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D V D N o . K 01~ K10

K01

業（カルマ）をこえて生きよう

魂の目的とは

第五回「太陽の会」白浜研修会 ２００３年５月１６日収録

東京講演会 ２００３年６月２８日収録

品番 K 01（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 02（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

カルマ。それは自分の行為がもたらす結果から逃れ
ることは出来ないという、悠久の時を貫く宇宙の法
則。一つの想いが一つの現実を創るという責任感
が、
やがて永遠の旅人を生き直しへと導いてゆく。
そ
して、
全ては必要な出来事だったと気付いていく。

物質中心の価値観から、精神性を尊ぶ価値観へ
の移行は、自らの内面と向き合うことでのみひも
とかれてゆく霊的な目覚めでもある。やがてそう
した生き方は、更なる輝きを周囲に放つ存在へと
なってゆく。その他、フォトンベルトの謎など。

【内容】◆真摯なる想いで生きる ◆なかなか気付けない心の癖 ◆くり返しの人生 ◆
許すということ ◆ピンチはチャンス ◆自分が変わる ◆心のほぐし方 ◆自分の内面
と向き合うということ ◆精神的体験から得たこと..など

K03

輝いて生きよう

東京講演会 Part-1 ２００３年９月２３日収録

東京講演会 Part-2 ２００３年９月２３日収録

品番 K 03（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 04（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

米国政府内に巣くう闇の権力の実像と、大義なき
イラク戦争の欺瞞。国際協定を無視し、中東を更な
る火種にしようとする彼らの狙いと、盲目的に追従
する日本の代償を、憲法改正と共に問う。その他、
混迷の時代の生き方についてなど。

現在世界で起こっている様々な問題は、人類の心
の闇からの問いかけでもある。豊かな心を取り戻
すため、そして「全てが繋がっている」という感覚
を一人でも多くの人が思い出すために、今なすべ
き事を考える。その他、
ブッシュ政権の暗躍など。

【 内容 】 ◆人生の目的と使命 ◆不平等な世界の現実 ◆人生の中に無駄なもの、無
駄な出会いは無い ◆ネオコンサバティブに支えられた、ブッシュ政権 ◆ 臨死体験
からみるあの世の世界 ◆反省とは ◆精神的体験から得たこと..など

今をどう生きるか

第六回「太陽の会」白浜研修会 ２００３年１０月２５日収録

第六回「太陽の会」白浜研修会 ２００３年１０月２５日収録

品番 K 05（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 06（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

「9・11」以降、世界は急速に全体統制へと動きだし
た。
日本の針路も混迷化する中、米国では利権を超
え、
平和な社会を構築せんと訴える大統領候補が現
れた。
果たしてその様な大統領は本当に誕生するの
か。
その他、
周りの状況に左右されない生き方など。

K06

人間が死を迎える際、人は何をもって旅立ってゆ
くのか。地位や名声が消えるその時、真の価値あ
るものは何かを問いかける。そして現代に生きる
私たちが、何を道しるべとして生きるかについて、
もう一度考える。その他、
「深宇宙探訪記」など。

【内容】◆魂の世界は光の世界 ◆永遠の旅（輪廻転生）◆良心の輝きを解き放て ◆反省は
「心の輝き」への道しるべ ◆明るい心 ◆グラビトンと科学 ◆「深宇宙探訪記」◆自分が変
わること
（心の主人公となる）◆肯定思考 ◆癒しのための「人生の振り返り」..など

光の世界へ向って

自立した人として立つ

「太陽の会」伊勢研修会１ ２００４年１０月２９日収録

「太陽の会」伊勢研修会２ ２００４年１０月３１日収録

品番 K 07（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 08（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

生きることは、命を削ること。
「今」を大切に生きた一
人の願いは、人々の中で育まれ、やがて周りの協力
が得られる様になっていった。
しかし願うだけでなく、
必要な知識を伴い、実現しようとする意志を貫くこと
に本来の意味があった。
中丸薫の自叙伝的ＤＶＤ。

戦争。
災害。
否応なく人類の真価を試される現代にお
いて、
生まれてきた意味を知り、
永遠の生命を理解しな
ければ、
真の人間復興は生まれない。
過去世の英知を
掘り起こし、
内面から生まれる小さな直感にも耳を傾け
る。
今まさに、
一人一人の自己確立が待たれている。

【内容】 ◆アメリカの世界戦略の中の日本 ◆確実に訪れる呼びかけ ◆快・不快の法則
◆絶対自力と絶対他力 ◆旅立ち ◆願いあるところに助けがある ◆留学時代の様々な
体験 ◆一瞬一瞬を生きる大切さ..など

K09

K04

日本をとりまく現実の世界

【内容】◆世界の権力構造と葛藤 ◆デニス・クシニッチ氏と米国改革の可能性 ◆未来予測を
超えて（自己確立の重要性） ◆神秘主義を超えて（魂存在としての人間の本質への目覚め）
◆自己責任 ◆ SARS、生物兵器、伝染性疾患 ◆イラク戦争と利権構造..など

K07

【内容】◆魂の兄弟 ◆人生のビジョンとゼロからの出発 ◆自分の内面と向き合う ◆真
なる願いは何ですか？ ◆物から心へ ◆自分が変わること ◆ユダヤ、シオニスト、ネオ
コン ◆対米追従の危うさ ◆いやしのための人生の振り返り..など

闇の世界権力と日本の進路

【内容】◆「闇の権力」はアメリカをも衰退させる ◆ゴア米前副大統領一族との出会い ◆日
本の銀行が危ない ◆人間の魂は永遠である ◆幸福の源は人の心 ◆北朝鮮と中東を暴発
させようとするもの ◆なし崩しにされる日本国憲法第九条 ◆直感力を育む..など

K05

K02

K08

【 内容 】 ◆自己確立を迫られる時代 ◆違いを包容する謙虚さ ◆神の御霊としての
良心 ◆真の反省とは ◆真我なる自分と偽我なる自分 ◆自叙伝 の誘い ◆執筆と講
演、そしてT V 番組放映へ ◆肉体の限界を超えるもの..など

心が変われば現実が変わる

本当の自分に出会う

「太陽の会」阿蘇研修会１ ２００５年５月２０日収録

「太陽の会」阿蘇研修会２ ２００５年５月２２日収録

品番 K 09（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 10（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

カルマは罰ではなく、学ぶチャンスとして与えられる
もの。それは苦しむ為ではなく、学ぶ為に与えられ
ている。
自分を含め他を愛し、許し、償うことを実践
する為に与えられている。約束を果たし、全ての負
債を支払う為に、私達は転生を繰り返してゆく。

溢れるばかりの光と同時に、
漆黒よりも深き闇を内包す
る人間の心。
辛い冬と芽吹きの春を、
魂の成長を通し
て繰り返す存在。
人生という織物の中で、
光を求め続
ける永遠の存在。
本当の自分に出会うという道のりそ
のものが、
真我なる魂への旅なのかもしれない。

【内容】 ◆魂の願いとカルマ ◆一人の中の闇と光 ◆人生の設計図と四つのテーマ ◆
逃げ回る言い訳 ◆魂の癖と四つのタイプ ◆心が変われば現実が変わる ◆心の中の羅
針盤 ◆心整えることで起こり始める流れ..など

K10

【内容】 ◆結婚する人達へ ◆肉親・地域・時代から受け継ぐもの ◆受け継いだ価値観か
ら離れるということ ◆一瞬の心の動き ◆魂の癖 ◆自己防衛と忘却、そして解放へ ◆過
去を生き直す ◆未完の魂 ◆本当の自分に出会うということ..など

