11 －

世界大会への参加

３～４年に１度、世界大会が開

催されていて、希望される方は参

加することができます。2019 年は

イタリアのローマ市で行われまし

た。2023 年にはカナダのモントリ

オール市での開催が予定されてい

ます。世界中から会員が集まり、

友愛組織としての暖かい交流に花

が咲きます。各国の代表役員による講義と瞑想の指導、各種の伝統的式典や大会

独自のイベントが行われます。同時期にバラ十字国際大学の会員専用の講座が開

講されます。

慰めの評議会

慰めの評議会は、健康や感情、そしてその他の問題のために苦しんでいる人々

のために日々瞑想しているバラ十字会員のグループです。評議会は癒しの同調と

いうユニークな神秘学システムを通して、これらの人たちに心の深奥を通して伝

えられる支援を提供します。この慰めの評議会を活用するための方法は、入会し

てすぐに受け取ることになる教材で詳細に説明されています。また、会員である

なしにかかわらず全ての人が、この慰めの評議会にそのような支援を依頼するこ

とができます。

世界各地の施設（表紙内側写真参照）

米国カリフォルニア州サンノゼ市にある世界総本部は、バラ十字公園を所有し

ています。公園には古代エジプト様式の庭園等があり、訪れた会員の憩いの場と

なっています。公園内にはエジプト博物館、研究図書館、プラネタリウム、講堂

等の諸施設があり、一般公開と会員専用の行事が多数行われていています。バラ

十字国際大学は当会の研究機関であり、資格を持ったその分野の専門家と国際研

究評議会のメンバーが活動しています。その最新の研究成果は教材や雑誌、講演

で世界中の会員に伝えられています。

その他の国にも、旅行の際などに訪問した会員が宿泊・瞑想等に利用できる施

設があります。さらに世界中の下部組織は、ビジターとしての会員を温かく迎え

てくれます。
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◆ 当会の伝統と歴史 ◆

バラ十字会はその伝統と継承を示す名称「Antiquus Mysticusque Ordo Rosae 
Crucis」すなわちＡＭＯＲＣ（日本での通称はアモールク）として世界中に知ら

れています。このラテン語は、文字通りに訳すと古代神秘バラ十字会となります。

名称に含まれる「十字」に宗教との関連はなく、この象徴はキリスト教の発祥以

前から存在していたものです。それが表わしているのは、手を横に広げた人間の

身体であり、人生の途上にある経験と試練です。一方、開きかけのバラは人間の

ソウル（魂）を表しています。このふたつの組み合わせが表しているのは、人間

という存在には２つの側面があるということ、個人の人格が人生経験により発達

していくこと、それゆえに人生が深遠なる意義を持つことです。

バラ十字運動の伝統的な歴史の起源は、トットモスⅢ世（紀元前 1500-1447 年）

が創設し、その孫であるアメンホテップⅣ世（アクナトン王）が発展させた古代

エジプトの神秘学派にまでさかのぼることができます。エジプトに旅をしてこの

神秘学派に入門した多数の人々、ギリシャ哲学のタレス、ピタゴラス、ローマ哲

学のプロティヌス等が、この古代エジプトの知恵を西洋世界に伝えました。さらに、

この知識と技法の伝統は、ギリシャの治療家（therapeuti）の会、シリアとパレス

チナのエッセネ派、錬金術師と呼ばれた人たちの処方集、カバラとして知られる

象徴システム、中世の諸騎士団の儀式によっても伝承された事が知られています。

17 世紀のドイツでは「ファーマ・フラテルニ

タティス」と呼ばれる神秘的な宣言書（マニフェ

スト）が、クリスチャン・ローゼンクロイツと

いう謎の人物の作として出版されました。この

宣言書によってバラ十字思想への興味がヨー

ロッパ中で爆発しました。

アメリカ人実業家であり哲学者であったＨ．

スペンサー・ルイスはフランスのツールーズを

1909 年に訪れ、そこでバラ十字会に入会します。

そしてアメリカを拠点にしてバラ十字活動を活

性化するという使命が、氏に与えられました。

ルイス博士を代表として、バラ十字会ＡＭＯＲ

Ｃは 1915 年にニューヨークで宣言書（マニフェ

　フランシス・ベーコン卿は、英国

の哲学者・著作家で、当時のバラ十

字会の指導者でした。デカルト（バ

ラ十字会員）とともに近代哲学の祖

と呼ばれています。
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スト）を発行し、活動を開始しました。そ

れまでは少数の人だけに伝えられていた会

の知識と技法が教材の形に整備され、多く

の人が自宅で学べるようになりました。そ

の後当会は急速に発展し、1927 年には世界

総本部を現在のカリフォルニア州のサンノ

ゼ市に移転しました。

当会の活動は現在では全世界に展開して

いて、数十万人の会員がいます。

21 世紀となった今、当会の知識とテク

ニックは人類の進歩にとって、より重要に

なっていると私たちは強く感じています。

技術が急速に進歩し、環境と人間の魂に影

響を与え、多くの人が、内なる力とバラン

スの常に信頼できる源泉を捜し求めていま

す。おそらくいまだかつてなかったほどに人類は、内的な世界の理解、神秘的な

啓発を必要としています。人生の疑問への答を探し、内なる径
みち

を通して知恵に至

ろうとしている全ての人にとってのガイドであるべく、当会は不断の努力を続け、

ユニークな指導システムと人道主義的な理想を維持しています。

過去の著名な会員

当会の真の価値はもちろん、皆様の人生にとって役立つことにあり、過去にど

の様な会員がいたかにあるのではありません。しかしバラ十字運動にかかわって

いた下記の名士のリストは、バラ十字会の知識と技法が人間の潜在的な能力を発

達させ、人類に貢献する力を与えてくれるという例証になっています。

レオナルド ・ ダ ・ ヴィンチ (1452-1519)、 コルネリウス ・ アグリッパ (1486-1535)、 パラケ

ルスス (1493-1541)、フランシス・ベーコン (1561-1626)、ロバート・フラッド（1574-1637）、

ヤコブ ・ ベーメ (1575-1624)、 ルネ ・ デカルト (1596-1650)、 アイザック ・ ニュートン

(1624-1727)、バルーフ・スピノザ(1632-1677)、ゴットフリード・ライプニッツ(1646-1716)、

ベンジャミン ・ フランクリン (1706-1790)、 トマス ・ ジェファーソン (1743-1826)、 マイ

ケル ・ ファラデー (1791-1867)、 マリー ・ コレリー （1855-1924）、 クロード ・ ドビュッ

シー (1862-1918)、 エリック ・ サティ (1866-1925)、 エディット ・ ピアフ (1915-1963) 

　科学者、著作家、哲学者、芸術家、そ

して神秘家であったＨ．スペンサー・ル

イス（1883-1939）に、バラ十字活動を活

性化するという使命がフランスバラ十字

会により与えられました。
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◆ 入会のご案内 ◆

今まで申し上げて来ましたように、驚くべき精神の深奥と大自然の普遍的法則

を当会は探究しています。当会に入会されることを、誠意を持ってあなたにお勧

めいたします。このことは、通信講座の課程に沿って単に勉強することだけを意

味しているのではありません。スピリチュアルな興味、

高位の知識の喜び、人道主義の理想を分かち合う多数の

人々からなる、世界中で活動している神秘学と人生哲学

の友愛組織に参加することをお勧めしているのです。実

用的な効果を日々の生活にもたらす学びの課程へと、あ

なたを歓迎いたします。

入会金と会費

当会の会員は入会金と毎月の会費を負担することに

なっています。この入会金と月例会費によって、教材の

製作と配布、調査・研究、広報と運営等、当会の活動全

般の費用がまかなわれています。

当会のユニークな特徴のひとつは、会員が受け取る教材と指導が会員に定めら

れた特典として与えられることです。単なる通信教育の学校ではありません。本

会のこれらの教材と指導は一切買いとることはできませんし、また売買契約の対

象にもできないことに留意してください。

入会申込書の郵送と同時に、定められた入会金

5,780 円を支払っていただくことになり、会費は１ヵ

月あたり 3,360 円を前納していただくことになりま

す。

この会費は、会員としてのあらゆる権利を含んだ

ものです。その他は一切不要です。会員が学習を進

めて昇級していく際の費用とか、教材購入の費用は

一切ありません。月例会費は、会員であり続けたい間、

前納することになっています。事務処理上、納入金

の返金はいたしません。なお、半年分をまとめてお

ルネ・デカルト

フランスの科学者で

哲学者。近代哲学の

祖と言われる。バラ

十字会員。

アイザック・ニュートン

英国の哲学者で科学者。バ

ラ十字会員。万有引力の法

則を発見。
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支払いの場合には割引があり、６ヵ月分の会費は

16,800 円となっています。

もしあなたと同居されている方が当会にご興味

をお持ちでしたら、教本や雑誌を共有して学習さ

れるコンパニオン会員制度と呼ばれる割引があり

ます。また海外に在住されていて、日本語で学ば

れる方も、小額の追加費用を負担することで会員

となることができます。いずれも詳しくは事務局

宛にお問い合わせください。

退会は自由

入会されてから、ご都合により退会を希望され

る場合は、いつでも自由に退会できます。ただし、

上記のように納入された入会金および月例会費は

返金できません。なお、寄付金等を強要されることはまったくありませんし、奉

仕活動や集会への参加を強制される事もありません。

マイケル・ファラデー

英国人。物理学の父と呼ばれ

ています。正式な学校教育を

ほとんど受けていませんでし

たが、バラ十字会による指導

から得たインスピレーション

によりそれを補っていました。

電磁誘導の研究で有名である

他に、青少年の科学への啓蒙

に大きな貢献をしました。

エラ・ウィーラー・ 

ウィルコックス

作家で詩人でもあった彼女

はＨ．スペンサー・ルイス

とともに会の活性化のため

に尽力しました。人間の感

情の本性とスピリチュアリ

ティへの彼女の深遠な洞察

力は、ルイス博士とその当

時の会員たちに多大なイン

スピレーションを与え続け

ていました。
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◆ 入会の手続き ◆

・ 第１に、同封されている入会申込書の必要な項目を、注意して書き込んで

ください。お書きいただいた内容は「個人情報の保護に関する法律」に従っ

て秘密が厳守されます。質問の全てに答えていただいた後、自筆で署名し

てください（未成年の方は保護者の承諾が必要です）。

・ 第２に、同封の郵便払込通知票（手数料は当会負担なので無料）を使用し

て入会金と月例会費を払い込んでください。銀行振り込み、現金書留も受

け付けています。銀行振り込みの場合には、下記宛にお願いします。入会金・

月例会費が払い込まれなかった場合には、入会申し込みは失効となります

のでご注意ください。

銀行振り込みの場合の宛先：

みずほ銀行　東京営業部　普通預金（店番号：００１） 

口座番号：１２２５６２４ 

バラ十字会日本本部ＡＭＯＲＣ

・ 次に、申込書に払込金額を記入してから下記の事務局宛に郵送してくださ

い。（同封の封筒をご使用頂ければ切手は不要です）

送付先： 

バラ十字会日本本部ＡＭＯＲＣ事務局長宛 

〒 173-0005 東京都板橋区仲宿 53 －２－ 101 

TEL：０３－５９４４－１３２５

・ 会員証、会費受領証と第一回の教材は、２週間以内にお届けいたします。

万が一もし届かなかった場合は、上記事務局宛にご連絡をください。また、

何らかの理由により入会が受理されなかった場合には、その理由を添えて

入会金と月例会費の全額が返金されます。

皆様のお役に立てることを 

確信しております 

あなた自身の豊かな人生のために 

どうぞ今すぐご入会ください



　本書の内容はＡＭＯＲＣの最高評議会が正式に承認したものです。バラ十

字会の古式な正式名称とその使用する象徴は米国特許庁に登録されており、

Ａ . Ｍ . Ｏ . Ｒ . Ｃ . の頭文字は唯一の正当なバラ十字会を示すものです。なお、この

名称と下掲の象徴は、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、

日本やその他の国々でも登録されています。

バラ十字会の名称・象徴の中の「十字」は宗教上のもの

とは全く無関係です。「十字」は現在の宗教の発祥以前

からあるもので、その意味はこの小冊子に解説されてお

ります。

登録商標

バラ十字会日本本部ＡＭＯＲＣ

Grand Lodge of Japanese Language Jurisdiction

Rosicrucian Order, AMORC

連絡先

〒 173-0005　東京都板橋区仲宿５３－２－１０１

TEL:03-5944-1325 FAX:03-5944-1326

バラ十字会日本本部ＡＭＯＲＣ公式出版物

「人生を支配する」（MASTERY OF LIFE）　～ 幸福で有意義な生涯のために

冊子製作、広報、通信講座事業担当：特定非営利活動（ＮＰＯ）法人アモールク
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