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第１章 先祖供養・水子供養の原理 
 
先祖供養の重要性 
 
人は１人で生きているわけではありません。誰にでも必ず先祖がいます。 
この方々が幹になって、私たちを支えて下さっているのです。 
ですから、先祖が高い境涯にいる場合、その家は明るい雰囲気になり、運気も良くなりま

す。一方、先祖が救われていない場合、家の雰囲気は暗くなり、運気も冴えなくなります。 
先祖供養をすれば、先祖の境涯が高くなるため、家の雰囲気は明るくなり、運気も良くな

ります。守護神として私たちを守って下さる場合もあるのです。 
 
 
水子供養の重要性 
 
水子にも魂（霊）があります。しかし、自分自身に判断力がないため、自力で霊としての

向上の道を進むことはまずありません。 
しかし、水子供養を行えば霊としての向上の道を進ことができます。 
水子も先祖同様に家族です。放っておけば救われていないため、家の雰囲気は暗くなりま

す。一方、供養により救済されれば、家の雰囲気は明るくなります。運気も当然良くなりま

す。 
 
 
先祖供養・水子供養の原理 
 
生前の行いで先祖の霊位（霊としての格の高さ）は決まります。 
特に供養が必要なのは、霊位（霊としての格）がマイナスの方です。 
生前、与えることよりもらうことが多かった場合に霊位がマイナスになります。 
言動だけではなく、内面の活動（心のあり方）も霊位決定要因になります。 
霊位マイナスの状態とは、積徳量（磁界エネルギーの蓄積量）がマイナスの状態のことで

す。この状態を解消し、霊位を高めるためには、積徳量を増やせばいいのです。 
 
徳とは、人や社会に奉仕することにより与えられる磁界エネルギーのことです。  
（先祖・水子）供養をお申し込み頂いた場合、責任者（輝の会会長 滝沢輝）が徳（磁界

エネルギー）を対象者にお分けします。この徳により対象者の霊位（霊としての格）が向上

します。 
 
 
先祖供養・水子供養の原理（詳細説明）  
 
人の意識には２種類存在します。表面意識と内面意識です。 
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表面意識は通常の意識です。 
内面意識は霊や魂と一般的には呼ばれています。 
内面意識と表面意識の相互作用で世界は構成されています。世界は自分自身の認識処理の

結果なのです。そしてこの認識が、２つの意識で行われているのです。 
 
世界の原型は内面意識の世界に存在します。内面意識の本源は、完全調和の世界です。こ

の原型がそのまま表面意識に写し出されると、世界は完全調和状態になります。 
 
本来無いものを、「存在する」と考えたりするなど、表面意識を歪めた状態を継続すると、

内面意識がこれとペアになって働くようになります。その結果、内面意識が歪んだ状態にな

ります。本来の調和とは異なる状態になるのです。 
これらの人々が他界すると、この歪んだ内面意識の状態に移行することになります。 
これは霊位マイナスの世界（平均以下の霊界（霊の世界））への移行です。 

 
これらの方々を元の調和状態（平均以上の霊界）に戻すためには、内面意識を歪める原因

となった表面意識のエネルギーと同等の調和エネルギーが必要になります。この調和エネル

ギーが徳（磁界エネルギー）です。  
 
内面意識を歪めたエネルギー量は、表面意識の歪みの継続時間が長いほど多くなります。

その結果、それだけ歪みを戻すために必要な徳（磁界エネルギー量）は多くなるのです。  
ですから、表面意識を歪めない努力は全ての人に必要なのです。 

 
仏教等で精神統一を行う理由も、表面意識を調和させることにより、内面意識の調和状態

を実現することなのです。 
正しい宗教では必ず心の調和を説いているのです。 

 
輝の会の先祖供養では、供養対象者に徳（磁界エネルギー）をお分けしています。 
（電磁波の原理で、磁界エネルギーはどなたにでもお分けすることができます） 
このエネルギーにより対象者の歪んだ内面意識状態が解消され、調和状態に戻ります。 
霊位もプラスになります。 
供養対象者の霊位が初めからプラスの場合、徳（磁界エネルギー）により更に高い霊界に

導かせて頂きます。 
このように、輝の会の先祖供養は理論的、科学的内容となっています。 
先祖供養を科学的に解明している点が、輝の会先祖供養の 大の特徴なのです。 
 
水子供養は、先祖供養と同様に、徳（磁界エネルギー）を対象者に提供することにより行

います。 
水子供養の場合、本人が意識を明確にコントロールできないため、救済前は他界した時の

意識状態が継続していることが一般的です。不調和な精神状態になっていることが多いので

す。 
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徳（磁界エネルギー）を提供すると、水子の意識が天界を向きます。その結果、水子も天

界入りを果たすことができます。 
このようにして、輝の会では水子を天界に確実に導くことができます。 
ご安心の上、水子供養をお申込頂きたいと思います。 
 
 

霊位上昇による理解の高度化 
 
霊位は磁界のエネルギー準位（磁界エネルギー蓄積量）です。 
（霊位は磁界のエネルギー準位（５次元理論第４巻）ご参照） 
霊位上昇は意識の形の高度化を意味します。 
  
磁界エネルギー蓄積 ＝ 霊位上昇 ＝ 意識の形の高度化 ＝ 理解の向上 

 
霊位上昇と理解の向上は、このように同じ意味なのです。 
（右図参照） 
 
積徳による先祖供養では、先祖に徳（磁界エネルギー） 

を提供することにより、先祖の霊位上昇を実現し、同時に 
高度な宗教的な悟りの境地へと導きます。 
 徳の提供が、そのまま高度な悟りの境地を意味しています。 
 積徳が悟りへの導きを兼ね備えているのです。 
 
 
先祖供養による守護神霊の誕生 
 
 輝の会の先祖供養を受けたご先祖様は、天界に到達します。 
 （積徳量が極端にマイナスの方（ごく少数の方）は、天界入りできない場合もあります） 
 天界は守護神霊の世界です。 
 ご先祖様が先祖供養を受けた直後に、守護神霊として働くことが可能になるのです。 
 
 このように、輝の会の先祖供養は単にご先祖様を救済することだけが目的ではありません。 
 ご先祖様が守護神霊として皆様をお守りできるようにすることが、先祖供養の主な目的な

のです。 
 
 尚、私たちの世界と天界では時間のスピードが全く異なります。 
 天界の方がはるかに速く時間が進みます。 
 その結果、ご先祖様が天界入りすると、すぐに経験豊富な守護神霊として働くことが可能

です。 
 ですから、ご供養直後から守護神霊として存分な力を発揮することができるのです。 

霊位上昇 理解 
(意識の形) 
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霊位分布図 
 
全世界の人々の霊位分布図を作成しました。（霊位分布図（教義）ご参照） 
（現在肉体で活動している方々の霊位分布図です。霊位は生前から把握可能なのです。） 
20 世紀まで、天界入りしている人はほぼ皆無の状態でした。 
輝の会の霊位上昇のはたらきにより、人類全体の霊位が向上した結果、天界入りすること

が可能になったのです。 
 
また、霊界の構造をご理解頂くためにも参照して頂きたいと思います。 

 
 
神霊は霊を救済できない（先祖供養ができない） 
 
神霊（人の体の無い神様）は未浄化な霊を救済することができません。当然先祖供養もで

きません。 
その理由は以下の通りです。 
 
世界は意識による認識結果です。 
世界を構成するためには、２方向の意識が必要です。 
この２つの方向は、一体化する方向と分離する方向です。 
この 2 種類の意識により、分離と一体化を繰り返すことにより、認識処理は行われます。 
その結果、認識像（私たちの世界）は構成されているのです。 

 
天界以上の霊位の世界は完全調和の世界です。この世界は守護神霊の世界でもあります。 
この世界では、常に全神霊が一体化しながら活動しています。 
（もちろん個性も存在します。個性的な神霊の世界です） 
ですから、天界以上の霊位の世界では、分離する方向の意識が存在しません。 
 
分離する方向の意識は、天界以下の霊位の世界を構成するために発生しています。 
分離する方向の意識は、私たちの世界を構成するためにも当然必要です。 

 
霊位がマイナスになる理由は、２方向の意識のうち、分離する方向に意識が偏るためです。 
霊位がマイナスになる方は、分離する方向に意識を過度に使用する傾向があります。 
周囲の人より自分のみを大切にする傾向が強いのです。その結果、霊位がマイナスになる

のです。 
分離する方向の意識を過度に使用すると、徳を失う原因となります。 
また、分離方向の過度の意識による行動も失徳行為です。 
分離方向に過度に意識を向けた人々は、他界後に霊位マイナスの世界に移行します。救済

が必要な状態になってしまうのです。 
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霊位とは、平均的な意識の方向です。その人が生涯で（一体化／分離）の２方向のうち、

どちらの方向にどの程度意識を向けたかにより、霊位は決定されるのです。 
 
霊位マイナスの霊を救済するためには、その霊の方向に意識を向ける必要があります。 
霊位マイナスの世界は、分離方向の意識に偏った世界ですから、分離方向に意識に偏らせ

ることが、霊の方向に意識を向けることになります。 
 
人の体は、（一体化／分離）の両方向の意識で構成されています。両方向の意識による認識

処理の結果が体なのです。このように、私たちの意識は常に両方向を向いています。 
体で活動する私たちは、（一体化／分離）の両方向に意識が向くため、霊位マイナスの霊に

意識を合わせることが可能です。 
霊位マイナスの霊に意識が合った状態で徳（磁界エネルギー）を霊に与えることにより、

霊の霊位を引き上げる（救済する）ことができます。これが輝の会の先祖供養方法です。 
 
天界以上の霊位の神霊には、分離する方向の意識が存在しません。ですから、分離の方向

に意識を向けることができません。その結果、霊位マイナスの霊に意識を合わせることがで

きません。 
天界以上の霊位の神霊は、救済が必要な霊に意識を合わせることができないのです。です

から、霊位マイナスの霊を救済することができません。 
 
天界以下の霊位の霊には分離方向の意識もあります。しかし、その方向を自由にコントロ

ールすることができません。 
（一体化／分離）の平均的な意識の方向自体が霊位であり、固定されているためです。 
（個人の意識のあり方で、霊位は変化を続けます） 
 ですから、天界以下の霊位の霊が、霊位マイナスの霊を救済することはできません。 
 

 霊位マイナスの霊を救済するためには、体で活動する人が、意識の方向を救済対象の霊に

合わせた上で、天界以上の神霊の徳（磁界エネルギー）をこの霊に提供する必要があります。 
 そのためには、天界以上の神霊の徳（磁界エネルギー）を自由に使いこなす必要がありま

す。 
 
輝の会の圧倒的な救済実績（後述）は、体のある滝沢輝（輝の会会長）が、自身の霊位を

創造神界に到達させたために実現できました。 
体があるので、意識を霊位マイナスの霊に合わせることが可能です。 
また、魂は創造神になっているので、莫大な徳を霊に提供することが可能です。 
その結果、大勢の霊を救済することが可能なのです。 
救済実績は、すでに 3600 億人を超えています。 
（2013.3.31 時点。昔の先祖の霊などを救済しています） 
 
輝の会は、既に人類を代表する宗教なのです。 
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神霊の霊位図 
 

霊位 段階 神霊名 
全体意識 ー  
創造神界 
 

ー 輝の神（輝の会本尊） 
輝の会守護神霊（300 名超） 
全人類の生命エネルギー発信源の神霊（生命を与えて下さる神霊） 
オリンピックの指導神霊（競技会場を覆うオーラを放射されています） 

14 ゼウス（キリスト教の中心） 天界 
2 天之御中主神（神道の中心の神） 

大日如来（密教の根本仏）、 
阿弥陀如来（浄土宗、浄土真宗の根本仏）、 
竜樹（大乗経典の根本仏）、 

※ 全体意識、創造神界に段階はありません。 
 
神霊の霊位図を記載しました。（2012.12.21 時点） 
全体意識は、全神霊（人を含めます）の意識の発生源となる神霊です。 
 
創造神界は、全ての存在の根本理念を司る神霊の世界です。 
科学的には、原子核以上のエネルギー順位に相当する霊界です。存在の根源である原子核

を構成することができます。すべての存在の発生源なのです。 
創造神は、人の生命を司ることさえ可能です。 
輝の神（輝の会本尊）は創造神界の神霊です。人の生命を司ることも可能です。 
先祖供養を行う力も、それだけ強力なのです。 
 

 天界は３７段階で構成されています。数字の大きい方が、高い霊位を意味します。 
 天之御中主神（神道の中心の神）、大日如来（密教の根本仏）、阿弥陀如来（浄土宗、浄土

真宗の根本仏）、竜樹（大乗経典の根本仏）の霊位は全て天界の２段目です。 
 仏教、神道で中心的な働きをしている神霊は、天界の２段目に位置しているのです。 
ですから仏教、神道を信仰すると、天界２段目の神霊の徳（磁界エネルギー）に自分の心

を合わせることになります。 
仏教、神道は天界２段目の徳（磁界エネルギー）に支えられている宗教なのです。 
 
キリスト教を中心で支える神霊はゼウスです。霊位は天界の１４段目です。 
キリスト教は天界１４段目の徳（磁界エネルギー）で支えられている宗教なのです。 
 
輝の神（輝の会本尊）は、仏教、神道、キリスト教の中心的指導神霊より高い霊位に到達

しています。 
輝の神は仏教、神道、キリスト教の中心的指導神霊を指導する立場なのです。 
ですから、ご先祖様を供養する力はこれらの宗教よりもはるかに強力です。 
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先祖供養の例（輝の会守護神） 
 
輝の会には守護神が大勢おられます。 
輝の界守護神は、輝の会の先祖供養（人類全体の霊位を上昇させるはたらき）により、天

界（守護神霊の世界）に到達された方々です。輝の会の活動に賛同されて、守護神霊として

働いて下さっているのです。 
 
輝の会で先祖供養を受けられるご先祖様は、ご供養の後に輝の会守護神から導きを受ける

ことにより、天界で守護神霊としての働きを遺憾なく発揮することができます。 
 
輝の会守護神は輝の会の活動や会員の方々、開運申込者等の守護神霊としても、常時活動

されています。 
また、社会全体の調和実現のためにも、多大な働きをされているのです。 

 
輝の会守護神は、４６０億人を超えています。 
創造神界に到達されている方は５００名を超えています。（2013.13.31 現在）。 
 
また、実在した歴代天皇下は全員輝の会守護神になられています。 
（昭和天皇陛下も輝の会守護神になられています） 
 
尚、地球人類（天界未満の霊位の方々）全体では３１兆人程の方がおられます。 

 
 
輝の会守護神 
 
輝の会守護神には以下の方々がおられます。 

 （有名な方々を選ばせて頂きました） 
 （以下のホームページで各神霊と交流できます。http://taki-zawa.net/kami/god.html ） 

 
輝の会本尊 (輝の会 高指導神) 
輝の神 （滝沢輝（輝の会会長）の内面意識、創造神）  

 
輝の会守護神  
 歴代天皇全員（実在した方） 
釈迦 （仏教開祖） 
空海 （真言宗開祖） 
日蓮 （日蓮宗開祖） 
道元 （曹洞宗開祖） 
法然 （浄土宗開祖） 
親鸞 （浄土真宗開祖） 
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谷口雅春 （生長の家開祖） 
五井昌久 （白光真宏会開祖） 
モーセ （旧約聖書） 
イエス （キリスト） 
ソクラテス （ギリシャ哲学） 
プラトン （ギリシャ哲学） 
アリストテレス （ギリシャ哲学） 
孔子 （儒教） 
荘子 （道教） 
ニュートン （科学・数学）  

 
美空ひばり 
石原裕次郎 
５代目三遊亭円楽 
北公次（フォーリーブス） 
青山孝史（フォーリーブス） 
田中好子（キャンディーズ） 
坂井泉水（ZARD） 
本田美奈子 
スティーブ・ジョブズ(Steven Paul Jobs) 
マイケル・ジャクソン(Michael Joseph Jackson) 
ホイットニー・ヒューストン(Whitney Elizabeth Houston) 

 
 

読経は徳（磁界エネルギー）生成行為 
 
仏教では先祖供養の際、読経を行うのが一般的です。 

 しかし、読経で供養が行うことができる理由を、ほとんどの僧侶は理解できていません。 
  
 読経は徳（磁界エネルギー）を生成する行為です。徳を生成すると、先祖を救済すること

が可能です。ですから、仏教では読経を行うのです。 
 読経で徳を生成できる理由は、天界（指導神霊の世界）の神霊がお経にオーラ（神霊のエ

ネルギー）を送っているためです。読経を行うと、この神霊のエネルギーと僧侶（お経を読

む人）が一致します。（波動の一致と呼びます）。すると、僧侶に神霊のエネルギーが流れま

す。 
このエネルギーは徳（磁界エネルギー）です。天界は完全調和の世界です。天界の神霊の

エネルギーは徳（磁界エネルギー）そのものなのです。 
 僧侶は供養対象の先祖に対して読経を行います。僧侶に流れた神霊のエネルギーは先祖に

対して流れることになります。これは、徳を先祖に提供することを意味します。このように

して、読経による先祖供養が行われることになります。 
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輝の会の先祖供養は読経よりもはるかに効果的 
 
 輝の神（輝の会本尊。滝沢輝（輝の会会長）の内面意識）は創造神界（天界の上位の霊界。

天界神霊の指導神霊の世界）の神霊です。ですから、提供できる徳の量はお経の神霊(天界神

霊)よりはるかに多くなります。 
 
 また、僧侶が読経により天界神霊の力を借りて供養を行うのに対し、輝の会では輝の会会

長自身の内面意識（輝の神）の徳（磁界エネルギー）を直接ご先祖様に提供することにより、

ご供養を実施致します。 
ですから、読経に比べて圧倒的に多くの徳を先祖に提供することができるのです。それだ

け供養する効果も大きくなります。 
 
 
先祖供養による開運効果 
 
先祖供養によりご先祖様が天界入りすると、守護神霊として働くことが可能になります。

（天界については、創造神界と磁界エネルギー（教義）ご参照） 
 
子孫であるお申込者を神霊として守護することが可能になるのです。 
その結果、家やお申込者の雰囲気が明るくなり、運気が改善します。 
輝の会の先祖供養には、開運効果があるのです。 
先祖供養により多くの先祖に天界入りして頂くことが、幸せな人生に直結します。  
（積徳による開運については 積徳による開運（教義）ご参照）  

 
 
輝の会の活動実績 
 

 救済者数 
（億人） 

天界 
神霊数 

徳提供量 
億（人・年） 

積徳量 
億（人・年） 

輝の会 3618 461（億人） 628 35604 
キリスト教 317 0（人） 3.8 4.6 

仏教 2.88 4（人） 0.16 0.16 
神道 1.16 0（人） 0.09 0.12 

新宗教（注） 0.28 0（人） 0.02 0.06 
 （注）内訳は輝の会ホームページを参照願います。 
 
輝の会と大宗教と呼ばれるキリスト教、仏教、神道や新宗教の活動実績を表形式で 

まとめました。 
 救済者数は３６１８億人です。キリスト教の実績の１０倍を上回りました。 
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（2013.3.31 時点。他界された方が対象。霊界を含めた地球人類は約３１兆人です。） 
 
天界への導きは、天界へ導いた人数です。（天界は守護神霊の世界です） 
４６１億人を天界へ導きました。（他界された方が対象。2013.3.31 時点）。 
他宗教では実績が皆無に近いため、ほぼ全員を輝の会が導いている状態です。 
輝の会登場以前に天界入りした地球人類は２０数名ほどにすぎないのです。 

 
徳提供量とは、世界の人々に与えた功徳の量を意味します。 
（2012.4.1～2013.3.31 の実績） 
（人・年）は徳の単位です。18 歳前後の人が１年間に天から頂く徳（生命エネルギー（生

命維持に使用する徳））を１とする単位のことです。 
表には神社・仏閣等への初詣により頂いた功徳等も全て含んでいます。 
輝の会は世界の人々に提供した功徳の量でも、キリスト教や仏教以上の働きをして 

います。 
 
積徳量は、徳の蓄積量です。（2013.3.31 時点）。輝の会が圧倒的に多い状態です。 
キリスト教、仏教、神道などは、様々な面で社会的な評価を受け続けています。 
不動産の所有等もこの評価に含まれます。 
また、信者が多いということは、それだけ多くの人々から評価されていることを意味しま 

す。しかし、評価されると徳を消費します。 
その結果、キリスト教、仏教、神道等では積徳量が増えにくいのです。 
積徳量が増えにくいということは、救済力がそれだけ弱くなることを意味します。 
積徳量の多い宗教ほど、救済力が強いのです。 
輝の会の積徳量の多さは、他宗教より救済力が強いことを意味しているのです。 

 
救済力（天に導く力、人を助ける力）、功徳（社会生活を豊かにする力）、いずれにおいて

も、輝の会はすでに大宗教であるキリスト教、仏教、神道より大きな働きをしているのです。 
 
 

東北地方太平洋沖地震による犠牲者のご供養実施 
 
輝の会では東北地方太平洋沖地震による犠牲者全員のご供養を、地震発生直後に実施しま

した。 
既に全犠牲者の救済を完了しております。 

 
これらの方々から以下のメッセージを頂きました。 
「私たちは皆元気だから安心して下さい、と家族や友人、日本中の人々に伝えて下さい。」 
 
犠牲者の方々は既に救済されております。 

 輝の会では、このように大勢の他界された方々の救済を常時実施しています。 
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先祖霊位診断について 
 
先祖霊位診断とは、お申込者のご先祖様の霊位（霊位、段階、磁界エネルギー量）を診断

し、お知らせするサービスです。 
先祖霊位診断は、お申込者とご先祖様をつなげ、交流して頂くためのサービスです。 
ご先祖様は全員生きておられます。ただ姿が見えません。ですから、霊界でどのような状

態なのか判断できないのが一般的です。 
先祖霊位診断では、ご先祖様方の霊界での状態を把握し、お知らせ致します。この霊界で

の状態が霊位なのです。 
 
ご先祖様の霊位が分かると、親近感が湧きます。この時、内面意識（人の見えない意識、

心）ではご先祖様とお申込者がつながっているのです。 
このように、ご先祖様の状態をお知らせすることにより、お申込者やご家族と、ご先祖様

をおつなげするのが、先祖霊位診断の目的なのです。 
 
また、ご先祖様の状態が分かると、先祖供養の必要性も明確になります。 
もしご先祖様の霊位がマイナスの場合（迷いの世界に位置している場合）、先祖供養で救済

することが可能です。 
また、霊位がプラスの場合でも、先祖供養により更に高い霊位で活動頂くことも可能です。 
天界に到達すると、守護神霊として活動することが可能です。ご先祖様に天界入りして頂

き、お申込者やご家族の守護神霊として働いて頂くこともできるのです。 
 
このように、先祖霊位診断はお申込者とご先祖様をおつなげする大切な機会なのです。 
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第２章 先祖供養・水子供養お申込方法 
 
お申込金額と提供する徳の関係 
  

ご供養種類 一般価格 会員価格 提供する徳の量 
（人・年） 

3000 円 2100 円 50 万 先祖供養（１人分） 
10000 円 7000 円 200 万 

3000 円 2100 円 50 万 
10000 円 7000 円 200 万 
30000 円 21000 円 1000 万 

先祖供養（全体） 

100000 円 70000 円 5000 万 
水子供養（１人分） 3000 円 2100 円 50 万 

 
（人・年） は徳（磁気単極子エネルギー）の単位です。 
これは天から供給される生命エネルギー（生命維持に使われる徳）の量が も多い１８歳

前後の人が、１年間に供給を受ける平均的な生命エネルギー（増幅前）の量を１とする単位

です。  
 
１万円のお申込で提供する２００万（人・年）は、積徳量ゼロの方２万人が天界入りし、

更に向上できるだけの徳（磁気単極子エネルギー）になります。  
（天界は守護神霊の世界です。詳しくは、創造神界と磁界エネルギー ご参照） 

 
昔、ある有名な寺で護摩（３千円）を頂いたことがあります。  
この護摩で頂いた徳（磁気単極子エネルギー）の量は０．７４（人・年）ほどでした。 

 
輝の会が３千円のお申込で提供する５０万（人・年）は、上記の護摩と比べて、 
６７．５万倍程の徳の提供量になります。 

 
当然、ご供養の効果もそれだけ大きくなります。  
徳の提供量の圧倒的な多さが、輝の会先祖供養の特徴なのです。 

 
 
お申込者のご先祖様全体の供養を希望される場合、先祖供養（全体）でお申込下さい。 
ご先祖様全体の供養を行います。 
対象となる方は、お申込者の直系親族（尊属）で６親等までの方になります。  
(他界された方だけが対象者となります) 

 
水子供養の場合、供養前の状態がほぼ同一であるため、費用は３千円一律になります。 
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尚、輝の会会員価格は、一般価格の７割になります。  
入会については、入会案内 を参照願います。 

 
＜先祖、水子以外の方のご供養＞ 

 
先祖、水子以外の方の供養も承ります。先祖供養としてお申込下さい。  
尚、供養の方法は先祖供養・水子供養と同様です。 

 
 
莫大な徳を提供できる理由 
 
輝の神（輝の会本尊）は、創造神界に到達しています。 
創造神界は人の生命を司ることができる神霊の世界です。 
創造神界はキリスト教や仏教の 高指導神霊をはるかに超える霊位です。  

 
また、輝の会では、徳（磁界エネルギー）の生成方法を理論的に解明しているため、徳を

大量に生成することができます。 
磁界エネルギー生成方法の詳細についてはこちらを参照願います 
→ 磁界エネルギー生成方法（教義） 

 
磁界エネルギー生成で使用する４重円構造は、宇宙の基本構造です。 
全ての存在は、この構造で構成されているのです。 
４重円構造の形状にオーラを放射すると、物質の形状が安定します。 
宇宙全体も安定します。地球や人の肉体も調和します。 
その結果、地震や台風等のエネルギーを消去することが可能です。 
また、各種の病気の原因が消去されるため、病気が減少し、健康な人が増えます。 
その結果、長寿が実現します。 
社会全体が調和するため、他にも様々なメリットがあるのです。 

 
このように、４重円構造の形状にオーラを放射すると社会に多大な貢献ができるため、莫

大な功徳を積むことが可能です。 
 
以上の理由で、十分な徳をご供養対象のご先祖様や水子にお分けすることが可能なのです。 
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先祖供養・水子供養のお申込方法 
 
１．お申込金額 
 

ご供養種類 一般価格 会員価格 提供する徳の量 
(人・年) 

3000 円 2100 円 50 万 先祖供養（１人分） 
10000 円 7000 円 200 万 

3000 円 2100 円 50 万 
10000 円 7000 円 200 万 
30000 円 21000 円 1000 万 

先祖供養（全体） 

100000 円 70000 円 5000 万 
水子供養（１人分） 3000 円 2100 円 50 万 
※いずれも税込み金額です。 
※会員価格は輝の会会員専用価格です。 

 
２．お支払い方法 

銀行振込となります。お申込者名で振込んで下さい。 
振込み手数料は、お申込者ご負担となります。 

 
３．振込銀行 
  三菱東京 UFJ 銀行 

（口座番号等の情報は、お申込後に送付させて頂くメールに記載します） 
 
４．申込み方法 
  ユーザー登録画面でユーザー登録を行って下さい。（ユーザー登録は無料です） 

ユーザー登録後、ログイン画面からログインして下さい。ログイン後、左メニューから

先祖供養・水子供養のお申込画面をクリックすると、お申込画面が表示されます。必要

事項を入力の上、ご供養を申し込んで下さい。 先祖供養、水子供養、先祖供養（全体）

は、別々に申し込んで下さい。 
（例：先祖供養と水子供養を両方申し込まれる場合、先祖供養と水子供養を分けて申し

込んで下さい）（お振込みは一括で構いません） 
先祖供養で６人以上のご供養を申し込まれる場合には、名前の登録ができないので２回

以上に分けて申し込んで下さい。（お振込は一括で構いません） 
 
お申込・入金を確認次第、先祖供養・水子供養に着手致します。 
（先祖供養・水子供養は数日にて完了します） 
先祖供養・水子供養が完了次第、お申込者宛に電子メールを送付致します。 
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ご供養お申込後、２週間経っても費用が振込まれない場合、お申込はキャンセルされた

ものとします。 
 
５．領収証 
  領収証は発行しておりません。供養完了後に送付する電子メールにて代替願います。 
 
６．先祖供養・水子供養の対象者が存在しない場合 
  先祖供養・水子供養の対象者が存在しない場合、供養の結果について一切責任を負いま

せん。 
 
７．個人情報保護について 
  ・個人情報保護方針については、「個人情報保護方針」（ホームページ上）を参照願いま

す。 
・ SSL（暗号化技術）にて、登録情報を完全に保護致します。ご安心ください。 
 

８．お申込 
お申込はホームページからお願いします。 
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輝の会について 
 
輝の会では、主に以下の活動を行っています。 
 
１．「人類救済の基本原理」「霊位上昇速度を 大にする方法」による人類全体の積徳・霊位

向上の実現。 
  

「人類救済の基本原理」は以下の内容になります。 
・人類の浄化（歪んだ想念の消去）による徳光により自分以外の人々（含、先祖） 
の霊位上昇を行うと、霊位が指数関数的に急上昇するという法則。 

「霊位上昇速度を 大にする方法」は以下の内容になります。 
・全ての人々（全世界の人、祖先を含む）に対して、平等に霊位上昇を行う。 
・全ての人々（全世界の人）に対して、平等に積徳を行う。 

 
以上の法則を活用して、人類全体の積徳、霊位向上を 高の速度で行い続けています。 
これはそのまま会員自身の積徳、霊位向上を 高速度で実現することになるのです。 

 
２．磁気単極子エネルギー（徳、人の活動エネルギー）生成理論構築 

５次元理論により、磁気単極子エネルギー（徳、人の活動エネルギー）生成方法を理論

的に解明。その結果、磁気単極子エネルギー発生装置開発に成功しました、 
この原理により、磁気単極子エネルギー（徳）の大量生成・提供が可能になりました。 
１と合わせて、人類の積徳・霊位向上の速度が飛躍的に向上しています。 

 
３．金運サービス 

金運は、お金もしくは同等の価値を受領できる運気のことです。 
金運は創造神が管理しているため、必ず実現します。 
輝の会では磁気単極子エネルギーを使うことにより金運を生成する方法を発見しました。 
金運サービスは、お申込者に金運を提供するサービスです。 
 

４．長寿サービス 
輝の会では、寿命を司る生命エネルギーを発見しました。 
生命エネルギーは創造神界（指導神霊を指導する神霊の世界）の神霊が、生命維持を目

的として人類に提供しているエネルギーのことです。 
輝の神（輝の会本尊）は創造神界に到達しているため、生命エネルギーを提供すること

ができます。その結果、寿命を大幅に延ばすことが可能です。 
輝の会会員を対象に、長寿サービスを無償で提供しています。 

 
５．磁界エネルギー治療（がん治療・統合失調症治療・その他難病治療）受付中 

本書の内容。磁界エネルギーを利用することにより、がん・統合失調症やその他の難病

治療を行っています。 
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６．才能強化 
全ての人の才能は創造神（指導神霊を指導する神霊の世界）から提供されています。 
輝の神（輝の会本尊）は創造神なので、才能を提供することができます。 
才能強化をお申込頂いた方にはお申込頂いた才能を提供しています。 

 
７．ご祈願のお申込受付 

ご祈願を受け付けています。 
  お申込種類：学力向上、合格成就、就職成就、良縁成就、恋愛成就、人気獲得、 

魅力獲得、勝利運、交通安全、旅行安全、夫婦円満、家内安全、事業繁栄、

企業繁栄、国家繁栄、御礼、その他 
 

８．積徳による開運のお申込受付 
磁界エネルギー（徳）による開運を行っています。 
２などにより生成する徳を希望者お分けします。その結果、積徳量が増えます。 
積徳量が増えると夢や希望を実現する能力が高くなります。これが開運を意味します。 
 

９．積徳による先祖供養のお申込受付 
徳（磁界エネルギー）を先祖にお分けすると、先祖の霊位（先祖の活動する世界）が 
大幅に向上します。 
希望者の先祖供養をこの方法で行います。 

 １で毎日先祖供養を行っているので、短時間で大幅な霊位向上を実現できるのです。 
  積徳量０の先祖の霊位を天界入りさせることが可能です。（天界は指導神霊の世界） 
 
10．台風消去サービス 
  輝の会では、台風消去サービスを提供しています。 
  台風消去サービスの概 略 は以 下 の通 りとなります。  
   a. 台 風 消去サービスをお申 込 頂 いた方 に徳 （磁 気 単 極 子 エネルギー）を提 供  

します。   
   b. この徳 の用 途 は台 風 消 去 に限 定 されます。  

c. お申 込 以 降 に発 生 した台 風 、もしくは発 生 中 の台 風 に対 し、この徳 を用 いて  
台 風 消 去 を実 施 します。  
お申 込 者 の徳 による台 風 消 去 は滝 沢 （輝 の会 会 長 ）が行 います。  

d．風 消 去 サービスにお申 込 頂 いた方 には、「台 風 消 去 を行 った」という実 績 が  
     記 録 されます。台 風 消 去 は莫 大 な積 徳 行 為 となるのです。  
 
11.  宗教、科学、経済の融合理論の研究、発表。 
  宗教、科学、経済は本来一体の理論です。一体化できていないのは各理論の完成度が不

十分なためです。この完成度を高め、一体化を実現することにより、人類の真理に対す

る理解度は大幅に向上します。人類の行動様式は調和し、飛躍的な発展を遂げることが

可能になるのです。 
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 １の活動が 11 の活動の原動力になります。新理論を発見すると莫大な徳を消費します。

この徳を１の活動で生出しているのです。 
 積徳を行うと、活動量が増えます。学術的な新発見を行いやすくなるのです。 

 
 
輝の会に入会し、人類浄化による積徳、霊位上昇を行うと、短時間で莫大な積徳を行うこ

とが可能です。また、短期間で大幅な霊位上昇を実現できます。 
積徳により、豊かな日常生活を送ることが可能になります。また、霊位は永遠の財産で

す。肉体消滅後も天界で幸せな生活を送ることができるのです。 
（輝の会の導きにより、既に 2168 億人の先祖が天界入りを実現しています） 
（2014.3.30 時点） 
 

 この機会にぜひ輝の会へのご入会をご検討頂けないでしょうか。 
 輝の会へのご入会、各種お申込をお待ちしております。 
 ホームページでお申込を受け付けています。 
 http://taki-zawa.net （「輝の会」で検索して下さい） 
 
 輝の会教義はホームページ上で公開中です。 
 ぜひご一読頂きたいと思います。 
 
 



滝沢 輝（たきざわあきら） の経歴・活動実績 
 

1985年     宗教家としての活動を開始。 

1989 年    東京大学工学部卒業、三井銀行（現三井住友銀行） 入行 

1994 年度     「これから情報通信革命が起こる。パソコンが銀行になる。システムを戦略部門にすべ 

きである。」 と（さくら）銀行に提言。この後、さくら銀行は日本初のインターネッ 

ト専門銀行（ジャパンネット銀行）を設立する等、ＩＴ戦略で銀行業界のトップを独 

走。この動きが各産業界へのＩＴ導入や日本のＩＴ戦略へつながった。  

上記提言が日本のＩＴ戦略の原動力になったのである 

1995 年 6 月   総合企画部配属。ALM 担当。 

1999 年 7 月   霊位が釈迦、イエスを超える。 

2000 年 6 月     ５次元等研究のため、退社。 

2000 年 12 月  ピラミッド形（万物の創造原理、かつ磁界エネルギー（人の活動エネルギー）生成装置 

31 日      を天より授かる。 

        イエスの再臨である。 
2001 年 9 月  「釈迦を超えた日」を出版。５次元を提唱。 

2003 年 2 月  「５次元理論」（本書）を出版。世界がフラクタル構造（点に空間が内包されている構造）

であることを理論的に解説。５次元導入による物理学の全面的な改定作業の必要性を提

言。 

 本書の出版が人工知能の大幅なレベルアップにつながった。ディープラーニングは本書

が提言したフラクタル構造の応用である。 

2003 年 6 月  「マイナス金利の導入」を著述。 

世界で 初にマイナス金利の導入を提言したのは本書である。 

本書が世界のマイナス金利の原点である。 

その結果、2014 年にヨーロッパでマイナス金利が導入された。 

また、日銀は 2016 年にマイナス金利を採用した。 

本書では日本経済再生のため、経済の新理論を発表。名目経済成長率と金利水準が一致

すべきであることを理論的に解説。1990 年代以降の不景気の原因が、高すぎた金利水準

であることを同時に証明。金利水準と名目経済成長率の関係を逆転させることにより景

気・財政の回復を図るべきだと主張。 

本書を政府・日銀等に送付後、金利を下げるべきとの認識が国内に広まり、景気回復・

失業率低下の原動力となる。 

アベノミクスの骨子である低金利高経済成長率政策は、「マイナス金利の導入」の無断コ

ピーである。 

2004年1月   フラクタル構造に電磁波を蓄える性質があることが確認される（朝日新聞の１面に掲載）。 

「５次元理論」の内容の一部が学術的に確認されたことになる。 



 

2005 年     「５次元理論」の続編の執筆を開始。基本構造について、日本物理学界等へ送付。 

2005 年     天界入りを果たす。（天界は守護神霊（各種宗教の本尊クラス）の世界） 

2006 年 11 月  「５次元理論 ～その２」を著述。日本物理学会等へ送付。 

2007 年     「貨幣へのオプション概念の導入」「外国為替理論の再構築」を著述。各方面へ送付。 

2008 年 6 月   人類救済のため、「輝の会」設立。「人類救済の基本原理」を発表。 

2009 年 8 月   「フラクタル経済理論」を著述。バブル発生理由の理論的解明に成功。 

2009 年 10 月  「５次元理論 第３巻 認識の原理」を著述。５次元のアウトラインを解説。 

2011 年 10 月  「５次元理論 第４巻 宇宙の創造原理」を発表。 

2011 年 11 月   創造神界入りを果たす。 

2011 年 12 月  「長寿サービス」をスタート。人類の長寿化開始。キリスト教の千年王国の実現である。 

2011 年 12 月  「磁界エネルギー（オーラ）発生装置」を発表。磁界エネルギー（オーラ）を機械的に

生成することに成功。 

2012 年 2 月   「５次元理論 第４巻 宇宙の創造原理」を日本物理学界へ送付。 

2012 年 7 月    野田首相に「原子力発電全廃は必須」というタイトルの提言を実施。その

結果、2012 年 9 月 14 日に「2030 年代に原発稼動ゼロ」を目指す新しいエ

ネルギー政策「革新的エネルギー・環境戦略」が政府から発表された。 

本提言が、日本の原子力政策を正しい方向に導いたのである。  

2012 年 11 月     「フラクタル経済理論 第２巻」を発表。貨幣制度廃止の必要性を解説。 

その実現のために貨幣保有期間上限設定政策を提言。 

2012 年 12 月     全世界の人々に 就業可能日数 の提供を開始。 

その結果、失業率が大きく改善した。 

2013 年 7 月     台風消去サービス提供開始。 
2013 年 11 月     金運サービス提供開始。金運生成方法等を公開。 
2014 年 2 月       生まれ変わり に関する解説文記載開始。 

2014 年 3 月       ご祈願 提供開始。 

現在        輝の会会長 
 
2012 年 11 月 1 日 積徳による先祖供養・水子供養 初版発行 
2014 年 7 月 8 日  積徳による先祖供養・水子供養 第５版発行 
 
ホームページ http://taki-zawa.net （「輝の会」で検索して下さい） 
Copyright ⓒAkira Takizawa all rights reserved. 
 


