


Psychic (vaimu) kogemusi

Kas saab öelda, et selgeltnägija või kummitus ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊

が全く見えなかった。 Olen ka kolmkümmend neli, see kummitus ei paistnud üldse

alles viis aastat vana. 正確に何月に見たかを忘れてしまったので、どちらの歳かは

、はっきりしないのだが。 Just sellepärast, et ma unustasin, mida oli näha, mida

kuu, on mis vanusest, kuid ma ei ole selgelt. とにかく、子供の頃より幽霊の話なん

て誰でも見聞きするし知っているものである。 Igatahes, see on midagi, mida me

teame, et näha või kuulda kedagi nante kummitus lugu lapsepõlvest. それで、私も

幽霊が見えないかなと思っていたが、何処でも全く見ることはなかった。 Niisiis,

olin ka mõelnud, et üks ei näe hinge, ei paistnud üldse kuhugi. それで、幽霊なん

て存在するのか、と思ったりした事もあった。 Niisiis, sa olemas nante kummitusi,

ma arvasin, või oli see oli ka seal. でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当に

あるのだろうとは思っていたのだが、それでも実際に見たことはなかったのである。

Aga kui seal päris nante kummitus kogemusi, kuid ma ei usu, et oleks tõesti

kindel, kuid siiski ta ei ole näinud seda.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Ja ma ka kolmkümmend neli, on saanud
viis aastat vana. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイクで新
聞販売店へ向かう毎日を送っていた。 Sel ajal, sest see oli ajalehte, hommikul
oli saatnud iga päev poole Kaupmees mootorrattal juhtub 03:00. 私生活では心霊写
真の本など見ていたのである。 Eraelus on ta jälgis, nagu selgeltnägija foto seda.
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販
売店に向かっていた。 Ühel hommikul, ja pimedas, enne koitu kell kolm öelda,
suundusin ma alati edasimüüja sõita jalgrattaga ja nii edasi. 住宅地の家が多い小
さな道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。 Kui
kõnnitee elamurajooni maja on sageli töötab vastata riigi maanteed, see oli,
kui ta tuli pöördepunkt. 季節は冬だった。 Hooaeg oli talvel. それなのに半そでの
白い薄い衣装で何か外国人の若い女性みたいな人が立っていたのだ。 Ometi inimesed
midagi välismaa noor naine seisis valge õhuke kostüüm lühikeste varrukatega.
私は、ついに出たと思った。 Ma arvasin, et olen lõpuks välja. 何か透けそうな感じ
で肉体といった感じではない。 Ei tunne lihaks midagi õhuke tõenäoliselt tunda. 少
しその女性は、ゆらりと動いた。 Naine, kolis kiikumine vähe. 神秘的な感じではあ
った。 Seal oli salapärane tunne. だが、仕事に行っているので停まるわけにいかず
、そこを通り過ぎていった。 Aga Ikazu tähendab täieliku peatumiseni, sest nad
läksid tööle, käisin varem seal.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Mõned inimesed olid hullu näha kummitus. 私も心霊写
真を多数見ていなかったら、おかしくなったかもしれない。 Ma ka siis kui sa ei
näinud suur hulk vaimsete pilte, oleks võinud naljakas. この世のものではない感じ
、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。 Tunne ei ole sellest maailmast, on ta
tõenäoliselt kindlasti pea hulluks.
それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
小さな子供が何人も出てきた。 Siis paar päeva hiljem, kui sama eesotsas tööd
mootorrattal enne koitu, väikesed lapsed fraasi maja tuli välja iga isik. 私はお
通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きて



通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きて
いて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心霊だったのでは、と思うのである
。 Ärkan Kana, ma mõtlesin seda, kuid on esinenud kolm hommikul laps isegi pärast
ja arvan, et hiljem, ja ma arvan, et tulevad majast, seal on selgeltnägija,
seda see on mõelda.
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た
。 Siis mõne aja pärast, nüüd on keset ajalehte, siis tulevad lähedale maja
korda, mida ei ole veel öö koitu, on vana naine tuli kimono teiselt poolt tuli
jalgsi libisema tahma tahma ja maa. そして右に曲がってある家の中に入って行った
。 Ja ma kõndisin majja, mis on painutatud paremale. 後からそこを通るときにその
女性が入って行った場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかったのだ。
Vaadates kus naine läks siis läbilaskmiseks hiljem, siis ma ei pea ühe
sissekäiguga kõik seinad. 間違いなく幽霊だろう。 Kindlasti oleks kummitus.
この三つはいずれも夜明け前である。 Kas see kolm Samuti on enne koitu. 心霊という
か幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではないかと思ったりする。
Ghost või pigem psüühilise on, või ma arvasin, et see ei tule välja, et kohas,
heleda võibolla.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Noh, see on ka öelnud, et
see on seotud, et kummitusi ja niiskust. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、
後でいなくなったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある
。 Näiteks panin taksojuht on naine, siis ma märkasin oli läinud hiljem lehest,
et istusin seal on lugu või midagi oli märg. 私が東京都町田市のマンションで部屋
の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりもした時にあ
る夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。 Kavatsesin niiskuse, nagu
lehestik taimed on kõrgem tuba korteris Machida, Tokyo, üks öö, kui isegi või
ei pane pane vett konteinerisse, midagi suu oli märk tulevad tuppa. 私は布団に寝
ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。 Olin magab madratsiga,
kuid tunne, et järsku oli surutud kahe käega. でも、その時は何も見えなかった。
Aga sel ajal ma ei näe midagi. そのうち、その何者かは出て行ったのだろう、両手は
自由になった。 Nende hulgas, et keegi on ilmselt läks, tema käed sai tasuta. そ
れで、湿気と関係があるのかなと思い、水やなんかを捨ててしまったら、二度とそうい
う事は起こらなかった。 Niisiis, ma arvan, kas niiskuse ja suhe on, kui sa liiga
kaua ootama ja visata vett ja midagi, ei kordu enam, et.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Nüüd, kui olete kirjalikult see on
väljaspool sajab. 昨日は一日中雨だった。 Eile oli terve päev vihma. こういう時こ
そこんな話、実話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもしれない。
See lugu just siis, kui sellist, isegi psüühilisi saanud kiusatus kirjutada
tõestisündinud lool, kummitus võiks eelistada niiskust.
最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。 Esimene tõeline lugu
Fukuoka, Fukuoka prefektuuris on lugu Sawara-ku, kui sa kirjutada rohkem. ほんと
に私はそれまで幽霊を見なかった。 Tõesti ma ei näinud kummitust, kuni see. 華厳の
滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。 Ma midagi ei näe isegi
läksid Kegon Falls, midagi ma ei tunne. 自殺の衝動にも駆られなかった。 See oli
ajendatud ka impulss enesetapu.
初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな
くなった。 Alates esimest korda näinud, siis oli see ka kohandatud või nähes
inimesi, kes võiksid olla Püha Vaimu minna ja saalis jumalateenistusi pühamud,
kuid viimasel ajal on suurenenud ka näha Püha Vaimu, sest see ei lähe pühamu .
又、機会があれば書いてみることにする。 Lisaks sellele saab proovida kirjutada
kui on olemas võimalus.
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