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 黄庭內景功修煉者がどう生き残るべきか？ 

そして、どの様な生存原則を守らなければなりませんか？ 

 

まず、修煉者として、命を保つことが最も重要なことです。 

 

それでは、命を保つ方法は？ 

ある方はそう考える： 

私は健康で、すべてが元気です。 

私は健康養生法を学ぶためにここにいます 

将来の健康のためにいくつかの計画を立てます。 

そのとおりで、間違いないけど、 

私たちは良い願いだけを持つことはできません。 

確かな保証が必要です。 

人生では、生存の必要性に加えて、 

もっと必要なのは確かな安心感です。 

保険を買うことや銀行に貯金するのも安全のためであり、 

安定した仕事も安全のためであり、 

更に健康な体は私たちの最大の安全です。 

 

私たちの体には、体重の 1 キロに細胞の数が 1 兆億個で、 

体重 60 キロならは 60 兆億です。 

毎秒には何百万もの細胞が死んだり成長しています。 

このプロセスでは、何かをするかどうかにかかわらず、 

様々な化学変化が起こっています。 

急流にいる魚のようです 

どこに止まっても水で洗い流されます。 

従って私たちは命を守るために、 

特定のテクニックを持つことが必要です。 

 

私たち、黄庭古禅書院の門番として、 

5 つの主要な解毒システムを持っています、 

それは 35,000 以上の健康維持方法から、 

洗練されたシステムです。 

 

5 つの主要な解毒システムは、 

内部システムと外部システムに分けられます。 

基礎のない人のために、 

各システムは 100 回練習することができます。 

3 回目のシステムを約 60 回練習した後、 

体がどんなに強くても 
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大多数が一回深刻な病気にかかります。 

この深刻な病気は、 

あなたがベットから起きる余裕がないとしても、 

問題ではありません。 

 

それは本当の病気ではなく、体の解毒です。 

95％以上の人にこの様な病状が現れますが、 

4 番目と 5 番目のシステムがそれぞれ 100 回練習された後に、 

私はみんなの身体保険を買えるでしょう， 

少なくとも 5 年間怖い病気、 

危険で生命にかかわる病気がありません。 

これは将来風邪をひかない、 

腰が痛くないと言う意味ではありませんが、 

深刻な病気はありません。 

内臓の毒素がほぼきれいになっているからです。 

5 年後、もう一度練習する必要があります。 

このプロセスを 120 歳まで続けます。 

 

修煉解毒の 5 つの主要なシステムには、 

毛細血管と神経をかなり柔らかく保つことを 

私たちは知っています、 

自分の健康は 

あなたが行うフィットネス運動に依存しません， 

筋肉がどれほど強いかは、生命の活力を表すだけです。 

生命の活力はあなたの人生の幅を広げることができ、 

しかし、それは寿命を縮めなければなりません。 

 

したがって、古代人は「善戦者不勇」と言いました。 

戦える者と勇敢な者が先に死ぬ。 

この「不勇」は、 

男の勇気の意味ではありません。 

継続的に戦うことができ、 

本当の「勇敢」な人ということです。 

私たちは健康養生に対しても同じ姿勢をとらなければなりません。 

実際には健康療法を選択するのは知恵が必要です。 

即ち、知恵を持って健康養生法を選択します。 

私は百歳以上の何十人もの人々を観察しました、 

中には道教の司祭、僧侶、民俗の人物がいます。 

彼ら何人かはたくさん喫煙していて、 

毎日、2 杯のアルコールを飲んだ人もいて、 

脂肉を好む人もいて、 
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すぐに喧嘩腰になった人もいます。 

しかし、それらはすべて 100 歳を超えて生きることができます。 

私は彼らの後ろから二つのことを観察しました。 

一つは彼らの歩き方。 

二つ目は、彼らには余分な動きがあるかどうかを観察し、 

彼らの身体のバランスをよく取るか、 

彼らの身体の各部分の協調性があるかを確認します。 

 

一人の修行の良さをどう判断するか？ 

私なら、彼が私の前をただ二歩歩いて、 

彼の動作のバランスと協調性、柔軟性から、 

余分な動きがあるかどうかを確認できます。 

 

実際に本当に健康な人は 

彼のイニシアチブ、協調性、動作のバランスなどが 

絶対に整っています 

健康な体は太くても痩せていても重くなりません。 

即ち、健康な人がどんなに太っていても、 

歩くときに体が重くなることはありません。 

しかし、健康状態が良くない一部の痩せた人が 

多くの場合、歩行は硬く、体も重そうでしょう。 

この人は健康かどうか、 

彼全身の関節の柔らかさがどうかを観察することは、 

最も重要な判断条件です。 

 

人間は 120 歳まで生きられますが、 

車椅子に座ってベッドに横になる代わりに 

無数の薬を服用し、 

様々な医療措置を講じ、 

120 歳まで苦しんで生きたのではなく、 

元気で健康に 120 歳まで生きられるのが理想的なのです。 

 

生命維持の最優先事項、 

私たちの体の血管と神経、 

特に毛細血管ですから、 

末梢神経の酸素含有量の増量と柔らかさを訓練することは、 

私たち修錬者の生存の為に一番の原則です。 

この原則を除外したら、 

何を練習しても、何年練習しても、 

神様や仏様と同じような悟を持っても意味がありません。 

ですから、黄庭内景功修錬者として、 
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修錬の第一の原則は、自分の生命を守ることです。 

5 つの解毒システムを繰り返し練習し、 

毛細血管や末梢神経の酸素含有量を増量し、 

柔らかさもどんどん増え、 

体のバランスと協調性を更に持たせます。 

 

30 年前に私が日本に来たばかりの時、 

日本医師会の年配の教授達に講義しました。 

その時、彼らは中医が科学的なものではないと言いました。 

私はこう答えた： 

中医に関する本が多すぎて理論が多すぎて、 

今日は 1 分で漢方薬とは何かを説明します。 

 

実際に本当に健康な人は 

彼のイニシアチブ、協調性、動作のバランスなどが 

絶対に整っています 

健康な体は太くても痩せていても重くなりません。 

即ち、健康な人がどんなに太っていても、 

歩くときに体が重くなることはありません。 

しかし、健康状態が良くない一部の痩せた人が 

多くの場合、歩行は硬く、体も重そうでしょう。 

この人は健康かどうか、 

彼全身の関節の柔らかさがどうかを観察することは、 

最も重要な判断条件です。 

 

人間は 120 歳まで生きられますが、 

車椅子に座ってベッドに横になる代わりに 

無数の薬を服用し、 

様々な医療措置を講じ、 

120 歳まで苦しんで生きたのではなく、 

元気で健康に 120 歳まで生きられるのが理想的なのです。 

 

生命維持の最優先事項、 

私たちの体の血管と神経、 

特に毛細血管ですから、 

末梢神経の酸素含有量の増量と柔らかさの訓練することは、 

私たち修錬者の生存の為に一番の原則です。 

この原則を除外したら、 

何を練習しても、何年練習しても、 

神様や仏様と同じような悟を持っても意味がありません。 

ですから、黄庭内景功修錬者として、 
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修錬の第一の原則は、自分の生命を守ることです。 

5 つの解毒システムを繰り返し練習し、 

毛細血管や末梢神経の酸素含有量を増量し、 

柔らかさもどんどん増え、 

体のバランスと協調性を更に持たせます。 

 

30 年前に私が日本に来たばかり時、 

日本医師会の年配の教授達に講義しました。 

その時、彼らは中医が科学的なものではないと言いました。 

私はこう答えた： 

中医に関する本が多すぎて理論が多すぎて、 

今日は 1 分で中医とは何かを説明します。 

 

中医というのは、中國医学の意味ではなく、 

前、後ろ、左、右に何方か偏りの医学ではなく、 

真ん中でバランスを取る医学の意味です。 

人体の中には、 

皮膚、骨、神経、 

血管、細胞核、さらには DNA が、 

不均衡があると、病気になります。 

小さな不均衡は小さな病気になり、 

大きな不均衡は深刻な病気です。 

この不均衡を矯正する方法は中医と呼ばれています。 

私の説明で教授達は中医対して基本的な理解を持っていました。 

 

黄庭内景功修煉者の生存の為に 2 番目の原則は 

体内の神々によって、形(行動）を制御されます。 

人生にはただ困難に耐え、一生懸命働くのは間違いです。 

人は万物の霊と呼ばれて、 

即ち、人の体内には神霊、魂魄がいます。 

この神霊、魂魄は 

天と地も支配し、宇宙の最高な一員というものです。 

だから、人間が無限の宝庫であることを示しています。 

ですから、私たちが修煉の瞬間から、 

自分自身を快適にする方法を練習しなければなりません。 

私たちは特定の外部環境に不快に感じさせられる必要はありません。 

例えば、誰もがスツールに座っている状態が 

自分の人生の中で最も快適な状態と思いますか？ 

答えは否定でしょう。 

なぜ誰もそんなに不快なのに 

まだここに座っているか？ 
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拝師儀式のためだ。 

私への礼儀と敬意から、私の話に耳を傾ける為に、 

不快を我慢して、まっすぐに座っています。 

 

私たちの社会には、 

規定された様々なモードがあり、 

即ち、色々な形があります。 

社会には、もし形がないなら、 

法律がないみたいに乱れます。 

法律がない國家は、 

国はめちゃくちゃで、 

人々は何でも悪いことをすることができます。 

だから私たちは修煉の初めの瞬間から、 

修煉のプロセスと儀式を破壊してはいけない。 

逆にこのプロセスと儀式を守らなければならない。 

 

それでは、あなたは自分のフォームを使って、 

神をコントロールしますか、 

それとも神を使ってフォームをコントロールしますか？ 

 

修煉者は神々によって形(フォーム)を制御されるべきです。 

形状は外界の影響を受けます 

座る時に座って、歩く時に歩いて、 

仕事時に真面目にしてください。 

でも、それらの行動には 

あなたの神は最善を尽くさなければなりません。 

即ち、幸せと喜びの状態。 

 

例えば、あなたは今スツールに座っています、 

長時間座るのはとても居心地が悪くて、 

そのまま我慢しても大丈夫です。 

しかし、私たちの神にはこの状態応じて、 

肝臓、肺、腎臓、心臓、脾臓などの臓器を調整して、 

あなたの最も幸せな状態にして、 

即ち、その柔らかく、最もバランスの取れた状態を実現します。 

 

綱渡りの曲芸師、 

なぜ彼は落ちないのですか？ 

彼には標準的な動きがないので、 

ワイヤーに標準的な動きがあるとすぐに彼は失敗し、 

落ちます。 
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だから、私たちの頭の重さ、頭のバランス、 

私たちの体内の神々： 

泥丸の神、鼻神、目神、眉神、頭神を 

自由に、幸せに、幸せに、 

最もバランスのとれた方法でそこに定住させます。 

 

一つの神は私たちにとって、 

一つのエネルギー吸収の中心です。 

修煉とは、 

修は一種の儀式であり、 

エネルギーを吸い込むことです。 

煉は、吸収されたエネルギーを分類することで、 

純度と密度を向上させます。 

私たちの神々は空腹な人々のようです 

このエネルギーを食べるのを待っている、 

だから私たちの体内の神々、 

誰もが座っていても、 

立っていても、 

歩いていても、 

私たちの体内の神々は、 

形によって抑圧することはできません、 

私たちの全身の神は、 

今度は私たちの形を操作しなければなりません。 

神を形で支配すると、エネルギーと生命力が消費されます。 

神は私たちが毎日どのように働いていても、形を制御し、 

すべてがエネルギーを吸収しています。 

 

つまり、外部条件が何であれ、 

神に体の形を制御させることは、 

黄庭内景功修煉者の修煉の第ニ原則です。 

 

 

黄庭内景功修煉者には生存の為に 3 番目の原則は 

神のような性格を訓練することです。 

私たちの人格には、 

3 つの魂と 7 つ魄があります。 

その中には、 

まず、胎光と言う先天(生まれた前）なものが 

最も原始的なポイントです。 

これは私たちの根本基盤で、 
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育ち続けなければなりません。 

つぎ、魂魄には幽精と言うものもいて、 

これは私たちの後天(生まれた以後）の基礎です。 

例えば、皆さまがよく知っている辟谷は、 

幽精の一種訓練方法です。 

その次、私は爽靈について話します。 

爽靈は私たちの脳の思考を伴います。 

霊感はインスピレーションと呼ばれ、 

霊が発する光はオーラと呼ばれ、 

霊の力を霊力といいます。 

だから、爽靈は人脳の開発と関連します。 

私たちの修煉は私たちの脳活動と切り離せません。 

そしたら、私たちには修煉の時に 

自分の頭脳に対してどのような要求を持っていますか？ 

 

古代インドに物語があります： 

おじいちゃんが孫に言いました 

私たち一人一人に二匹のオオカミがいます、 

良いオオカミ、悪いオオカミ、 

2 匹の狼が毎日戦っている。 

孫は好奇心を持ち、おじいちゃんに尋ねました： 

どのオオカミが強力ですか？ 

おじいちゃんは言った：あなたが飼いたいオオカミ。 

あなたは邪悪な狼を養い、邪悪な狼は勝利します。 

良いオオカミに餌をやれば、良いオオカミが勝つ。 

 

これは何を示していますか？ 

現代医学の科学に対応したら、 

私たちの人格を育てることができると言う意味です。 

私たちは修煉者の人格と意識を創造しなければなりません。 

 

考えてみて 

修煉者の意識に達しましたか？ 

 

多くの人、多くのマスターは 

この問題について考えていませんでした。 

実際、この質問は非常に重要です。 

脳の思維意識をどのように発達させるか？ 

とても大事なことです。 

脳は左脳と右脳に分かれています 

左脳と右脳の間に架け橋が 
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左脳と右脳を接続します。 

 

てんかん患者の治療を始めたとき、 

どんな治療も、良くなったり、また悪くなったり、 

そういうことを繰り返して、 

なかなか良くならない。 

後で、現代医学の科学がそう言及します： 

てんかん患者を左脳と右脳の間に置く 

接続ブリッジが切断され、 

伝導がなければ、てんかんは元気です。 

てんかん患者の手術は非常に危険で後遺症を伴います。 

その時、私たちは意念の力を使いました 

左脳と右脳の間の生体電気を遮断し、 

ナイフのことを何度も考え、意念の力を込めて切り落とします。 

カットオフすると、てんかんは治ります。 

この方法は後で使用します 

てんかん患者の 85-90％は治癒します。 

これは、左脳と右脳を分離できることを示しています。 

 

今日私が言いたいのは、修煉者の一つ秘密です。 

人がうまく修煉できるかどうか、 

それは自分の深い意識に影響され、 

即ち、3 つの魂と 7 つの魄の導き、 

特に 3 つの魂の中の爽靈の導きのことです。 

霊は無色です、 

重量もありません 

特定のパターンはありません。 

霊は胎光の予備物で、 

上に胎光の胎とつながって、 

下に幽精の精とつながっています。 

つまり、霊は生来の活力と後天の活力の間に 

架け橋の作用があります。 

では、神のような脳を練習のためにどのように育てるか、 

あるいは神の脳に近い、 

生来の活力に支配されている脳に向けて、 

どの様に修煉しますか？ 

この時点で、 

私たちは脳に対して慎重な研究と開発が必要です。 

そして、続けて神に近い脳を修煉しなければなりません。 
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練習後は使えない人もいます。 

これは 2 歳の子供に 

原爆を手渡したようなものです。 

 

これと比べたら、 

包丁を持っている大人ほうが便利ではありませんか？ 

多くの人が一生懸命練習しているのを見てきました。 

しかし、彼はそれを使用できず、使用の原則を知りません。 

だから人々を育成するための私たちの原則： 

神を実践する方法を知る必要があるだけでなく、 

また、神の使い方を知る必要があります。 

嫌いなことをしても 

15 日後に癖になります。 

これは、繰り返される人体の生理的な意識の結果です。 

誰かが一種の運動を教えたら 

気に入らなくても、わざわざ 15 日間練習する限り。 

15 日後には習慣になります。 

 

全員、今日から心をこめて始めれば 

3 つの魂と 7 つの魄に対して、 

精一杯で研究と続けて実践、修煉すれば、 

7 年後にはこの分野で 

世界で最も強力な 10 人の 1 人になるでしょう。 

 

たとえば、描く方法がわからない、 

しかし、今日から、学習に集中し始め、 

7 年で絶対に 

地球上で最も強力な 10 人の 1 人になる。 

 

人々は 7 から 17 まで始まり、 

基本的に、自分が学びたいものを学び終えるべきです。 

今、なぜ 20 代になっても、 

学ばなければならないのか分かりませんが、 

17 歳で、あなたが学ぶ必要があるすべて終えるべきです。 

 

77 歳になるまで 

誰もが素晴らしい人になるチャンスは 10 回あります。 

私たちの時間が人生で無駄になっている方法を見て、 

どこが長引くか、どこが無駄か。 

何を無駄にしましたか？ 

時間に加えて、 
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また、エネルギーを無駄にしました。 

 

誰もが素晴らしい人になるように励ますつもりはありません。 

私たちは自分でなければなりません。 

私たちは実在の人物であるよう努めています 

本当の個性を持って、 

自分で脳を作る。 

脳から、意識から、三魂と七魂から、 

 

私たちのコアから私たちの形を保ち、 

私たちの命を保ちます。 

私たちの命を保つ後、 

次に、私たちの黄庭内景(身体の内部）に入れる方法を考えます。 

体内の神々は無駄にされていない様にします。 

 

3 つの魂も生きている魂、悟る魂、霊魂に分けられます。 

植物には生きる魂だけがあり、 

動物には生きる魂と悟る魂があり、 

人間だけが生きている魂、悟る魂、霊魂をあり、 

3 つの魂すべてが持っています。 

 

今日、いわゆる修煉者の生存、 

形を保つことです 

生きることが大事で 

死んだら何も練習できません。 

私たちは体内の神々に導かれて、 

最高の最優秀な人格を修煉により、 

達成しなければならない。 

 

複数の人格を持つ人々が存在し、 

彼自身が病気だから 

それは受動的な病気です。 

統合失調症は複数の人格でもあり、 

それは受動的な精神病です。 

 

私たちの積極的な実践することは、 

神々に導かれています。 

なぜ私たちはすべての神々を導きに使うのですか？ 

それは延々と、 

吸い込まれたエネルギーが変換され、 

私たちの形を保つから。 



 12

運転しているかのように 

私たちは最も美しいロールスロイスの様な体を作り上げます。 

自分の体に神の人格に到達させることを与えましょう。 

ロールスロイスのように 

最高かつ最も洗練されたサウンド可変エンジンと相まって、 

最高のガソリン、最高の原料、 

使用するだけに変更された 

磁力線、光速、超光速、 

反物質、暗黒物質、量子など 

 

黄庭内景功修煉者が生存の為に 4 番目の原則は 

-お金を稼ぐ方法。 

お金を稼ぐ方法はみんなのお気に入りです。 

修煉者はどのようにお金を稼ぐべきですか？ 

 

みんなここに座って 

スツールにはお金がかかり、 

エアコンには電気代がかかります。 

2000 円がないと服は買えない。 

 

私はいつも驚きました。 

学校はたくさんのことを教えてきました。 

その中の 1 つは、 

人々を生かしてお金を稼ぐことではないのですか？ 

なぜ一年生から 

みんなに直接お金の稼ぐ方法を教えて、 

そうしたら、高校を卒業した後、 

少なくとも生き残る方法や 

お金を稼ぐ方法を知っているから、 

社会人になっても、 

お金を稼ぐ方法はわからないことがないでしょう。 

一年生からお金を稼ぐ方法をみんなに教えるなら、 

それは間違いなく社会のケースではありません。 

お金は誰かがもっと稼ぐことはできないことを後で知っています。 

合理的に稼ぐ必要があります、 

段階的にお金を稼ぐ必要があります。 

今、教育は誰にとっても大きな穴を掘りました、 

1 年生、2 年生、3 年生、 

高校や大学まで。 

スタートラインで勝つものは、 

また、ナンセンスです 
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たった 50 ステップと 100 ステップです。 

 

私たちカルチベーターは特別なグループです。 

みんなと一緒にお金を稼ぐような時間もありません。 

 

第二次世界大戦にドイツ軍と日本軍は 

最もよく戦うことができました。 

個人の素質から、 

ドイツの 1 兵士は、 

ソ連の 1 列の兵士を倒すことができ、 

日本の 1 兵士は、 

国民党の 1 小隊から 1 中隊の兵士に勝てた 

だから反日戦争中に、 

国民党軍は兵力の投入することは、 

次のようになります： 

日本に 1 つの大隊対国民党軍 1 つの旅団。 

日本に 1 つの師団対国民党軍 1 つの軍団。 

 

ドイツと日本軍は 

どのように訓練されましたか？ 

彼らの歩兵コードを分析します。 

歩兵訓練中、 

誰もが考える能力を持たないように 

それは注意を向けて、左に、右に、銃を構えて、 

 

走って、一歩下がって、降りて、急いで進んでください。 

これらを毎日トレーニングして、 

人々の思考を完全に制御し、 

或いは、兵士達の精神を支配していて、 

更に兵士達の形も奴隷の様に支配していたから、 

彼らが一種の戦う戦争機械になりました。 

 

しかし、私たちの現在の社会、 

中国、日本、アメリカ、イギリス、 

まだ東南アジアで、私は多くの国を旅してきました、 

多くの社会形態を見て、 

彼らはまた慢性的なトレーニングです 

全世界はこんな感じです。 

高強度の軍事訓練を少し長く伸ばすだけで、 

誰もが食べ、暮らし、身に着けなければなりません、 

すべてに独自の小さな目標と小さな希望があります。 
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それが適度に繁栄している、適度に繁栄している、または幸運であろうと、 

誰もがそれに魅了され、深く考える時間はほとんどありません。 

 

人間と他の動物の違いは 

それは人間が頭を上げることができるということです。 

空を見て、遠くの星や月に他に何があるかを見ていた。 

月の上に嫦娥と呉剛、玉兎がいますか？ 

実際、吳剛が月にいるのは非常に奇妙な存在です。 

 

私のスクリーンネームが 

大玉兎と呼ばれるのはなぜですか？ 

大きな男なのになぜこの名前を選んだのですか？ 

一つは私はうさぎ年に生まれたから。 

もう一つは、 

月の玉兎はとてもご苦労様で、 

いつも薬の仕事をしています。 

だから、私も玉兎の様に 

まず薬を製って人々を救う。 

 

それでは、修煉者はどのようにお金を稼ぐべきですか？ 

現代生活でお金を稼ぐのが難しいですが、 

唯一解決策は、 

本を読み続ける必要であります。 

どんな本を読むか、 

上手に使う本を勧め、 

成功の説教本を読まないこと。 

しかし、人生の本を読んだり、 

有名人の伝記を読んだり、 

心理学の本、公訴のさまざまな事件の記録本、 

東周王朝の歴史本、戦国策などの本から、 

人々の心を覗きます。 

それらの本は修煉やお金を稼ぐのに役立ちます。 

 

世界企業トップ 500 の CEO 一人が私の生徒です。 

彼とチャットしたとき、 

彼はお金を稼ぐことについて、そう言った： 

“まず、自分の目標をキャリアとして扱うことです。 

私の心にはトラみたいな強く高い目標があるのに、 

最初に羊みたいな仕事をしていでも、 

全然かまわないが、 

心にはずっとトラかライオンみたいな 
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強く高い目標がある事が必要です。 

そうしたら、 

最初に羊、或いは牛と馬の仕事をしながら、 

トラやライオンみたいな能力をいつも備えて、 

良い結果が出てきました。” 

 

それは、黄庭古禅書院の院訓と同じです： 

最高の目標を設定すれば， 

中くらいの結果を得られる; 

中くらいの目標を設定すれば， 

最低の結果を得られる; 

最低の目標を設定したら， 

なんでも得られないでしょう。 

ですから、私たちはお金を稼ぐという点で 

戦略家のビジョンを持っている必要があります。 

因みに、最高の目標に向かって、 

実際の方法などを頑張れば、楽になります。 

私は 13 歳の時に 

心の中に色々な大きな夢を持って、 

さまざまな種類の仕事をしていた。 

私は建設現場、繊維工場、製薬工場、 

装飾会社や印刷工場に働いてきた、 

フィッターの電気技師としても働いた。 

東京大学の先生、 

最も強力な通商産業省、 

日本経済研究の教授としても務めてきました。 

色々な職業をやってきましたが、 

それらは全て私のものではありません。 

これらはすべてプロセスです 

私の心の中に目標があります。 

即ち、自分の体内の神々だけを見つめる事です！ 

すると他のことが一目で分かります 

 

したがって、 

黄庭古禅書院の修煉者の生存のため、 

現実と離れしていないので、 

ぜひ手元にあるものを実行してください。 

同時に、私たちの神々も徐々に良くしてください。 

どんどん良くなる方法は？ 

次のトピックに移りましょう。 

私たちの精神状態は、 
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黄亭古禅門宗の 8 つの心理状態を参照してください。 

 

要約すると、修煉者の生存原則には、 

最初はあなたの形を保ち、あなたの命を保つことです。 

あなたが有名な学者や修士であっても 

私は貴方達に 

毎年の健康診断を受けることがお勧めします。 

 

自分の血圧を測定し、 

血液循環と心臓の状態も測定し、 

問題があるときは、あえて対処してください。 

西洋医学の最先端の検査を利用して、 

自分の体調をよく知っているでしょう。 

でも MRI はできればしません 

一回の MRI は、福島原子力発電所での出張に相当します。 

 

自分の体の世話をして、 

大事にしなさい。 

私たちの 5 つの主要なデトックスシステムには、 

古禅拳と基本姿勢が、 

すべての人に技術的な保証を提供できます。 

 

第二に、外部条件が何であれ、体内の神に体の形を制御させること。 

 

第三に、体内のすべての神々を最高の領域へと育成し、 

学びながら上手に使うこと。 

ですから、私たちは 

体内の 3 つの魂と 7 つの魄を養う必要があります 

修煉者の人格の養成は、 

偉大な修煉者になる地位を確立することの条件です。 

 

第四に、法律に違反しなく、良心なく、お金を稼ぐこと。 

合理的なバランスを前提として、 

戦略目標を設定します。 

前述の世界トップ 500 の CEO の経験から、 

わかることがあるでしょう。 

目標を大きく設定し、 

実際には色々な技を使って、 

良い結果が出てきます。 

つまり、ファーストクラスの戦略に、 

三流の戦術を使って、 
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人々にとって非常に簡単です。 

逆に、三流の戦略に、 

戦術的には非常に難しいではないでしょうか？ 

 

世界で最も難しいものは 2 つあります。 

一つは 

自分の考えを他人の頭に入れ、 

二つ目は 

他人のポケットから自分のポケットに 

お金を入れるのが最も難しい。 

 

実生活では、 

私たちは障害なく修煉すると同時に 

色々な物の本質を見取れるべきです。 

色々な問題に対して、 

表面だけではなく、 

もっと内面的に深く考えましょう。 

そうしたら、 

人々や自分の生存位置を確認することができるでしょう！ 

 

命は先天に決まりで、運は自分で掴みとれる！ 

まず運を変えてから命も変えましょう。 

再び言い、 

我等修煉の目的は次のとおり： 

我が命は自分でコントロールします‼  

データの編集：程  青峰 

                             2020 年 8 月 3 日 
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