
 

３．心は精神を導き（

パワーガイダンス（帯功導引）

① 心領神會とは心は精神を理解します

 素人の言葉で言えば、この神を心で

導くことは、ここにいるすべての人

の心です。

物理的に座っているだけでなく

即ち、真髄（心、精神）がいます。

心とは？

心には、目に見える心と目に見えない

 心の２種類があります。

有形な心には、小脳、大脳、交感神経、

  副交感神経、ニューロン、抹消先端

などが含まれます。

  これは、物質的な観点から分析された

有形な心です。

目に見えない心には、私たちの意志、

信念、経験、性格、そして深い意識や

集合的な深い意識を含む習慣が

ます。それはまた、

の根底にある意識、そして遺伝的遺伝子

を含んでいます。

もっと大昔には、私たちは皆地球の子供

です。私たちの精神は

実際には時間と空間、物質とエネルギー

に基づいており

しています。

私たちは、有形と無形の心を制御する

必要がありますが、マインドを制御する

ことは最も困難です。

  「リードする心」（心領）、「リード

   する」は理解を意味します。

心が理解されると、それはコミュニ

ケーションをとることができ心が繋が

ると神は再び集会にくるでしょう
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