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新春厄抜良縁来福のガイダンス 
梁蔭全著 

 
１．厄抜良縁来福という活動は、マイナスなエネルギーを取り除くことです。 

今年の年末だけでなく、毎年の年末にもこれを使⽤できます。 
あなたはいつでも何が起こってもすることができます。 
例えば、誰かが新しい職場環境に⾏くとか。誰かが悪いことがあったとか、 
あるいは悪い経験をし、病気で⼊院して退院したとか、その時に厄払いして 
ください。何も起きていないときでも使⽤でき、メリットは無限⼤です。 
素晴らしいことです！今、私たちは⾮常に遠い過去から厄払いします。 
 

２．厄抜良縁来福のガイダンス 
（1）リラックスするためのストレッチ。 

⾆を⼝蓋に当てて⽬を閉じること。この過程で眠りにつく⼈もいるかもしれ 
ませんが、それは問題ではありません。 
意識と無意識の間で、体が引き伸ばされ、リラックスして開いた状態にあり、 
それは私たちの体の⽪膚を広げることです。 
 

（2）家族や友⼈のこともイメージして、⼀⼼同体になります。 
あなたの家族や友⼈のです。年配の世代には両親、祖⽗⺟、曾祖⽗⺟が含まれ、 
若い世代には⼦供、⼦供たちの家族、または孫、孫の家族全員。 
今⽇のあなたの存在は、あなたの家族全員を表しています。 
実際、私たちは⾃分⾃⾝と家族とはもともと⼀つであり、その理由は科学に 
基づいています。私たちの 1 万年前には、それぞれ 200 万⼈の祖先がいます。 
10 万年前には何⼈の祖先がいましたか？ 
つまり、最終的には、私たち全員が真の兄弟姉妹であり、私たちはすべて 
親戚であり、いわゆるみなさんが同じ幸運であります。 
それで、今⽇の講義に参加する皆さん、⾃分の家族全員を連れてきてください。 
私たちの内⼼の世界に。 
 

（3）遠い過去に戻り、最も深い場所に⾏きます。 
私たちの⾝体に⽪膚、筋⾁、⾎管、神経、内臓、⾻、⾻髄があり、⾻髄には 
私たちの細胞核があり、細胞の核には 23 対の染⾊体があり、各細胞には 46 個 
の DNA があります。各 DNA に最⼤ 30,000 の遺伝因⼦センター、各遺伝因⼦ 
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センターには 30 億の遺伝因⼦の世界があります。 
私たちが存在しなかった時代にさかのぼり、千年前の私たちの祖先、 
1 万年前の私たちの祖先、10 万年前の私たち全員の祖先に戻って… 
体の中の世界、中の宇宙を感じるために、43 億年前に地球誕⽣の瞬間を感じ、 
（＊科学界は基本的に 43 億年と⾔われる） 
私たちの地球が⽣まれた瞬間、それは私たちのすべての⼈類の⺟が⽣まれた 
ときであり、私たちはそこまで戻って深く感じます。 
今⽇、私たちの厄払いをすることが爆弾であり消滅することと同じ意味です。 
だから、私たちは如来に戻らなければなりません。 
そこには、広⼤な無限の時間と空間があります。 
 

（4）再び深いリラクゼーション 
みなさん、できるだけリラックスしてみてください。 
そして私たちの内なる世界に⼊って、その時、細胞の中、DNA の中、遺伝⼦ 
の中に⼊っていて、私はみんなのために続けて掃除をしています。 
掃除には何を使いますか？それは私の強さではありません。私はみんなと同じ、 
単なる炭⽔化物であり、物質の組み合わせものです。私は今でも⼼を込めて 
先導しています。 
※「神」とはどういう意味ですか？ 
もう⼀度繰り返します。 
私たちの「神」、宗教的な神ではなく、精神的な神、神仙でさえありません。 
⼈間が⾼級動物であり、神仙は⼈間を超えて⾼ベルの⽣き物です。 
私たちが「神」と呼ぶもの、それは私たちの内なる遺伝⼦の世界における 
本来の活⼒です。 
 

（5）銀河の 5000 億の太陽の⻩⾦の光を使って掃除します。 
掃除には何を使いますか？それは、銀河の 5000 億の太陽の元のエネルギー 
「精神」を借りたいと思っています。 
どうして太陽も元のエネルギー「精神」を持つことができるのでしょうか？ 
持っているのです！太陽にも彼の両親がいます。太陽の両親も親がいて、 
その親の親は⾃分の時間と空間を持っています。 
太陽系には太陽が 1 つしかない。銀河には 5000 億の太陽があり、それらの 
5000 億の太陽には、それぞれの両親と「精神」も持っています。 
「精」は⽣まれた後獲得された活⼒であり、神は⽣来の活⼒であり、銀河の 
5000 億の太陽は⼀度に存在したわけではなく、その源もあります。 
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1 億年が⼀歳として計算すれば、つまり、私たちの現在の宇宙は 137 歳です。 
だから私たちは 5000 億の太陽の⽣来のエネルギー⻩⾦の光を使います。 
なぜ⾦⾊の光は⽣来のエネルギーによって変換されるのですか？ 
すべての具体的で、⼗分に⽂書化され、⼗分に根拠のあるものは誤りです。 
それでは、何が真実ですか？⼀定の変化だけが真実です。 
仏教には「すべての仏は空であり、因果関係は空ではない」ということわざ 
もあり、科学的な観点からも同じことを⾔わなければなりません。 
すべてがうそで虚幻なものです。それはそれらのプロセスです。 
（宋時代の⼈物）蘇軾は「無⼀物無尽蔵」と⾔った。 
何もない空虚な空間で、いろいろな現象が現れます。 
例えば、数え切れないほどの時間と空間から⽣まれる様々な現象がすべて偽物。 
しかし、偽物の中にそれは時間と空間に存在し、私たちの喜びと悲しみを持っ 
ています。それは私たちの喜び、⼼配、そして悲しみを持っています。 
さまざまなため息もあります。あらゆる種類の親⼈や友⼈との愛情と限りない 
喜びの暖かさもあります。 
 

（6）⾃分と親⼈の病気のところに掃除します。 
今⽇、私たちは銀河の 5000 億の太陽の元エネルギーの⻩⾦の光でそれを感じ 
ます。誰もがさらにリラックスし、⾻盤をリラックスさせ、胸郭をリラックス 
させ、頭蓋⾻をリラックスさせ、ツボの「百会」とその周辺の「四神聰」。 
特に不眠症の⽅は、後頭部をリラックスさせてください。 
糖尿病患者には、胃の後ろにある膵臓、膵管をリラックスさせます。 
⾼⾎圧の⼈にはリラックスして、左右の腎臓と肝臓の裏側を完全に開きます。 
不安やストレスになりやすい⼈には、⼩脳と頸椎をリラックスして開きます。 
1 番⽬から 7 番⽬の頸椎を内側から開き、銀河の 5 千億の太陽の⾚い光を放ち 
ます。下から上へ、反時計回りに、先ほど⾔った病気の臓器と不快な部分の内側 
をらせん状に埋めます。その部分の細胞核全体に、すべての遺伝の中⼼である 
核内の DNA、各遺伝⼦センターに 30 億の遺伝⼦がいる世界では、⾦⾊がきら 
きらと輝いているはずです。 
 

（7）あなた⾃⾝と⼈の周囲の環境を掃除すること。 
あなた⾃⾝だけでなく、あなた⾃⾝の家族全員を含み、両親、祖⽗⺟、おばあ 
ちゃん、曾祖⽗⺟、⾼祖がいる場合、4 世代家族、5 世代家族、とにかくあなた 
の家族のすべての⼈々を含め、全員を掃除します。 
あなたの家を輝かせ、すべての家の隅々に⻩⾦の光を輝かせ、2 つでも 3 つでも、
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すべての家と家の隅々に⾦⾊の光がなければなりません。注意！ 
⻩⾦の光がなければならない場所が 2 つあります！ 
A、銀河の五千億の太陽の元エネルギーの⻩⾦の光、あなたのベッドを満たす 

こと。 
B、もう⼀つの場所はキッチンです、 
キッチン全体がキラキラします。覚えておいてください！ 
あなたが寝たベッドは⾦⾊でした。枕、ベッドの下の⾦⾊のきらびやかな、 
そしてキッチン、きらびやかな、冷蔵庫の下、冷蔵庫の後ろ、レンジフード 
の後ろ、キッチン全体が光沢があり、隅々まで、ゴミ箱もキラキラしてくだ 
さい。中国⼈は⾔う、 
あなたが良い⼈⽣を送りたいのなら、2 つのことが保証されなければなりません。 
⼀つはよく眠ることです。 
⼆つ⽬はよく⾷べることです。 
だから私たちはその年の邪気とマイナスなエネルギーを取り除きます。 
体の中の宇宙世界には、私たちのエネルギーの 95％を占めなければならず、 
ここで⼀⽣懸命働きます。5％は周囲の環境です。 
周囲の環境の最優先事項、それは私たちの寝室、私たちの枕、私たちのベッド、 
そして私たちのキッチンです。 
 

（8）⼋つ⼼の瞑想法の適⽤ 
みんなできるだけリラックスしてください。 
ある⽅は：「私は体内の邪気を感じることができないが、または私のキッチンが 
とても⼤きい場合はどうなりますか？」 
「私の寝室がとても⼤きいから、全部掃除することができません。」と語った。 
実際、あなたの仕事はリラックスすることです。 
銀河の五千億の太陽の元エネルギーの⾚い光は、あなたが運転できる無数の 
⼩さなナノロボットに似ていて、すべての⾦⾊の光が海のように下から上に 
らせんに注がれています・・・・・ 
この上らせんに注がれるのは表⾯的なものではなく、⻩庭内景功の⼋つの⼼の 
瞑想法と同じ、 

深-----深く浸透 
遠-----時空を超えて 
幽-----輝か場所 
寂-----幽静な地 
⾼-----⾼い場所 
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渺-----広い場所 
遼-----広⼤な広い場所 
曠-----空曠オープンな空間 

つまり、深く、静かで、⾼く、そしてオープンな空間を使って、すべての悪霊 
を取り除き、前、後ろ、左、右、内側、外側、中央、内側を厄抜います。 
⻩庭内景功を修練すれば、あなたは世界のすべての喜びと悲しみを読むで 
しょう。決して⾦持ちではなく、決して貧乏ではありません。 
それが幸福であろうと悲しみであろうと、時間と空間の絶え間ない流れの中で、 
本当に⾦持ちの⼈も、本当に貧しい⼈もいません。私たちの活⼒に影響を与 
えるあらゆる種類のものを送ってください。邪気を遠ざけてください。 
 

（9）また、もう⼀度リラックスして、体の深い邪気を掃除します。 
今⽇の会議で私たち全員に、⾃分の体の内部から深く掃除してください。 
私たちの体の内景というのは、細胞核の内側、⼼臓、肝臓、脾臓、腎臓、 
そして肺の内側であり、⽪膚、⾎管、神経、内臓、⾻、⾻髄、核、DNA、 
DNA センターもあり、それらを深く掃除して、すべてキラキラになるように。 
私たちの体の内景というのは、⾻、筋⾁、⾎管、神経などであり、それらも 
きれいになりましょう。 
だから、私たちが最初に、みんなの⾻盤をリラックスさせ、みんなの胸を 
リラックスさせ、みんなの頭蓋⾻をリラックスさせ、地球の核と直線を形成 
するために、それから、銀河の五千億の太陽の元エネルギーの⻩⾦の光、 
下から上へ、反時計回りに、海のように渦巻いて、私たちの体の内側の⽪膚、 
筋⾁の内側、⾎管と神経の内側を駆け巡り、全⾝の⾻の内側、⾻髄の内側、 
核の内側、DNA の内側、DNA センターの中で、きらびやかな⻩⾦の光、 
私たちが 10 年前に残したマイナスなエネルギーを通して 100 年前、さらには 
数千年、10 万年前の衝撃から蓄積されたマイナスなエネルギーをクリーン 
アップします・・・・・ 
誰もが最⼤限のリラクゼーションで開きます、特に腰、背中、背中の頭は 
ピカピカで、敏感な⼈は下から上へのそよ⾵を感じるので注意してください。 
それらの⾦⾊の光はそよ⾵を伴い、下から上へと優しく吹いています。 
⿊い空気、⿊い煙、⿊い霧、⿊い雲、私たちの体の中から、私たちの家の中 
から、私たちが住んでいるところから、それは下から上へ、反時計回りに、 
そしてらせん状に放射状に広がります。私たちの内なる世界には、すべて 
親⼈が⼀⼼同体です。あなたが幸運であり、あなたの家族も幸運になり、 
あなたの体はマイナスなエネルギーを持っておらず、家族全員が元気です。 
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亡くなった先祖、親戚でさえ、天国ではすべて善良で助けになります。 
これは別のトピックであり、話しすぎた後は迷信だと誰もが考えています。 
しかし、中国には祖先を尊重することは⺠族の伝統であり、私たちは今⽇このト
ピックを続けるつもりはありません。 
今⽇は、できるだけリラックスしようとしています。すべての内臓から 1 年の 
マイナスなエネルギーを取り除きます。きらびやかな⻩⾦の光。 
 

（10）実際には、体の内部の深さはどのくらい。 
銀河の 5,000 億の太陽の⾚い光は、下から上へ、反時計回りに、そしてらせん状 
に全⾝の内部を満たします。 
体の内部は何ですか？ 
誰もが体内に内臓があると思うでしょうが、それは間違っています！ 
実際、それは体の内臓の外側です、 
では、体の内部は何ですか？ 
それは体の⼼臓、肝臓、脾臓、肺、腎臓の内側でしょうか？それぞれの内臓 
の内側も間違っています。それは体のすべての内臓の内側の外側です！ 
体の内側はどうあるべきですか？ 
例えの説明です：私たちの 2 つの腎臓を地球の⼤きさで平らにします。 
そしてそれはまだ表⾯です。次に、それを太陽系全体のサイズに拡張します。 
次に、銀河の 500 億の太陽の元エネルギーの⻩⾦の光を使⽤して、障害物 
なしで⼀度それを掃きます。 
それは⼼（こころ）と呼ばれ、つまり、⼼を込めて、精神を導くことです。 
神会は、神は私たちの⽣来の活⼒。会は世界の 1 つの家族、世界のすべての 
⼈々は兄弟姉妹です。 
私たちはそれらをあちこちにスワイプしました、そしてそれらはすべてキラ 
キラしていて、きれいでした。それが 2 つの腎臓の内部というものです。 
あなたから家族全員まで、⽼いも若きも、すべての⼈々は、家族が住む寝室 
とキッチンが引き伸ばされ、銀河の 5000 億の太陽の元エネルギーの⻩⾦の光、 
下から上へ、反時計回りに、らせん状に繰返しスイープし、キラキラになる 
まで・・・感じて、感じて、想像⼒を使わないで、本当の気持ちを使うか、 
あるいは何もしないで、リラックスするだけでも良いです。 
体の中⼼部でのリラクゼーションからブリンブリンまで。私たちは⼼を込めて、 
もう⼀度感じて、私が頑張ったけど、しかし、何⼈かの⼈々は、リラックス 
したり伸ばしたりすることができない、個⼈の悪いエネルギー、マイナスな 
エネルギー、個⼈的な幸福と習慣につながっています。 
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したがって、今年中に蓄積された負のエネルギーを取り除くには、最初の 3 年 
間に延⻑する必要があります。最初の 5 年間に延⻑し、最初の 10 年間に延⻑ 
します。⼈々、10 年で⼀つ⼤きな運があります。 
5 年ごとに、1 つの中くらい運があると 3 年に 1 つの⼩さな運があり、毎年 
すべての⼈の運命に影響を与える可能性があります。運命は⽣来のものであり、 
運が得られものです。 
⻩庭内景功の修練は、誰もが根本的かつ徹底的に縁起の良い⼈になるためには、 
1 万年前の DNA まで拡張する必要があります。 
 
新年の⼋つの⼤きな祈り、 
旧暦の正⽉（今年は 2 ⽉ 1 ⽇）に、次の⼋つのお願いをして、運気を向上し、 
健康を促進して幸せになります。 
①⻘く澄む美しい地球の平和を祈ります。 
②⾃⾝の幸せのみではなく、家族や友⼈の幸せを祈ります。 
③病気の家族や友⼈のできるだけ早い回復を祈ります。 
④健康増進のため、⽇々鍛錬を励む⼼へ祈ります。 
⑤⽣活が豊かになるように祈ります。 
⑥家庭円満を祈ります。 
⑦厄払い良縁来復を祈ります。 
⑧素晴らしい⼈⽣になるように祈ります。 
以上は新年の⼋つの祈りです。 
最後にもう⼀度 5000 億の太陽の元エネルギー精神の⻩⾦の光で体の内部を 
きれいにすることです。 
誰もが準備してください。再びリラックスします。 
ここの「私たち」とは、あなたの家族全員や友⼈を意味します。 
私たちの肌をリラックスさせ、筋⾁をリラックスさせ、⾎管や神経をリラック 
スさせ、内臓をリラックスさせ、⾻と⾻髄をリラックスさせ、核をリラックス 
させ、600 兆個の細胞をリラックスさせ、私たちの各細胞内の DNA をリラック 
スさせ、特に各 DNA 内のテロメア。私たちのテロメアが平均 2.4 年ごとに分裂 
するたびに、少しづつ減ってきます。50 回で終わりです。 
それで、ある⽅はそうですね。120 歳まで⽣きることはできるでしょうか。 
これは良いことでしょう。なにもしないでもと⾔いだしました。 
神は私たちに 120 歳になる運命を与えてくださいましたが、事前にどれだけ 
無駄にするかを数えるので、スローガンは次のとおりです。 
『神様の優しさに応え、120 歳まで健康な⽣活を送ってください！』 
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私たちの DNA をリラックスして、私たちの DNA 内のテロメア、私たちの DNA 
の中⼼を緩和し、私たちの各遺伝因⼦センターにある 30 億の DNA の世界が 
くつろぎ、全世界が輝いています！ 
今年の⾃分にはリラックスして、ネガティブなエネルギーを取り除き、 
5 年前の⾃分にもリラックスし、5 年前のマイナスなエネルギーを取り除き、 
10 年前の⾃分にもリラックスし、蓄積されたマイナスなエネルギーを取り除き、
100 年前の⾃分にもリラックスし、マイナスなエネルギーを取り除きます。 
私たちは 100 年ほど前にはいなかったので、両親をリラックスさせてください。 
私たちの祖⽗⺟の祖⽗⺟をリラックスし、私たちの何百、何千年も前の 
⻩庭内景をリラックスしてください。 
きらびやかで、私たちの古代から代々伝承しつづける種族全体の内なる世界を 
リラックスしてください。 
銀河の 5000 億の太陽の元エネルギー精神の⻩⾦の光、下から上へ、反時計回り 
にそしてらせん状に、安定した流れが私たち全員を通り抜けます。 
私たちの全⾝はまさに私たちが内なる世界と呼んでいるものです！ 
今⽇の幸運は以上です。それで私はどこにいますか？ 
私は、10,800 体の古代仏像がある地球上で唯⼀の⻩⾦光万仏殿に座っています。
⻩⾦光万仏殿は 18 の祭壇に分かれています。私は今、東側の主祭壇に座ってい
ます＝「千⼿観⾳」祭壇の中で、⼼を込めてみなさんを導きます。 
みんなはゆっくりと祭壇の周りのエネルギーを⾒ることができます。 
1 万体の古代仏（ビデオディスプレイ）、各古代仏の後ろにドアがあります。 
すべての古代仏の扉を開けて、巨⼤なエネルギーの無制限のブリンブリン。 
来てくれてありがとう、幸運を祈ります。そして幸運を祈ります！ 
皆さん、ありがとうございました！ 

 
2022 年 1 ⽉ 23 ⽇ 
東京、⽇本から世界へ                

 梁 蔭全 


