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D V D N o . K 11 ~ K 2 0
人生の願いを具現する道

未来を開く心の力

「太陽の会」仙酔島研修会 ２００６年５月１９日収録

東京講演会１ ２００６年７月１日収録

品番 K 1１（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 12（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

「日常生活」、
「人生の夢」、そして「魂の願い」。
これら3
つの調和を図ることで、
人は本来の自分を取り戻してゆ
く。
そして宿命の洞窟を離れ、
光と共に歩き始める。
それ

K11

は、
自分自身でしか辿り着けない場所へと延びる一本の
道。
そこに至る近道はなく、
決して容易な道でもない。

【内容】◆2006年6月6日以降の世界 ◆何故心の調和が大切なのか ◆統合される人生 ◆
思い出すべき約束 ◆心の中の光と闇（4つのカルマ） ◆反省する力 ◆生まれてきた目的と
使命 ◆与えられる試練 ◆家族と友人、職場の意味...など

K12

【内容】◆心の内側・心の外側 ◆人生からのノーの問いかけ ◆心で心をつかむ力 ◆4つの
カルマのしきい ◆心の疼き ◆魂の願い・人生の夢 ◆反省の心 ◆魂の癖をつかむ努力 ◆未
来を変える力 ◆カルマを超えて見えるもの...など

２０１２年までの激動期をどう生きるか

激動の時代を生き生きと

品番 K 13（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 14（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

２０１２年末、
地球はフォトンベルトに突入する。
各国では
様々な天災が想定され、
同時に戦争や食糧危機も危惧
されている。
しかしどの様な状況でも、
この星に生まれ、
世
生きる目的 - すなわち「輪廻を通し魂を深化させ、
界の調和に還元する」
ということを忘れてはならない。

人生は、間違うことが前提の、地図のない旅。
喜びに
満たされ、
悲しみに暮れる経験は、
一つ一つが刻まれ
る旅の思い出。旅先でしか得られない経験は、やが
て血となり肉となってゆく。そして「感動」
というお土
産を手に、
私達は魂の故郷へと還ってゆく。

東京講演会２ ２００６年７月１日収録

K13

【 内容 】 ◆フォトンベルトとは何か ◆闇の権力者達 ◆ＵＦＯの存在 ◆心ある政治家の出現
◆日本人としてのビジョンの大切さ ◆アセンション=次元上昇 ◆国家の品位が問われる時
◆食糧危機 ◆心と体の浄化...など

東京一日研修会 ２００６年１０月２８日収録

K14

【 内容 】 ◆緊迫した国際情勢 ◆第三次世界大戦への道 ◆誕生前の青写真 ◆大切にすべ
きもの ◆魂について ◆9・11について ◆フルフォード氏と菅沼氏 ◆軍事国家「アメリカ」
◆中東、高官との話 ◆元ＣＩＡの証言 ◆この6年間をどう生きるか...など

再生の光に満たされて

米中のはざまで（ＤＶＤ２枚組）

品番 K 15（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 16（会員：9,450円 / 一般：10,500円）

どんな巨木も、
みな小さな種から生まれた。
地表では
一心に光を求め、天に向かって枝を拡げる。根が十
分でなければ、
静かに時を待ちわびる。
見える世界と
見えざる世界。
二つの調和が、
精一杯の今となる。
桜
は散ることを憂いながら、
花を咲かせることはない。

悠久の時を経て、一人一人が刻んだはずの魂の願
い。それは、宵の喧騒に消えゆく星の様に、
目をこら
さなければ気付かない、遠い約束。忘却の時を脱
し、命の声に従って生きる。そして進むべき道をしっ
かりと見据えることが、今確かに求められている。

新年の集い ２００７年１月７日収録

K15

【内容】 ◆高次なる魂と、光を内包する存在 ◆邪悪な世界 ◆ワン・ワールドを目指す人々
◆人口削減計画 ◆中東大動乱 ◆ＵＦＯとオスカー・マゴッチ氏 ◆地底都市 ◆アカシック・レ
コード ◆光のネットワーク ◆4つのタイプと高次なる人格...など

東京講演会 ２００７年３月４日収録

K16

【内容】◆米中のはざまで ◆新世界秩序 ◆人口削減の首謀者たち ◆グローバリゼーション
の本音 ◆破壊工作としての経済・武器・食料問題 ◆今、私達に迫るもの ◆命の声に従って生
きる ◆輪廻の輪で得た光と闇 ◆瞑想・祈りの中で ◆沈黙の時を持つ ◆魂の調律...など

人生の流れには英知が潜んでいる（ＤＶＤ２枚組）

満ち足りた人生のために

品番 K 17（会員：9,450円 / 一般：10,500円）

品番 K 18（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

人生 − それは、私達が愛のエネルギーそのものに
なる為の道のり。両親や伴侶、仕事や境遇。それら
一人一人が自ら選び、
この世に生まれ来る。例え試
練が訪れようと、全てを真摯に受けとめる時、命の
英知はひもとかれ、迷いなき新しい人生が始まる。

人生に欠けている断片は何もなく、全ては満たされ、
与えられている。
そして最後の一片に気付く時、
人は
心から幸せを感じる。
心の楽園にある透き通る青空。
暗雲たちこめる地獄の様な暗闇。そのどちらを選ん
で生きようと、
人は常に愛の光で照らされている。

第二回「太陽の会」仙酔島研修会 ２００７年４月２１、
２２日収録

K17

【内容】◆人生の設計図にこめられた神の英知 ◆２０１２年を通過できる人、できない人
◆魂のクセ＝カルマ ◆私たちの本質は光 ◆気づきは自分と相手を癒す ◆現代社会をむし
ばむ３つの悪 ◆中丸薫の半生とそこからわかること ◆人生の監督・主演は自分自身...など

第八回「太陽の会」白浜研修会 ２００７年１０月１３日収録

K18

【内容】 ◆本当の幸せとは？ ◆地球を助ける宇宙人と地底人 ◆未来への希望−ＮＥＳＡＲＡ
◆命の大十字を生きる ◆崩壊の定めと不随の定め ◆がんが消えた人たち ◆良心は神の心
◆学歴・知識より知恵 ◆毒まんじゅうを食べるな ◆自分を抱きしめる...など

光へ向かって出発を

ドル崩壊の予兆（ＤＶＤ２枚組）

クリスマスの集い ２００７年１２月１５日収録

K19

「心を心でつかむ」
ことで、
過去の体験を振り返り、
起
こった出来事の意味を紐解いてゆく。
４つに分類され
るカルマと、それを乗り越えた後に出逢える本当の自
分。
神との縦の絆と、
永遠の生命としての横の絆。
それ
ら命の尊さを刻印する時、
未来を開く心の力が蘇る。

東京講演会 ２００８年３月２日収録

品番 K 19（会員：5,460円 / 一般：6,090円）

品番 K 20（会員：9,450円 / 一般：10,500円）

まもなくやってくる宇宙的規模の禊（みそぎ）。私た
ちは、その時のために長い修行を積んでこの地に
降り立った。悠久の時を経て、一人一人の心に刻印
された約束。宇宙の全存在が、地球と人類の覚醒
を待ち見守っている。
あとは行動あるのみ。

中国・北朝鮮と実は蜜月のアメリカ、金正日とサダム・フ
セイン影武者疑惑、
日本の政治家を盗聴する米軍基
地、橋本首相を陥れた アドバイザー …中国、北朝
鮮、中東に独自の人脈を持つ中丸薫にしか語れない
国際政治の裏側。
今だからこそ明かせる秘話も必聴。

【内容】◆ 一日一生 の気持で生きる ◆落日のアメリカ ◆聖徳太子１７条憲法と明治天
皇教育勅語 ◆太陽フレアとニビルの星 ◆進化する宇宙文明 ◆急がれる価値観の転換
◆菩薩心をめざす ◆八正道の実践 ◆神が人間に与えた３つの力...など

K20

【内容】◆新ドル札を準備する米財務省 ◆７０年代から蜜月だった米中 ◆中国の闇 ◆格差
を生んだグローバリズム ◆ロックフェラーが天皇陛下に頼んだこと ◆北朝鮮、イラクの真実
◆米大統領選の虚構 ◆スパイ天国日本 ◆断末魔のアメリカ ◆日本の針路...など

