マリア様が日本にもあらわれて
います。ロザリオとスカプラリオ
で、大切なあなたを天国へと救う
ためです。
マリアさまは、あなたが地獄に落ちないようにと、本当
に心配してくださっている、あなたの霊魂のおかあさん
です。マリアさまからのメッセージを読み、マリアさまの
おのぞみに従い、スカプラリオをいつも首にかけ、毎日マ
リアさまへの愛をこめて、うやうやしくロザリオを唱え
ましょう。そうするならば、あなたとあなたの家族みんな
を天国へと救いますと、マリアさまは約束してくださっ
ています。
マリアさまは、日本にまもなく起こることを教えてく
ださっています。それはいくつもの巨大な地震と大津波、
たくさんの火山の噴火、もうれつな大寒波、農作物の全滅、
食糧がなくなることによる餓死、恐ろしい伝染病のひろ
がりによる病死、彗星のチリによる火の雨、原子力発電所
からの大量の放射能汚染、富士山の噴火による数百万人
の死、中国軍が日本に攻め込み、国民の６０％が殺される
こと、人口の多い都市が核爆弾で攻撃され全滅すること、
などと数えきれません。しかも最後には、日本列島そのも
のが海の中に沈んでしまいます。
もし、あなたと多くの人がロザリオを祈り、スカプラリ
オを身につけ、マリアさまに聞き従うなら、これらのこと
はのばされ、やわらげられ、とりやめになり、多くの日本
人が天国へと救われます。これを行なう人は「マリアさま
の戦士」です。マリアさまは日本を救うために、あなたを
必要としています。
「マリアさまの戦士」となった人だけが、日本の未来を変
えることができます。あなたも、どうかこれを友人知人に
伝え、「マリアさまの戦士」がふえるように力をつくして
ください。

この信心をおこなうのに、洗礼を受けていなくてもかまいません。うやうや
しく、マリア様への愛をこめて、祈りを捧げてください。あなたの祈りやすい
場所、神棚でも仏壇でもかまいませんから、あなたの好きなマリア様の御絵
を置いて祈れば、マリア様に対して愛をおこす助けになります。

【 ロザリオの祈り 】
【 主祷文 】（１回）
てん

ちち

み な

ねが

とうと

みくに

天にましますわれらの父よ、願わくは御名の 尊 まれんことを、御国
きた

みむね

てん

おこな

ち

おこな

の来らんことを、御旨の天に 行 わるるごとく地にも 行 われんことを。
にちよう

最新のメッセージ、情報が知りたい方へ！

メールマガジン「箱舟の聖母」
毎週１回発行 ： Ｅメール版 年間３,０００円（ご寄付）
郵送版 年間１０,０００円（ご寄付）

かて

こんにち

あた

たま

ゆる

ひと

われらの日用の 糧を、今日われらに与え給え。われらが人に 赦すご
つみ
ゆる
たま
ゆうわく
とく、われらの罪を赦し給え。われらが誘惑におちいるがままになし
たま

すべ

あく

すく

たま

給わず、われらを全ての悪より救い給え。アーメン。
【 天使祝詞 】（１０回）
せいちょう み ち み

お申込みは下記までお願いします。

しゅく

おんな

E-mail ： charbeljapan@nifty.ne.jp

ごたいない

おんみ

とも

おんこ

おんみ

たも

しゅく

女 のうちにて 祝 せられ、御胎内の御子イエズスも 祝せられ給う。

てんしゅ

〒５４０－０００４
大阪市中央区玉造１－４－１４
聖シャーベル修道会

しゅ

めでたし、 聖 寵 充満てるマリア、主、御身と共にまします。御身は
おんはは せい

つみびと

りんじゅう

いま

とき

天主の 御 母 聖マリア、罪人なるわれらのために、今も 臨 終の時も
いの

たま

祈り給え。アーメン。
【 栄唱 】（１回）
ねが

ちち

こ

せいれい

さか

はじ

願わくは、父と子と 聖 霊とに栄えあらんことを。始めにありしごとく、
よ よ

いま

今もいつも世々にいたるまで。アーメン。

http://homepage1.nifty.com/charbeljapan/ (日本語)
http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=charbel ( ｉ モード 日本語)
http://www.shoal.net.au/~mwoa/index.html (英語)
http://www.ourladyswarriors.org/ (英語)
http://www.finaldelostiempos.com.mx/ (スペイン語)
http://users.skynet.be/courlisius/index.html (オランダ語)

【 ファチマの牧童の祈り 】（１回）
つみ
ゆる
たま
じ ご く
ひ
まも
ああイエズスよ、われらの罪を赦し給え、われらを地獄の火より守
れいこん

たま

しゅ

おん

もっと

ひつよう

り給え。またすべての霊魂、ことに主の 御あわれみを 最 も必要とす
れいこん
てんごく
みちび
たま
る霊魂を、天国へ 導 き給え。アーメン。
【 大天使聖ミカエルに向かう祈り 】（１回）
だ い て ん し せい

まも

たたか

きょうあく

あ く ま

大天使聖ミカエル、 戦 いにおいてわれらを護り、悪魔の 凶 悪なる
はかりごと

か

たま

てんしゅ

かれ

ばっ

たま

ふ

ねが

謀 計 に勝たしめ給え。天主が 彼を罰し給わんことを伏して 願い

たてまつ

てんぐん

そうすい

れいこん

よ

はいかい

奉 る。ああ天軍の総帥、 霊魂をそこなわんとて、この世を 徘 徊す
た

あ く ま

てんしゅ

おんちから

じ ご く

と

るサタン、およびその他の悪魔を、天主の 御 力 によりて地獄に閉じ
こ

たま

込め給え。アーメン。

「箱舟の聖母」のメダイ

水も食べ物もなくなってしまう時が
近づいています。

この「箱舟の聖母」のメダイは、マリア様がメッセージで言われてい
るスカプラリオです。このメダイは、洗礼を受けていない方でも身に
つけることができます。肌身離さず首から下げてください。

フードリスト

マリア様からの御約束
「……これを身につける人は、誰でも永遠に救霊の御恵みがいただ
けます。」
このメダイを身につける人は、お願い事の最後に「『箱舟の聖母、
我らの御母聖マリア、キリスト信者の扶（たす）け』の御名によってお
祈りいたします。アーメン」と唱えます。

が必要です。

◆「フードリスト」とは？
「フードリスト」は準秘蹟です。水・食糧が入手できず、皆が飢える時、あな
たの水と食糧のたくわえが尽きないように、神様が奇跡を行ってくださるもの
です。

◆「フードリスト」お申し込みの条件
下記の条件を満たすその本人が、自分で申し込まなくてはなりません。

【 マリア様の御説明 】
「箱舟の聖母」という名の中に、今の時代の時の終わりの鍵がある
のです。……あなたがたの母は、全世界の元后として、虹の上に立
っております。虹は平和および神との契約を意味します。母は左腕
に幼きイエズスを抱いており、イエズスはスカプラリオとロザリオを持
っておられます。このしるしは、これによって子らを救うという意味で
す。……母の右手には、ノアの箱舟のような舟があります。これはノ
アの時代のように、世界が再び大天罰に見舞われ、ほんの少数の
者しか救われないということで、汚れなきマリアである私が、人類の
避難所になるという意味です。
◆注意事項
「箱舟の聖母」のメダイ（＝スカプラリオ）は神様から祝別されたもの
なので、無料で配布しています。
◆お申し込み方法
あなたの住所・氏名を書き８０円切手を貼った返信用封筒（定形）
を同封し、「箱舟の聖母のメダイを希望」と明記の上、下記住所まで
お申し込みください。

〒５４０-０００４
大阪市中央区玉造１－４－１４
聖シャーベル修道会

◆

箱舟の聖母社から次の４冊の本を発行しました。

「１５３本の聖ヨゼフの百合」 …… Ａ５判
「１５３本のマリアさまのバラ」 … Ａ５判
「聖シャーベル修道会の会則会憲」……Ａ５判
「メッセージ集」
…… Ａ５判

３１６頁
１７０頁
１４３頁
２３３頁

３０００円
２０００円
２０００円
３０００円

送料は、各一冊につき全国一律５００円、４冊セットで、または各種
あわせて４冊以上お申込みの場合は無料です。お申込みは、現金書留か
郵便振替にて、下記までお願いします。ご送金は
おつりのないようにお願いします。ご入金を確認後、発送します。



三位一体の神に信仰をもっていること。洗礼を受けていなくてもかま
いません。



リトル・ペブルのミッションを信じ、支持していること。

この２つが、奇跡を得る基本的条件です。リトル・ペブルとは、イエズス・キ
リストが世界に戻ってくる直前の、地球規模の苦難の時に、マリア様に聞き
従う人々を救いに導くリーダーです。

◆注意事項


「フードリスト」は神様から祝別されたものなので、無料で配布していま
す。 水と食糧のたくわえを持たなくてはなりません。たくわえたものを
増やしていただけるのです。



水・食料がなく皆が飢えるとき、無理に与えることはありませんが、困
っている人に必ず食糧をわけてあげること。神様は、あなたの愛徳の
行いを祝福されます。



他人のために申し込むことはできません。また他人の名前で申し込む
こともできません。本人が望まないのに「フードリスト」を与えても、その
場合はただの紙切れにすぎません。



お送りする「フードリスト」は、イエズス様とマリア様が御出現のときに
一枚一枚を直接祝別されています。これをコピーしても、もとの一枚の
他は、祝別されていないので全く無効です。またお送りする「フードリス
ト」には、偽造防止のため、各プロモーターに割り当てられたナンバー
が印刷されています。

◆「フードリスト」お申し込み方法
あなたの住所・氏名を書き８０円切手を貼った返信用封筒（定形）を同封し、
「フードリストを希望」と明記の上、下記住所までお申し込みください。
〒５４０-０００４
大阪市中央区玉造１－４－１４
聖シャーベル修道会

〒５４０－０００４
大阪市中央区玉造１－４－１４
箱舟の聖母社
郵便振替

００８４０－３－１３２４３８

【 マリア様のお言葉 】

私に聞き従う人の家族全員を
私は救います。
おなかの中の赤ちゃんを殺す罪、性道徳に背く罪、神も人も
愛さない自分勝手な生き方、等で、今は、死んでゆく人の９０％
が地獄に落ちています。

天は、天草四郎と天草・島原
の殉教者達のお取次ぎと、
リトル・ペブル（聖シャーベ
ル
修道会の創立者）によって、
日本を世界の光とするご計画
をもっていらっしゃいます。
リトル・ペブルに与えられたメッセージ
１９９３年１０月７日 聖なるロザリオの祝日
リトル・ペブル：
…… 私たちは４万人が殉教した殉教者の島に来ま
した。私たちが祈り始めると、すぐに右手で白い十字
架を抱いたイエズスが来られました。イエズスの後
方に巨大な白い十字架があり、４万人の殉教者と殉
教した聖なる少年天草四郎が立っていました。天草
四郎は私に挨拶し、私が来たことを感謝していまし
た。主も私に挨拶され、私が来たことをとても喜んで
いるとおっしゃいました。そして私が殉教者の血に
よってここに来たこと、日本、世界および教会内のフ
リーメーソンを打ち破る力を得るであろうと話され
ました。イエズスは、それから大きな金の鍵を私に示
し、この鍵は日本を解く鍵であると同時に私のため
の鍵であると告げられました。……
主：
鍵を受けよ！ 今日お前に鍵を手渡す。黙示録へ
の鍵、底なしの穴への鍵。わが至聖なる御母、汚れな
きマリアの力によって、あなたは反キリストという
人物（ロード・マイトレーヤ）のうちにあって高い
玉座に座しているルチフェルおよびその軍団を投げ
捨てる力を得るであろう。私が宇宙の王として再臨
する前の与えられた時に、ルチフェル、反キリストお
よびその軍団を地獄に投げ入れる力を、あなたの神
である私の手を通して、わが御母マリアの清く汚れ
なき御心を通してあなたに与える。……
…… 勝利が手に与えられるのは、この日、わが至聖
なる御母と御母の聖なるロザリオの祝日である。そ
して、この国、日本の回心にとってもとても重要な日
である。わがいとしい息子よ、この国に回心がもたら
されるのは、あなたによってである。そして、わが愛
する日本によって世界までもが私に立ち帰るであろ
う。人類の利益のためにこの国の聖なる殉教者の墓
で、またわが至聖なる御母の聖地で大いなる驚異を
示すからである。
神の母 － あなたたちの母であり、また私の母
である － は、この国にかかとを置かれた。このか
かととは、わが息子、聖にして母なる教会の将来の代
理者、われらの愛のリトル・ペブル、地上におけるわ
が教会の神的愛の天使である。そしていとしい息子、
娘たちよ、あなたたちはこの大いなる聖寵の証人で
ある。わが至聖なる聖心と人類のために受けた聖な
る傷からあなたたちを祝福する。父と子と聖霊との
御名によりて。アーメン。

（リトル・ペブルは、世界的に知られているオース
トラリア人の幻視者で、世界中の全ての幻視者達の
長であり、指導者です）

リトル・ペブルと一致して働いた「マリア・コ
ルディス」と呼ばれた幻視者が、天草四郎と天草・
島原の殉教者達について、天から与えられたメ
ッセージの抜粋。
１９９２年６月１７日１１：１５
聖母：
父と子と聖霊との御名によりて。アーメン。
マリア・コルディス、私の愛しい娘、今日は天草四
郎について、いくつかの啓示を与えたいと思います。
彼は純粋に神を愛し、そして従う者でした。それゆえ
に、神もまた彼を心から愛されました。彼は生まれた
ときから、すでにこれから自分のためすべきことを
知る恵みを与えられていました。それだけに、彼は十
六年ものあいだ、サタンの攻撃に会い、苦しめられて
きたのです。
彼は、生まれながらにして、罪のほとんどない状態
でした。それは、日本で最初の奇跡の子でした。多く
の奇跡を人々の前で行いましたし、聖なる戦いを起
こすにあたり、彼は、神の偉大な奇跡によって、多く
の一度は棄教したはずの子供たちを神の聖心へと連
れ戻すことができたのです。神にできぬことは、何ひ
とつありませんでしたから。それは今も、いつも、世々
とこしえに続きます。そして、それに信頼する者は、
すべて救われるのです。
彼も含め、天草の多くの子供たちが戦い、信仰のゆ
えに殉教しました。そして、その魂は、すべて天に上
げられ、彼らの祈りは、常に神の心を揺さぶり、我が
子イエズスの心を揺さぶり、私の心を揺さぶるもの
になっています。それによって、今まで日本は支えら
れてきたのですよ。彼らは、偉大な聖人たちであり、
天草四郎は、天において、偉大な聖人として、天への
取り次ぎを行っております。彼に対して、しばしば祈
りなさい。

リトル・ペブルに与えられたメッセージ（東京）
１９８７年２月７日（初土曜日）
聖母：
……日本の私の愛する子供らよ、今、まだあなた方
に時のある間に、天主に立ち帰りなさい。この国に関
して預言されてきた通り、この国の多くの島々は海
中に沈むでしょう。あなた方は恐れる必要はありま
せん。信じる人々は多くの天罰から保護され、救われ
るのです。その天罰は、この国の多くの子らが御子を
拒杏してきたため、また【将来】多くの子らは御子を
あがない主、世の救い主として受け入れないために、
この国のために計画されているのです。そのために

こそ永遠の御父は、この国土を打つでしょう。
しかし、信じる人々は救われます。甘美な光の子ら
よ、まじめに、熱心に祈りなさい。そうしてこの希望
のメッセージをこの国の子らに伝えなさい。そうす
れば、この国の全て【の人々】は、楽園の御国において
永遠の御父と共に交わるでしょう。
甘美な日本の子らよ、私はあなた方を全て祝福し
ます。私があなた方の母であることを知りなさい。な
ぜなら私は全ての国民の母、あわれみの母だからで
す。御子イエズスから来るこの祝福が、光と愛をもた
らしますように。父と子と聖霊との聖名によりて。ア
ーメン。

リトル・ペブルに与えられたメッセージ
１９８７年２月８日午後
日本（静岡）
リトル・ペブル：
〔富士〕山の上に非常に輝いている白い十字架が見
えます。
主：
私の愛する子よ、日本の人々の救いのために、私が
この国を罰する前に、私は彼らがこの雄大な山の上
に、この輝く白い十字架を見ることを許そう。日本の
人々が改心し痛悔するために十字架が輝いて一週間
後に、この雄大な山は崩壊し、それと共に、いく百万
人もの生命を奪うだろう。私に属している子らは、そ
の時が来るとき、この地域から逃げるように、私の聖
なる天使らに忠告されるだろう。
私の愛するリトル・ペブルと、ここにいる私の甘
美な子ら、そして日本の子らよ、私は，十字架の救い
の力よりお前たちを祝福する。父と子と聖霊との御
名によりて、アーメン。
聖母：
…… 世界のために祈りなさい。間もなく人類のう
えに、大いなる苦しみがあるでしょう。何故なら人類
は御子イエズスと私、汚れなきマリアとが彼らに、つ
まり、この罪深い世に与えたメッセージを聞こうと
しないからです。しかしながら、信じる子らにとって、
あなた方は恐れることは何もありません。天の私た
ちがあなた方を愛しているから、また私たちが全て
の危険と、全ての苦難に際してあなた方を保護する
からです。……
…… 私の甘美な子らよ、天の母である私はあなた
方を私の汚れなき御心で抱擁していると知って下さ
い。御子と私は今、あなた方を祝福します。主を愛し、
主に仕えるために平和のうちに行きなさい。父と子
と聖霊との御名によりて、アーメン。

リトル・ペブルに与えられたメッセージ
１９８７年２月９日 日本（京都）
聖母：
我が子よ、そして子どもたちよ。あなたがたを祝福
いたしましょう。父と子と聖霊との御名によりて、ア
ーメン。
かわいい日本の子どもたちよ、あなたがたにあい
さつを送ります。私はきょう『あわれみの母』、
『希望
と救いの母』として参りました。私は羊たちを、一つ
の群れに集めるために来たのです。それは息子イエ
ズスの唯一の、まことの教会、つまり聖なる使徒継承
のローマ・カトリック使徒教会のことです。この国
の全ての子どもたちを祝福し、勇気づけましょう。イ
エズスの教え、つまりイエズスの使徒たちであった
教父たちの継承に、忠実でありなさい。
愛する子どもたちよ、きょう私は我が使いである
愛のリトル・ペブルをあなたがたのところへ大使と
してつかわしております。彼のことばをよく聴きな
さい。彼は私のことばを語り、そのことばは永遠の御
父より来ているからです。
かわいい日本の子どもたちよ、天にいる私達は、あ
なたがたを愛しておりますよ。一人として失われる
ことのないようにと、否、それどころかこの国の全て
の子どもたちが救われるようにと望んでいるのです。
しかし天にいる私達は、この国でも、また世界の他の
国においても、ほんの少数の者だけが救われること
を知っているのです。それは、世の子どもたちが私達
のつかわしている幻視者や預言者達の声に、耳を傾
けないからです。
かわいい子どもたちよ、悔い改めなさい。まだ時間
のあるうちに、息子イエズス・キリストヘ改心しな
さい。全世界での私のメッセージは常に同じです。そ
れは希望と愛と、あわれみのメッセージなのです。…
…
…… 私はあなたがたを大変愛しておりますよ。そ
して我が汚れなき御心で、皆一人一人を抱きしめま
す。我が神なる息子イエズスの平和が、いつもあなた
がたと共に留りますように。父と子と聖霊との御名
によりて、アーメン。

