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地球家族セミナー  
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あなたの心は人生と健康を決める 

 
１． あなたの想い（心）があなたの人生を決める 
 

（１）心が怒れば 顔と体が怒りの 表情、態度を現す ・・・ 悪い波動を出し、人は近づかない 

   〃 安らげば 〃  安らぎの    〃    ・・・ 愛の 〃    人が近づく 

 

（２）心にストレスがあると、肉体のストレスになる     ・・・ 心の命ずるように肉体は表現する 

肉体が勝手にストレスになり、病気になることはない  ・・・  心が主人、肉体は下僕 

 

（３）人には良い心と悪い心があり、善人と悪人の双方を演ずる ・・・ 善悪の木の実を食べる 

仏像の阿修羅像 ・・・ 人が未熟、未完成である為 
 

    良い心 ・・・ 高級霊、神からの指導 

    悪い心 ・・・ 低級霊、サタンからの指導 

 

（４）天は人間の自由意志を決して犯さない。「 天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず 」 

・・・ しかし、親は子供の自由意志を犯す 
       

         悪い心   ・・・ 自縄自縛   「 汝の救いは汝自身なり 」「 天は自ら救ける者を救ける 」 

         宗教の洗脳 ・・・ 悪そのもの 

 

（５）あなたから出て、あなたに帰らないものは一つもない 
 

       悪い想いは必ず悪いこととして、あなたに帰る ・・・ しっと、怒り、憎しみ、ねたみ 

       良い  〃  良い    〃        ・・・ 他人への愛、奉仕、救け合い分かち合い 

 

どちらを選ぶかは自由選択 
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（６）播いた種は必ず自分で刈り取る ・・・ 作用―反作用、因果の法則 ・・・ 報いは 4倍以上 

       悪い種を播く ・・・ 悪いものを刈り取る ―― 人生で様々な悪いことが起きる ―― 不幸 

       良い 〃   ・・・ 良い  〃     ――   〃   良いこと 〃   ―― 幸せ 

 

（７）幸福の青い鳥（チルチルとミチル） ・・・ 幸福は物にあるのではなく心にあった 
 

       物質（物、財）によっては幸せは得られない。心でしか幸せは感じることが出来ない 

 

（８）イエス・キリスト「 私から飲む者は渇かない 」 ・・・ 生命は不死不滅  

―― 生命は病い、悩みを知らない 

      生命は無限大のエネルギー、全智全能 
 

 

（９）宇宙生命エネルギーは全宇宙に満ちている ・・・ 万象万物は命、心でつながっている。 命は心 

無限生命、宇宙生命は絶対無病      ・・・ 以心伝心、声なき声 ・・・ テレパシーでつながっている 
 

    植物、動物はテレパシーで情報を受け取っている 

 

（10）あなたの生命は宇宙生命の分身、分霊、分魂 ・・・ 生命、心はいまだかつて病んだこと、悩んだことがない 

   何故悩む、病気になる ・・・ 心とは何かを教わっていないから 

 

（11）宇宙力を得る、神通力を得る ・・・ 生命を受け入れること ―― 疲れ、悩みを知らない気高い人となる 

 

２． 心とは何か 
 

（１）心の教育が必要      ・・・ しかし、心とは何かを知らない人ばかり ―― 心の教育が出来ない 

教育とは教えて育てること ・・・ 現状は教育になっていない。 子供は反発し授業になっていない 

 

（２）人間とは何かを教えていない。人間、命のヨミ、カキという形式しか教えず、命、人間とは何かを教えていない 

・ ・・ 先生が知らないから ―― 無学 ―― 学問になっていない 

 

（３）ほとんどの人が人間が人間を生み、人間から出て来たと思っている ―― 無学 ―― 真実を教えることが学問 
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（４）あなたの親は誰れか ・・・ 二
ふた

親
おや

がいることを知らない 
 

         ヘソの緒とホゾの緒で人はつながっている 

         両親から肉体を貰い、命は創造主（唯一神）からもらっている ・・・ 唯一の宇宙生命エネルギー 

 

（５）誕生と死 ・・・ 羊水で胎児は１０月１０日で肉体は育つ ・・・ イキしていない ヘソの緒から酸素と栄養を

もらう ―― 出産 ―― オギャー ・・・ 誕生 

                泣かない ・・・ 死産児 

  

（６）出産と同時に赤ちゃんの生命（魂）が宿るか、宿らないかの違い 

生命は創造主の宇宙生命の分身、分霊、分魂 ・・・ホゾの緒 

 

（７）心はどこにあるのか 
 

       現代人 ・・・ 心は脳にある DNAも脳にある 

       古代  古代インドのアーユルベーダ、古代ギリシア、中国 ・・・ 心は善悪を識別して、心臓にある 

           日本 ・・・ 心臓を心のぞうと呼んだ、もっと古代には こころのくらと呼んでいる 
 

       ハートセンター、ハートに神宿るが正解 ・・・ 心臓の後で背骨との間にある  

―― エネルギー体であるから、物質ではないので目に見えない ―― 現代科学は無視している 

 

（８）現代人は命知らず ・・・ 人には肉体が生きており、死は全ての死だと考えている 
 

       生命を無視している 「命と何か」 ・・・ この質問に正しく答える人はいない 

                            学者、医師、教授、生命工学担当者 etc.  

 

（９）宇宙と自然とはエネルギーと質量から出来ている（アインシュタイン） 原子であり、電子でもある 
 

       エネルギーは生命となり、質量は肉体となる 

       質量である肉体にはエネルギーはない  生命こそエネルギーそのもの 

       肉体はいきていない、命によって生かされているもの 

 

何故違いがあるか？ 
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（10）肉体を自分だと思っている人は、エネルギーを認めず、エネルギーの０である肉体を自分だと思っている人は気の 

   不足である病気となる  病気の語源は闇、悩みも闇 

 

（11）生命を無視し、肉体が自分であると考えている人は悩み、苦しみ、病気の人生となる 
    

       生命は無限の宇宙生命と直結 ・・・ 光エネルギーそのもの 

        光を自分だと考えている人は、病い、悩みという闇を消すことが出来る 

 

（12）イエス・キリスト 「 この世の闇は私の光には勝てなかった 」 
       

       光は全てを癒すエネルギーそのもの ・・・ エネルギーは３６０度に放射 ―― 千手観音、如来 

       光は智恵でもある  ―― 文殊菩薩、普賢菩薩   動揺がない平安の心 ―― 不動明王 

 

（13）生命、エネルギーは宇宙に一つしかない（創造主の宇宙生命）   
 

生命はエネルギーであり、意識であり、智恵でもある ・・・ 唯一の宇宙意識は全智全能   

―― あなたは全智全能の世界と直結している ―― 今まで教えてもらわなかっただけ 

 

  （14）個人生命、心があると思っている 
 

 ほとんどの人は自分は正しい、他人が間違っている、社会が悪い、と考え、他人を非難し、裁く   

         怒り、憎しみ、謗
そし

り、嫉妬
し っ と

心、として、ほとんどの人が他人を批判する 

         １００人１００通りの考えがある 

 

 

（15）心、意識には３つの構造がある 
 

       ① 肉体の五官の意識     ―― 悩み、苦しみがある     ・・・ 表面意識 

       ② 肉体から離れた中位の意識 ―― 揺れ動きの中の一時の安らぎ ・・・ 潜在意識 

       ③ 肉体から完全に離れた意識 ―― 無私の絶対平安の境地    ・・・ 超意識 
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（16）意識の三重構造 
                                             

                           

 

                               

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

    人は 90％以上表面意識しか使っていない  ・・・ 上辺の心、サル知恵 

  

 

   火事場、一心集中             ・・・ 超意識が働く ―― やることなすこと全てうまくいく 

 

（17）表面意識は個人意識 ・・・ 個人が勝手に作り出したもの ―― 個人とともに滅び去る心、消極的存在 
 

   超意識は宇宙意識であり、生命そのもの ・・・ 不死不滅、全智全能、全ては自分 ―― 心を一つにする 

 

（18）自分の本質が創造主の宇宙の生命、意識、エネルギーであることを自覚した瞬間に全ての病気、悩み、苦しみは消滅する 
 

   ―― 宇宙即我、我即宇宙 ・・・ 個人、人間は存在しない 
 

   このことが人生の魂の修行の目的 

 

                                    文責  河合 勝    

地球家族代表 

― 肉体五官 ― 物質から     ・・・ 自分のエゴ、偽我、偽心 

                      悩み、苦しみ、病気 人を裁く 

表面意識 

潜在意識 

超意識  

― 過去生の ― 記憶から     ・・・ 個人により経験が異なる 

                      善悪のゆれ 

― 宇宙生命 ― 永遠全智全能  ・・・ 神我の普遍心、真我、本心 

 

 

                     平安、健康、偉大な智恵と力を発揮 
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地球家族・アースファミリーJAPAN   自然と微生物研究所 

 

【めざす目的】 

★★★「地球家族運動」の目的 「美しい地球を子孫に残そう！」 

 

【活動内容】 

★自然の回復  環境調和  健康維持  自然微生物農法  薬草（ハーブ）の活用 

他にはない独自の情報をお伝えします。 

 

 

★当研究所は、企業や宗教団体に属さない独立した研究所で、独自の研究に取り組んでいます。 

 

・地球家族・アースファミリーJAPAN ホームページ  

http://chikyukazoku2020.org/ 

 

 
 

http://chikyukazoku2020.org/
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