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アメリカの金運を回復した輝の会
アメリカをデフォルトの危機から救済した輝の会
アメリカのデフォルト危機の原因はマイナスの金運
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金運サービス
輝の会では、金運を提供するサービスを開始しました。
これを金運サービスと呼びます。
輝の会では金運を提供する方法を発見しました。
この方法を用いて、どなたにでも金運を提供することが可能になりました。
ぜひ皆様に金運サービスをご利用頂きたいと思います。

金運の発見
金運とは、お金を受領できる運気のことです。
金運のある人は、お金もしくはお金と同等の価値があるものを必ず受領することができま
す。
金運は１人の創造神が管理しています。
非常に高位の神霊です。輝の神よりさらに上位に位置する神霊です。
金運を管理する神霊が存在する理由は以下の通りです。
現在の社会では、社会に提供する経済的な価値（お金と同等の価値）と受領するお金が一
致していません。
しかし、これが一致しないと不公平が発生します。
ですから、提供する経済的な価値（お金と同等の価値）と受領するお金が一致しない場合、
これを補正するはたらきが必要なのです。
受領したお金が少ない人には、後で不足分のお金を受領できるように、運気が提供されま
す。そして、将来のある時点でこの運気が実現します。
このようにして、経済的な不公平が発生しないように調整が行われているのです。
これを担当する神霊が、金運を担当する創造神なのです。
金運を担当する神霊は１名のみです。他の神霊は金運に関わることはできません。
経済は全世界でつながっています。現在、世界には多数の貨幣がありますが、為替レート
を通じて常に貨幣価値は一元化されています。
ですから、金運も一元管理する必要があります。
もし多数の神霊が金運を担当すると、その神霊間の金運の交換レートが必要になり、管理
が煩雑になるため、1 名で担当する必要があるのです。
よって、たとえ創造神でも、勝手に金運をつくり、人に提供することはできません。
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金運は仕事運
仕事をすると収入を得ることができます。
これは金運が実現することを意味します。
優れた仕事をすると、通常は収入が多くなります。
この状態は、金運がより実現しやすくなることを意味します。
以上の説明で、金運が多くなるほど、優れた仕事をできる可能性が高くなることをご理解
頂けると思います。
金運を大きくすることが、優れた仕事を行うための必要条件なのです。
逆に金運がマイナスになると、仕事が減少します。
仕事が減少すると、収入が減少します。
これはマイナスの金運が収入減少という形で実現することを意味します。
仕事を減らさずに、充実した生活を送るためには、金運をプラスに維持する必要がありま
す。
仕事で成果を上げることにより人生を楽しむためには、金運が欠かせません。

お金の保有は金運減少要因
（お金の授受や保有等と金運の増減）
項

目

金運増減

内

容

(万円)
10 万円受領
10 万円を 10 年保有
10 万円を 20 年保有
10 万円を 30 年保有
10 万円を 40 年保有
10 万円分の金運を 100
年保有
10 万円で金運サービ
スお申込
10 万円寄付（ﾕﾆｾﾌ）

-10

お金を新たに受領すると、その金額分の金運を失い
ます。

-0.9 お金を長期間保有すると、金運を失います。
失う金運は保有期間が長くなると急増します。
-3.3 （保有期間の指数関数になります）
-11.8

10 万円を 30 年間保有する場合に失う金運は 10 万円

以上です。お金の新規受領より、30 年保有の方が価
-42.2 値は大きいのです。
0
50000

金運を長期間保有しても、金運は失われません。
一般の方の場合。輝の会会員は７万円のお申込金額
で５億円分の金運を受領できます。
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※ 表 中 の 数 字 は 、 2014 年 8 月 時 点 。
（お金の価値は時間と共に変化します）
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お金を保有すると、金運を失います。
この表は、１０万円を保有する場合の、保有期間と失う金運の量などを記載しています。
１０万円を１０年保有すると、９千円分の金運を失います。
お金の保有により失う徳の量は、保有期間に比例しません。
保有期間が長くなると、失う徳の量は急激に増加します。
お金の保有により失う金運は、保有期間の指数関数になります。
（詳細は

フラクタル経済理論第１巻の フラクタルによる動的貨幣総額算出

Ｙ（ｔ）算出シミュレーション

ご参照)

お金や債権の保有をやめ、金運に変換して保有すると、お金や債権の保有による金運の減
少は無くなります。
常に豊かな状態で生活することができるのです。
金運の重要な点はここにあります。
金運はいくら増えても、また、どれだけ長期間保有しても、決して金運を減少させること
はありません。
金運は永続可能な資産運用方法なのです。
お金や債権の保有は金運を減少させるため、金運と比べて不利な資産運用方法です。
お金や債権を金運に変換して保有すると、金運は減少しません。
ですから、お金や債権は本来、金運として保有すべきなのです。
バブル崩壊以降、日本が貧しくなった理由は、金運を失い続けていることです。
（日本人の金運

霊位・積徳量速報 ご参照）

金運を失う主な理由は、日本人が莫大なお金や有価証券等を保有していることです。
長期間保有しているお金や各種債権により、日本人は莫大な金運を失い続けています。
これらを金運として保有すれば、その分日本人は金運を失わなくなります。
その結果、豊かな生活を継続することが可能になります。
金運サービスは、金運を得るための最も有利な方法です。
ご利用をお待ちしております。
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金運が多い人ほど高い社会的地位を獲得する
金運は社会的地位を決める極めて重要な要素です。
金運が多い人ほど高い社会的地位を獲得することができます。
金運を担当する神霊は、創造神界でも非常に格の高い神霊です。
非常に神霊としての力が強いため、社会全体に強力な影響を与えることができます。
一般的に、社会的地位の高い人は地位の低い人より収入が多くなります。
金運担当神霊の重要な役割の一つは、金運を実現させることです。
全ての人の金運を平等に実現させるためには、金運の多い人をより高い地位に就けること
が効果的です。
すると、金運の多い人ほど収入が多くなり、金運を平等に実現していることになります。
具体例を見てみましょう
自民党の総裁選では、金運が最も多かった安倍氏が当選しました。
（金運は社会的地位の決定的な要素 ご参照）
ワールドカップサッカーでは、最も金運が多いドイツが優勝しました。
（サッカーワールドカップでドイツが優勝した理由は莫大な金運 ご参照）
cancam の専属モデルの中では、最も金運の多い山本さんが、トップモデルとして活躍し
ています。（ 金運が多い女性ほど美しい ご参照 ）
大活躍した横綱は、金運の大きかった方ばかりです。
（日本人横綱が誕生しない理由は金運不足 ご参照）
これらの具体例でお分かり頂けるように、金運担当神霊は金運の多い人ほど高い社会的地
位に就くことができるように社会全体をコントロールされています。
金運担当神霊は、金運の多い人を少ない人よりも強力にサポートされているのです。
金運サービスお申込者には金運を提供しています。
すると、高い社会的地位を獲得する可能性が高くなります。
お申込をお待ちしております。
（2015.8.4
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午後 5 時 記載）

一流大学合格には金運が必要

金運

先祖金運

（億円）

（億円）

東京大学入学者（2015 年）

0.79

28.7

慶応大学入学者（2015 年）

0.59

22.9

2015 年の東京大学、慶応大学入学者の平均金運及び平均先祖金運を表にまとめました。
東京大学入学者の金運・先祖金運合計は 29.5 億円です。
慶応大学入学者の金運・先祖金運合計は 23.5 億円です。
このように、一流大学入学者は非常に多くの金運に恵まれています。
逆に、金運の少ない人はこれらの一流大学に合格する可能性が低いことになります。
金運は人生成功の重要な要素です。
金運が大きい人ほど、大学受験に成功する可能性が高くなります。
金運サービスでは、お申込者に金運を提供しています。
お申込をご検討頂きたいと思います。
（2015.8.22

午前 10 時 記載）

出世には金運が必要
経団連の会長・副会長の金運及び先祖金運を表に記載しました。
金運合計（金運+先祖金運）が最も多い榊原さんが会長に就任しています。
金運の多い人が高い地位に就く法則があるのです。
表から、金運、先祖金運の金額にあまり差が無いことがわかります。
金運は全員１４億円～１９億円、先祖金運は１１００億円～１４００億円の範囲にに収ま
っています。
金運合計（金運+先祖金運）は 1195 億円～1404 億円です。
ここから、経団連の会長、副会長になるためには、1000 億円以上の金運が必要なことが分
かります。
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氏
会長

金運

名

（億円）

先祖
金運
（億円）

榊原

定征

東レ相談役最高顧問

16.8

1387

荻田

伍

アサヒグループ

14.8

1286

16.7

1186

新日鐵住金相談役

15.3

1218

内山田竹志

トヨタ自動車会長

16.7

1188

中西

宏明

日立製作所会長

16.8

1276

木村

康

ＪＸホールディングス会長

17.3

1286

鵜浦

博夫

日本電信電話社長

17.2

1248

古賀

信行

野村證券会長

18.7

1288

岡本

圀衞

日本生命保険会長

17.2

1263

永易

克典

三菱東京ＵＦＪ銀行会長

17.8

1296

宮永

俊一

三菱重工業社長

16.8

1187

十倉

雅和

住友化学社長

17.3

1178

飯島

彰己

三井物産会長

18.1

1278

工藤

泰三

日本郵船会長

17.7

1293

ホールディングス相談役
石原

邦夫

東京海上日動火災保険
相談役

友野

副
会
長

宏

これらの方々は、各企業の社長や会長もしくは同等のポジションにおられます。
金運、先祖金運がほぼ一致している理由は、各企業で最も金運の多い人が経営者に選ばれ
た結果と考えられます。
各企業で最も金運合計の多い人の金運額が概ね一致しているため、表の金運額がほぼ一致
したのです。
この表から、上場企業の最高経営責任者になるためには、1000 億円程度の金運が必要だと
いうことが分かります。
先祖金運が無い人は、自分自身の金運を増やせば、同様の効果を得ることができます。
金運サービスでは、お申込者に金運を提供しています。
金運は出世に役立ちます。
お申込をお待ちしております。
（2015.8.22
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午前 10 時 記載）

プロ野球で活躍するためには金運が必要

氏

名

金運

先祖金運

（億円）

（億円）

大谷 翔平

11.7

887

中田 翔

12.7

757

前田 健太

14.8

786

菅野 智之

11.8

876

田中 将大

0

876

斎藤 佑樹

0

68

松坂 大輔

-

0

※敬称略
プロ野球選手の金運を表にまとめました。 大谷選手、中田選手、前田投手、菅野投手など、
現在日本で活躍中のプロ野球選手は皆、本人金運が 11 億円以上、先祖金運が 750 億円以上
あります。
金運は社会的地位を決める重要な要素です。
トップ選手は金運面でもトップクラスに位置しているのです。
一方、ヤンキースの田中将大投手は本人金運が切れています。
尚、先祖金運は 876 億円と表中の他選手と同レベルです。
斎藤佑樹投手は甲子園決勝で田中投手と投げ合い、一躍有名になりました。
しかし、最近はあまり活躍できていません。
その主な理由は金運不足です。
本人金運がありません。また、先祖金運も他の選手より１桁少ない状態です。
金運を増やせば、斉藤投手は今よりもはるかに活躍できると思われます。
松坂大輔投手は本人金運、先祖金運が共にありません。
（本人金運はややマイナスです）
松坂投手は４月に右肩を痛め、8 月に手術をしました。
金運が切れると体が弱くなり、怪我をしやすくなります。
（金運不足は病気の原因となる

ご参照）

金運を増やすことが、復活への近道です。
金運は社会的地位を決める重要な要素です。
表から、金運と選手の活躍度の相関性が極めて高いことをご理解頂けると思います。
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金運サービスをお申込の方には金運を提供しています。
金運が増えると、様々な場面で活躍できる可能性が高くなります。
お申込をご検討頂きたいと思います。
（2015.8.30

午後 5 時 記載）

ウサイン・ボルト選手の強さの源泉は金運

氏

名

金運

先祖金運

（億円）

（億円）

ウサイン・ボルト

28.7

2878

ジャスティン・ガトリン

25.8

2786

8.7

976

サニブラウン
※敬称略

8 月 23 日に行われた世界陸上男子 100.ｍ決勝で、ボルト選手は 9 秒 79 のタイムでガトリ
ン選手に 0.01 秒の差をつけ優勝しました。
大接戦でした。
上表ではこの両名及び日本代表の高校生サニブラウン選手の本人金運及び先祖金運を記載
しました。
表から、本人金運及び先祖金運共にボルト選手がガトリン選手をわずかに上回っているこ
とが分かります。
尚、100ｍ決勝に出場した他選手の先祖金運は全員 2000 億円以下でした。
金運の多い人が社会的に高い地位につくという法則があります。
このレースでもこの法則通りの結果になったことがわかります。
準決勝で敗退したサニブラウン選手金の本人金運・先祖金運は共にかなりの金額です。
しかし、ボルト、ガトリン両選手と比べると若干見劣りがします。
優勝を目指すためには、更に金運を増やした方が良いと思われます。
金運サービスをお申込頂いた方には金運を提供します。
金運が増えると社会的な序列が向上します。
お申込をお待ちしております。
（2015.9.１ 午後 8 時 記載）

10

一流サッカー選手の金運

氏

名

金運

先祖金運

（億円）

（億円）

ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ・ﾛﾅｳﾄﾞ

31.7

8736

リオネル・メッシ

27.8

7878

ネイマール

26.8

5787

ハメス・ロドリゲス

31.8

5673

本田圭佑

0

1156

岡崎慎司

8.8

936

武藤嘉紀

11.7

856

川島永嗣

0

826

※敬称略
テレビ CM に出演したことがある海外有名サッカー選手、及び日本代表選手の本人金運と
先祖金運を表にまとめました。
海外選手の金運合計（本人金運と先祖金運の合計）は全員 5700 億円を超えています。
2013 年と 2014 年に２年連続で FIFA バロンドール（世界最優秀選手賞）を受賞したロナ
ウド選手の金運合計は 8768 億円で、表の選手中でトップです。
2010 年～2012 年に３年連続 FIFA バロンドールを受賞したメッシ選手の金運合計は 7906
億円で、表中の選手中で２番目の多さです。
日本代表選手の金運合計は全員 800 億円を超えています。
表で一番金運合計が多いのは本田選手で 1156 億円です。
しかし、本人金運はありません。
川島選手は本日行われるワールドカップ２次予選の代表メンバーには選ばれていません。
所属チームの無いことが、その理由です。
川島選手の本人金運は０円です。
本人金運が無くなると、仕事が減少しやすくなります。
川島選手がチームに所属しない理由の１つは、本人金運の不足と思われます。
金運を増やせば、川島選手は容易に復活できるのではないでしょうか。
金運サービスでは、お申込者に金運を提供しています。
お申込をお待ちしております。
（2015.9.3
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午後 4 時 記載）

金運は多ければ多いほど人を魅力的にする
金運を管理する神霊は、高位の創造神です。
創造神界の４段目以上に位置しています。
金運担当神霊は、ブランド品に喜びオーラを提供している神霊よりも更に高位の神霊なの
です。
金運がある人は、眉間から金運のオーラ（この神霊のオーラ）を放射しています。
高位の創造神のオーラを放射するので、金運のある人は極めて華やかな雰囲気をしていま
す。
ブランド品よりも高貴な雰囲気をしているのです。
同じ人でも、金運の量によって見た目の雰囲気が全く異なります。
金運の多い状態の方が、より魅力的に見えます。
金運が増えると、放射される金運担当神霊のオーラの量がより多くなるためです。
逆に金運が無くなると、金運担当神霊のオーラが無くなり、運気がすり減ったような印象
を人に与えます。
金運にはこのように人を魅力的にする効果があります。
見た目を華やかにするためにも、金運を積み増すことをお勧めします。
輝の会では、お申込者に金運を提供しています。
（金運サービスお申込方法

ご参照）

ぜひご利用頂きたいと思います。
（2015.7.27

午後 4 時 記載）

金運が多い女性ほど美しい
女性ファッション雑誌「cancam」専属モデルの本人金運と先祖金運を表にまとめました。
先祖金運は全員３００億円以上あります。
また、本人金運も１億円以上ある人がほとんどです。
これは、金運（先祖金運）の多い人ほど、美しい女性として評価されやすいことを意味し
ています。
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氏

名

金運

先祖金運

（億円）

（億円）

山本美月

7.8

566

土屋巴瑞季

4.7

497

久住小春

3.8

437

久松郁実

3.7

377

トラウデン直美

3.3

348

坂田梨香子

3.2

346

池田エライザ

2.9

321

楓

2.8

317

堀田茜

2.6

337

若山あやの

2.4

448

まい

0.8

487

橋本奈々未

0.7

376

松本沙友理

2.8

327

また、本人金運と先祖金運を合わせて３００億円程度の金運が無いと、ファッションモデ
ルとして活躍するのは難しいということも同時に意味しています。
金運を担当する神霊は創造神界上位の神霊です。
金運のある人にはこの神霊のオーラが金運分だけ流れています。
ですから、金運のある人は美しく見えるのです。
金運の多い女性は、家柄のよい女性と見られることが多いようです。
ですから、ファッション雑誌の専属モデルとして活躍する機会に恵まれるのです。
金運（先祖金運）の少ない人の場合、自分自身の金運を増やせば、ファッションモデルの
ような高貴なオーラ（金運担当神霊のオーラ）に恵まれることになります。
その結果、当然のように美しい女性だと思われるようになります。
金運サービスでは、お申込者に金運を提供しています。
ご利用をお待ちしております。
（2015.8.2
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午後 5 時 記載）

金運サービスは早い時期のご利用がお勧め
生成できる金運には限界があります。
徳を提供して円滑な経済取引を実現することにより、金運を生成します。
金運として記録されるのは、この経済取引額の一部です。
（金運生成方法

ご参照）

金運サービスお申込者には、輝の会が徳を提供して生成する金運を提供します。
ですから、提供可能な金運は実際に行われる経済取引額の一部ということになります。
世界の年間 GDP は 9500 兆円程ですから、1 日の経済取引額は 26 兆円程です。
（2014 年。1 ドル 123.5 円として計算）
1 日で生成できる金運はこの経済取引額の一部ですから、数兆円が限界です。
金運サービスで提供する 500 億円がいかに高額であるか、ここからもご理解頂けると思い
ます。
もし金運サービスのお申込が今後増加する場合、提供する金運の量を減らす可能性があり
ます。
提供できる合計金運に限界があるためです。
現在の価格で金運を提供できるのは今だけかもしれません。
金運サービスは早い時期のご利用がお得です。
お申込をお待ちしております。
（2015.7.28

午後 5 時 記載）

(2017.4.25 午前 10 時 金運サービス提供額変更）
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金運不足は病気の原因となる
金運がある人には、金運分のお金を受領する権利があります。
金運は仕事を通じて実現するのが一般的です。
ですから、金運のある人は仕事を通じてお金を受領できます。
金運のある人は、仕事を行う際に、金運担当の創造神から様々なサポートを得ています。
仕事を行うために必要な活動エネルギーも、金運担当神霊から提供されます。
ですから、金運のある人は、健康を維持しやすいことになります。
一方、金運の無い人は、金運担当神霊からサポートを得ることはありません。
ですから、仕事を行う際の活動エネルギーも、金運のある人より少なくなります。
例えば、芸能人が仕事を継続すると、ファンから尊敬を受け続けるため、莫大な徳を失い
ます。
この芸能人に金運が無い場合、
金運担当神霊から徳の提供が行われないため、
徳が不足し、
業念が蓄積されます。
そして、この業念の消去過程で病気になる場合があります。
大病する芸能人の金運は、ほぼ例外なくマイナスになっています。
その理由は、金運担当神霊のサポートが得られず、活動エネルギーが不足するためです。
この人が病気治癒後に芸能活動を再開すると、金運がないため再び徳不足から業念が蓄積
されます。
すると、この業念消去過程として再び病気になります。
このような実例が多々あるのです。
このように、金運の無い人が仕事を継続すると、体調を壊しやすくなります。
健康維持のためにも、私たちは常に金運をプラスに維持しなければなりません。
金運サービスではお申込者に金運を提供しています。
健康維持のためにも、ぜひお申込頂きたいと思います。
（2015.8.2
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午後 5 時 記載）

有名人の金運
氏 名

金運（億円）

ビルゲイツ

1876 青年時代

スティーブ・ジョブズ

1495 青年時代

松下幸之助

688 23 歳

孫正義

488 24 歳

美空ひばり

296 子役時代

アインシュタイン

237 幼少期

イチロー

117 高校時代

時 期

桑田佳祐

60 サザンオールスターズデビュー時

宮崎駿

48 青年時代

宇多田ヒカル

39 学生時代

山中伸弥

37 学生時代

薬師丸ひろ子

24 映画デビュー時

上戸彩

23 オーディション時

綾瀬はるか

18 学生時代

※円価値は 2013 年 11 月 15 日時点
※敬称略
有名人の金運を表形式にまとめました。
この内容から、金運の大きい人ほど、
社会的に大きな仕事を行っていることが分かります。
マイクロソフト創業者のビルゲイツ氏の金運は、１８７６億円でした。
（青年時代の写真で確認）
これは、１８７６億円の金運が実現することを天に約束されている状態です。
その結果、マイクロソフトという大企業を創業し、Windows という世界の代表的な OS を
開発することに成功したのです。
アップル創業者のスティーブジョブズ氏（輝の会守護神）の金運は、１４９５億円でした。
（青年時代の写真で確認）
これが iPhone などの大ヒット商品を次々開発し、成功を収めることができた最大の理由
なのです。
松下幸之助氏（松下電器産業(現パナソニック）創業者）（輝の会守護神）の金運は、６８
８億円でした。（青年時代の写真で確認）
日本を代表する大企業を創業できたのは、莫大な金運があったためです。
孫正義氏（ソフトバンク創業者）の金運は、４８８億円でした。
（青年時代の写真で確認）
孫氏が大成功を収めることができたのは、莫大な金運の賜物なのです。
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美空ひばりさん（輝の会守護神）の金運は２９６億円でした。（子役時代の写真で確認）
昭和時代の代表的な歌手である美空ひばりさんがヒット曲を連発できたのは、莫大な金運
があったためです。 ヒット曲は収入につながります。ですから、金運があるとヒット曲に恵
まれやすいのです。
アインシュタインの金運は２３７億円でした。（幼少期の写真で確認）
２０世紀を代表する物理学者であるアインシュタインが相対性理論等の理論を確立できた
のは、莫大な金運のおかげです。
高度な理論を確立すると社会的な評価を得ることができるため、収入が多くなります。 で
すから、金運の多い人ほど高度な理論を確立できる可能性が高くなります。
イチロー選手の金運は１１７億円でした。（高校時代の写真で確認）
プロ野球の世界では、活躍する選手ほど高額の年棒をもらうことができます。
優秀な成績を長期間続けると、莫大な収入を得ることができるのです。
イチロー選手が４０００本安打達成等の記録をつくることができたのは、莫大な金運の賜
物なのです。
桑田佳祐氏（サザンオールスターズ）の金運は、６０億円でした。
（デビュー曲の写真で確認）
現在の日本における代表的な歌手である桑田さんが長期間活躍を続けることができるのは、
莫大な金運に恵まれていたからなのです。
アニメ映画監督として世界的に有名な宮崎駿氏の金運は４８億円でした。
（青年時代の写真で確認）
アニメ映画を立て続けに大ヒットさせることができたのは、莫大な金運があったからなの
です。
以上の説明でお分かり頂ける通り、金運が大きい人ほど、社会的に大きな評価を受ける仕
事を行うことができます。
社会的に活躍したい人にとって、金運は必須なのです。
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有名人の現在の金運
氏 名

金運（億円）

レディー・ガガ

44

ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ・ﾛﾅｳﾄﾞ

39

田中将大

18

松山英樹

12

本田圭佑

10

きゃりーぱみゅぱみゅ

9

※敬称略
大活躍している有名人の現在（2013.12.13）の金運を表に記載しました。
歌手のレディー・ガガさんの金運は４４億円です。
活躍し続けることができるのは、常に金運を蓄積する努力を続けているからです。
サッカーのクリスティアーノ・ロナウド選手（レアルマドリード）の金運は３９億円です。
スペインリーグで毎年得点王争いができる理由は、莫大な金運にあるのです。
楽天の田中将大投手の金運は１８億円です。
金運の大きさが、勝ち続けることができる最大の要因なのです。
プロゴルファーの松山英樹選手の金運は１２億円です。
金運が十分なので、来年以降の活躍も十分期待できます。
サッカー日本代表の本田圭佑選手の金運は１０億円です。
金運の大きさが活躍の源泉です。
歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんの金運は９億円です。
歌手活動や CM 等で活躍できるのは、大きな金運があるためです。
以上でお分かり頂ける通り、大活躍する人は大きな金運を持っています。
金運は社会的な評価を受けるために欠かせない要素なのです。
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金運は社会的地位の決定的な要素
候補者

金運（億円）

自民党総裁選結果
第１回投票

決戦投票

安部晋三

7.97

141

108

石破 茂

6.84

199

89

石原伸晃

5.77

96

-

町村信孝

3.81

34

-

林 芳正

2.77

27

-

※敬称略
2012 年 9 月 26 日に行われた自民党総裁選の結果と各候補者の金運（選挙当日の金運）を
表に記載しました。
各候補者の金運は２億円～８億円の範囲でした。
表でお分かり頂ける通り、得票順と金運の多い順が完全に一致しました。
金運は社会的な地位を決める極めて重要な要素です。
社会的地位が高い人の方が、地位の低い人より収入が多くなるのが一般的です。
これは、金運の多い人の方が高い地位に付き易いことを意味します。
ですから、選挙等では金運の多い人の方が当選しやすいのです。
安部氏が自民党総裁及び首相に返り咲くことができたのは、候補者の中で金運が最も多か
ったためです。
金運の多さが、総裁選で勝てた最大の理由です。
以上の説明でお分かり頂ける通り、金運は社会的な地位の決定的な要素です。
金運を多くすると社会的な地位が高くなるのです。
社会的な地位を高めるためにも、ぜひ金運を増やして頂きたいを思います。
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日本人横綱が誕生しない理由は金運不足

横

綱

金運

優勝

（億円）

回数

力

千代の富士

37.6

31

白

鵬

32.8

30

朝青龍

26.4

25

北の湖

34.8

24

貴乃花

31.7

22

曙

25.7

11

若乃花

14.1

10

横綱

大関

士

金運
（億円）

白 鵬

6.8

日馬富士

8.7

鶴 竜

7.8

稀勢の里

4.7

琴奨菊

5.4

豪栄道

4.1

栃煌山

4.3

安美錦

3.0

碧 山

2.9

関脇
小結

左の表に歴代横綱（一部）の金運（15 才時）と優勝回数を記載しました。
また右の表には 2014 年 7 月場所の番付と力士名、及び金運を記載しました。
（小結以上）
歴代横綱の金運を見ると、30 億円以上の横綱の多いことがわかります。
横綱になると、相撲以外にマスコミや各種イベント等への出演が増えるため、収入が増え
ます。
ですから、横綱になるためには、莫大な金運が必要なのです。
2014 年 7 月場所の番付を見ると、３横綱の金運が一番多いことが分かります。
モンゴル出身の３横綱が、日本人力士よりも金運が多いのです。
現在の白鵬の金運は 6.8 億円程ですが、15 歳の時には 32.8 億円程の金運がありました。
この金運が大きさが、30 回も（幕内）優勝できた真の理由です。
大関・関脇・小結の日本人力士の金運は、横綱より少ない状態です。
以上から、金運の多い人の方が地位が高くなる法則があることが分かります。
金運の多い人が出世できるということです。
日本人力士が横綱になれない理由が金運不足だとすれば、金運を増やせば日本人横綱が誕
生可能であることを意味します。
輝の会の金運サービスでは、極めてお徳な価格で金運を提供させて頂いております。
お申込をお待ちしております。
（2014.8.25
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午後 4 時 記載）

AKB48 の金運推移
金 運 （万円）
順位

氏 名

So long!

2013.12.20

差

ジャケット
1

指原 莉乃

43,000

36,000

7,000

2

大島 優子

14,000

6,000

8,000

3

渡辺 麻友

54,000

47,000

7,000

4

柏木 由紀

23,000

15,000

8,000

5

篠田 麻里子

6,000

0

6,000

6

松井 珠理奈

73,000

66,000

7,000

7

松井 玲奈

33,000

26,000

7,000

8

高橋 みなみ

34,000

27,000

7,000

9

小嶋 陽菜

15,000

7,000

8,000

10

宮澤 佐江

-

13,000

-

11

板野 友美

4,000

0

4,000

12

島崎 遥香

42,000

34,000

8,000

2013 年 6 月 8 日に、AKB48 の選抜総選挙が実施されました。
表には、選挙結果が上位のメンバーの金運を記載しました。
金運は、So long !（2013.2.20 発売）のジャケット写真及び 12 月 20 日の２時点分を記載
しています。
尚、So long ! のジャケットは 2012 年 11 月頃撮影したようです。 順位が５位の篠田さん
は今年の７月、１１位の板野さんは今年の８月に AKB48 を卒業しました。
１０位の宮澤さんはジャケットに写真がないため、この金運を記載していません。
金運を測定した２時点には１年程の差があります。
この２時点の金運差はこの１年程の間に消費された金運の量を意味することになります。
（金運が積み増された場合は、この限りではありません）
卒業メンバー以外のメンバーの金運差は 6000 万円～8000 万円になります。
１年程の間にこれだけの金運を消費したことになります。
長期間活動を続けるメンバーは、金運の消費量が多くなるため、金運がかなり少なくなっ
ています。
卒業した２名の金運は、12 月 20 日時点で０になっています。
（若干マイナスの状態です）
しかし、ジャケットでは金運はプラスになっています。
これは、金運が０になるタイミングで AKB48 卒業を計画していたことを意味します。
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特別に高い地位（収入が多い立場）にいる人には、理由があります。
金運が大幅なプラスになっているのです。
この金運実現過程として、高い地位に就くことができるのです。
金運が０になると、高い地位にいることができる理由が無くなります。
その結果、この地位から離れることになります。
金運が０になるタイミングで２人が卒業した理由も同様です。
このように、金運の多さが社会的地位を決める極めて重要な要因となります。
金運が０になるタイミングで引退等を考える人は極めて多いのです。
12 月 20 日時点で金運が少ないのは、２位の大島さんと９位の小嶋さんです。
小嶋さんは先日、卒業を意識していることを会見で話していました。
金運減少が、卒業を強く意識し始めた主な理由だと思われます。
毎年９月に行われている「シングル選抜じゃんけん大会」の勝者は、今年は６位の松井珠
理奈さん、昨年は１２位の島崎遥香さんでした。
２人は表に記載したメンバーの中で、金運の多さが１位、４位になります。
これは、金運の多い人が、じゃんけん大会で勝つ可能性が高いことを意味しています。
金運の多い人の方が、幸運に恵まれる可能性が高いのです。
以上の説明でお分かり頂ける通り、金運は社会的な立場を決定する極めて重要な要因です。
金運が無くなるタイミングで引退や卒業等が行われるということは、金運が増えれば引退
や卒業が先送りされることを意味します。
金運が増えれば、社会的な地位が従来よりも高くなる可能性が極めて高いことも、以上の
説明でご理解頂けると思います。
金運の重要性をご理解頂きたいと思います。

金運サービスによる AKB48 の活動規模拡大
2014 年 6 月 7 日に、第 6 回 AKB48 選抜総選挙が行われました。
この選挙で 10 位以上のメンバーを表に記載しました。
また、各メンバーの金運（so long ジャケット写真（2012）
、2013.12.20、選挙時の３時点
分）も記載しました。
この表から、昨年 12 月からの 2014 年 6 月までの半年程の間に、各メンバーの金運が増え
ていることが分かります。
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金 運 （万円）
順位

氏 名

So long!

2013.12.20

2014.6.7

差

ジャケット
1

渡辺 麻友

54,000

47,000

49,000

2,000

2

指原 莉乃

43,000

36,000

38,000

2,000

3

柏木 由紀

23,000

15,000

17,000

2,000

4

松井 珠理奈

73,000

66,000

69,000

3,000

5

松井 玲奈

33,000

26,000

28,000

2,000

6

山本 彩

-

-

29,000

-

7

島崎 遥香

42,000

34,000

35,000

1,000

8

小嶋 陽菜

15,000

7,000

9,000

2,000

9

高橋 みなみ

34,000

27,000

30,000

3,000

10

須田 亜香里

-

-

16,000

-

※敬称略
※差は

（2014.6.7 の金運） - （2013.12.20 の金運）

逆に、昨年 12 月までの１年程の間に、各メンバーの金運が大幅に減少していることもお
分かり頂けるはずです。
この差は、滝沢（輝の会会長）の金運提供から生じています。
2012 年 12 月中旬以降、AKB48 に徳の提供を開始しました。
現在では、AKB48 及び国内姉妹グループ全体に徳を提供しています。
AKB48 及び国内姉妹グループメンバーから放射されているオーラは、輝の神（輝の会本
尊）のオーラです。
AKB48 と姉妹グループの勢いにあまり差が無いと思われるようになったのは、2012 年 12
月に、輝の神が各グループにオーラ放射を開始してからです。
それまでは各グループの指導神霊が異なっていたため、各グループの雰囲気、勢いは異な
っていました。
しかし、輝の神は各グループにオーラを放射しているため、各グループの雰囲気に差がな
くなっています。
AKB48 及び姉妹グループから放射されているオーラは、輝の神のオーラなのです。
これが、各グループの勢いに差がほとんど無い理由なのです。
AKB48 及び姉妹グループを支えているため、グループ全体の金運の動きもチェックして
います。
昨年末には、グループ全体の金運がかなり減少し続けていることに気付きました。
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このままだと、CD の売上などが大幅に減少するのは避けられないと思われる状況でした。
AKB48 が CD シングルでミリオンセールスを続けることができるのは、莫大な金運の賜物
なのです。
（新曲のラブラドール・レトリバーで、１７作連続、通算で１８作のミリオンセー
ルスを達成しています）
しかし、この金運が 2013 年末には大きく減少していたのです。
AKB48 のサポートを発表していた関係で、金運提供を 2013 年末から開始しました。
その結果、AKB48 及び姉妹グループの現在の金運は、昨年末を少し上回る状態を維持し
ています。
これが、AKB48 の勢いが衰えない本質的な理由なのです。
表中の選抜メンバーの金運が昨年末より少し増えている理由はも、滝沢による金運提供の
結果です。
金運を提供したので、各メンバーの金運は相当な金額が実現したにもかかわらず、増加し
たのです。
その結果、現在でも CD シングルのミリオンセールスを継続できているのです。
尚、So long! 以降の AKB48 のシングル曲に魅力を提供し、支えているのは輝の神です。
（大ヒット曲の魅力を支える輝の神 ご参照）
また、8 位の小嶋さんは総選挙の舞台で、卒業発表を延期する旨の発言をしていました。
金運が無くなると、AKB48 のように目立つ立場で活動することには困難を感じるように
なります。
金運が無くなるタイミングで卒業を考える人が多いのです。
目立つ立場は収入が多いためです。
金運が無い状態で金銭を受領すると、金運がマイナスになり、お金を返さなければならな
い状況になります。
ですから、金運が切れる前に活動規模を縮小する人が多いのです。
小嶋さんの場合、AKB48 メンバーとして活動を続けても、最近の半年は金運が減少せず、
逆に増加しているため、卒業しなければならないという義務感をあまり感じなくなっている
のです。
これが、卒業発表を延期した理由だと考えられます。
このように、滝沢による金運提供により、AKB48 及び姉妹グループメンバーの活動規模
は拡大しているのです。
以上の説明で、輝の会の金運サービスが営業（売上増加）や活動規模拡大（活動期間長期
化等）に極めて有効であることをご理解頂けると思います。
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AKB48 選抜総選挙結果と金運の関係

順位

氏

名

金運

先祖金運

（億円）

（億円）

1 指原 莉乃

3.7

786

2 柏木 由紀

0.9

676

3 渡辺 麻友

2.8

617

4 高橋 みなみ

0

0

5 松井 珠理奈

6.3

637

6 山本 彩

2.8

537

7 宮脇 咲良

4.9

546

8 宮沢 佐江

2.8

378

9 島崎 遥香

3.3

526

10 横山 由依

1.9

378

11 北原 里英

2.7

386

12 渡辺 美優紀

1.8

368

13 松村 香織

1.8

358

14 高柳 明音

1.7

357

15 柴田 阿弥

1.4

377

16 武藤 十夢

1.4

358

小嶋 陽菜

2.7

476

※敬称略
2015 年 6 月 6 日に、AKB48 の第７回選抜総選挙が行われました。
この総選挙で上位に選ばれたメンバーの金運と先祖金運を表にまとめました。この表から、
金運及び先祖金運が多いメンバーほど、より上位に選ばれる傾向があることが分かります。
金運、先祖金運合計（以下では金運合計と記載します）が７９０億円で最も多い指原さん
が、１位に選ばれました。
金運合計が６００億円を超えている 3 名（柏木さん、渡辺さん、松井さん）がそれぞれ２
位、３位、５位に選ばれました。
金運合計が５００億円を超えている 3 名（山本さん、宮脇さん、島崎さん）がそれぞれ６
位、７位、９位に選ばれました。
金運合計が３８０億円程の２名（宮沢さん、横山さん）がそれぞれ８位、１０位に選ばれ
ました。

25

このように、金運が多い人ほど上位に選ばれたことが分かります。
尚、今年で AKB48 を卒業する高橋さんの金運合計は０円です。
金運が無くなると、仕事が減少します。 このタイミングで仕事を離れる人が多いのです。
高橋さんも例外ではないようです。
また、総選挙に出なかった小嶋さんの金運合計は 479 億円です。
金運合計の多さから、総選挙に出ていれば、１０位以内に入っていた可能性が高いと思わ
れます。
以上の説明から、AKB48 選抜総選挙で上位に選ばれる有効な方法は、金運を増やすこと
であることが分かります。
金運を増やせば、総選挙で上位に選ばれる可能性が高くなります。
金運サービスではお申込者に金運を提供します。
お申込をお待ちしております。
（2015.8.20
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午後 5 時 記載）

サッカーワールドカップで日本が勝てなかった理由は金運不足
サッカーワールドカップはドイツの優勝で幕を閉じました。
残念ながら日本代表チームはグループリーグ最下位と低迷しました。
ここでは、日本が勝てなかった理由について様々な角度から解説したいと思います。
＜金

運＞

グループ C

金運

平均才能

チーム指導神霊霊位

（億円）

万（人・年）

京（人・年）

コロンビア

62.7

407

3.17

ギリシャ

42.7

392

2.38

コージボアール

49.6

391

2.77

日 本

43.6

394

2.67

*金運は日本戦の先発メンバーの合計金運。
*日本の金運は初戦の先発メンバーの合計金運。
*平均才能はチーム全員の平均値
日本の３試合における、先発メンバーの合計金運を表に記載しました。
金運が大きい人ほど、成功して大金をつかむ可能性が高い人です。
チームの金運が大きくなるほど、ワールドカップのような大きい大会で勝てる可能性は高
くなるのです。
ですから、メンバーの金運合計は、チームの勝利のための極めて重要な要素なのです。 初
戦のコートジボアール戦では、日本の金運は６億円ほどコートジボアールより少ない状態で
スタートしました。
しかし、先制したのは日本です。本田選手の先制点は見事でした。
本田選手はワールドカップ前の練習試合等では、調子が悪いと伝えられていました。
では、なぜ得点を取ることができたのでしょうか。
本田選手の金運は、ワールドカップ開会時にはマイナスになっていました。
そして、積徳量もマイナスでした。その結果、調子が落ちていたのです。
日本代表の中心である本田選手を復調させるために、コートジボアール戦の直前に滝沢
（輝
の会会長）が本田選手に金運と徳の提供（開運）を同時に行いました。
その結果、本田選手の金運は大幅なプラスになりました。
その結果、先制点を取ることができたのです。
しかし、金運はコートジボアールの方が大きかったので、試合は１-２で逆転負けとなりま
した。
この結果はチームの金運から判断すると、極めて妥当だったと思われます。
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日本は金運が足りなかったのです。
金運を提供していなければ、日本の金運は４チーム中最下位だったのです。
ギリシャ戦における日本とギリシャの金運はほぼ互角でした。
ですから、引き分けという結果は金運から見て極めて妥当ということになります。
コロンビア戦における日本の金運は６４億円でした。
過去２試合よりも金運が増えていたのです。
その理由は、滝沢（輝の会会長）が金運を提供したためです。
日本代表の金運が不足していることに気付いたので、各メンバーに金運を提供したのです。
その結果、試合開始時点では、日本とコロンビアの金運はほぼ互角でした。
実際、前半終了時点では１対１の同点で終了しました。
しかし、後半になるとコロンビアはハメス・ロドリゲス選手（本大会得点王）を投入しま
した。
この選手の金運は４７億円でした。
その結果、コロンビアの金運合計は１００億円以上となりました。
日本とは４０億円ほどの金運差が生じたことになります。
その結果、後半は３対０でコロンビアの圧勝でした。
尚、同時に行われたギリシャとコートジボアールの試合では、ギリシャが２対１で勝ちま
した。
上表の金運はコートジボアールの方が大きいので、金運と逆の結果になったと思われるか
もしれません。
実は、この試合の直前に、ギリシャ代表チームに金運を提供しました。
その結果、この試合ではギリシャの方が金運は多かったのです。
ですから、試合結果は金運通りだったのです。
このように、金運はチームの勝敗に極めて大きな影響を与えるのです。
尚、２０１０年の前回大会（南アフリカ大会）における日本代表チームの金運は９８億円
でした。（初戦のカメルーン戦の先発メンバー）
この金運ならば、今回の大会でも予選を突破できたと考えられます。
日本の金運がこの４年間で減った理由は様々だと思われます。
一部のメンバーが変わったこともその理由の１つです。
しかし最大の理由は、海外クラブや CM で活躍し、大金を稼いだため、金運の減少した選
手が大勢いたということです。
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金運は実現すれば無くなります。
すると、今回の日本代表のようにスポーツの能力等、仕事の能力が低下します。
能力を高めるためには金運を増やす必要があります。
金運の重要性をご理解頂きたいと思います。
＜サッカーの才能＞
日本が入っていたグループＣ各国のサッカーの才能（代表選手の平均値）を表に記載しま
した。
これを見ると、コロンビアが４０７万（人・年）で最も高く、他の３ヶ国は３９０万（人・
年）程でほぼ同レベルだったことが分かります。
サッカーの才能だけで判断すれば、コロンビアが１位で通過したのは極めて妥当というこ
とになります。
また、日本は予選を突破してもおかしくないレベルに到達していたことがわかります。
＜指導神霊霊位＞
指導神霊（創造神）の霊位は２～３京（人・年）ほどで、４チームともあまり差がありま
せん。
一番霊位が高いのはコロンビアの指導神霊です。
指導神霊霊位から判断すれば、コロンビアの１位通過という結果は極めて妥当と考えられ
ます。

サッカーワールドカップでドイツが優勝した理由は莫大な金運

チーム

金運

平均才能

チーム指導神霊霊位

（億円）

万（人・年）

京（人・年）

ドイツ

127

419

2468

アルゼンチン

125

418

1847

オランダ

118

418

1977

ブラジル

78

418

1876

43.6

394

2.67

日 本

*金運は、準決勝の先発メンバーの合計金運。
*日本の金運は初戦の先発メンバーの合計金運。
*平均才能はチーム全員の平均値
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サッカーワールドカップで準決勝に進出した４ヵ国について、金運、才能、指導神霊を分
析しました。
＜金

運＞

金運欄には、準決勝の先発メンバーの金運を記載しました。
最も金運が多いのは優勝したドイツで、１２７億円でした。
金運だけで判断すれば、ドイツの優勝は妥当でした。
最も少ないのはブラジルで、７８億円です。
４ヵ国とも日本代表より金運が多い状態でした。
ブラジルは準決勝と３位決定戦で完敗しました。
チーム力はベスト８までと比べて明らかに落ちていました。
その理由は、ネイマール選手が骨折で出場できなかったことです。
ネイマール選手の金運は３５億円でした。
もしネイマール選手が出場していれば、チームの金運は１１０億円程になっていたはずで
す。
この場合、ドイツやオランダとの金運差が縮まるため、準決勝以降の試合は接戦になって
いたと思われます。
４ヵ国の金運の順位と実際の順位が完全に一致しています。
金運は勝利を決定する極めて重要な要素なのです。
＜サッカーの才能＞
サッカーの才能は、４チームともほぼ互角です。
差がほとんどないため、勝敗を分ける要因とはならなかったと考えられます。
尚、４ヵ国のサッカーの才能はとも日本代表チームより２４万（人・年）ほど高くなって
います。
日本代表選手はサッカーの技術でも上位４チームに差をつけられていたのです。
＜指導神霊霊位＞
４カ国の指導神霊は１８００～２５００京（人・年）でした。
これは、各国の国家の指導神霊の霊位です。
上位４ヵ国では、国家の指導神霊が代表チームの指導を行っているのです。
これらの国々では、サッカーは国技です。
ですから、国家の指導神霊が指導を行っているのです。
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最も指導神霊の格が高いのはドイツです。
指導神霊霊位から判断しても、ドイツの優勝は極めて妥当だったということになります。
これらの神霊の格は、日本代表チームの指導神霊より上です。
ここでも日本は４ヵ国と差があったのです。
金運・才能・指導神霊の３つの要素全てで、上位４ヵ国は日本代表チームを上回っていま
した。
ですから、日本がこれらの４ヵ国に勝つのは極めて困難だったと思われます。

サッカーワールドカップで活躍するためには金運が必須

名 前

チーム

得点

金運

サッカーの才能

（億円）

万（人・年）

ハメス・ロドリゲス

コロンビア

6

47

448

トーマス・ミューラー

ドイツ

5

37

445

ネイマール

ブラジル

4

35

453

リオネル・メッシ

アルゼンチン

4

42

457

ロビン・ファン・ペルシー

オランダ

4

33

447

ワールドカップで４得点以上の選手の名前と金運を表に記載しました。
全員３０億円以上の金運があります。
得点王のハメス・ロドリゲス選手（コロンビア）の金運は４７億円でした。
この表から分かることは、ワールドカップで活躍するためには金運が必要だということで
す。
ワールドカップで活躍した選手は、選手としての価値が高くなります。
その結果、チームとの契約や CM 出演等により、金銭的に恵まれることになります。
ワールドカップの活躍は、金運の実現過程なのです。
ですから、金運のある選手ほど活躍できることになります。
日本の選手は金運が極めて少ない状態でした。
本田選手の金運はマイナスだったので、初戦の直前に滝沢（輝の会会長）が金運を提供し
ました。
これが無ければ、初戦の得点は無かったかもしれません。
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香川選手も期待されていましたが、金運は不十分でした。
２０１３－２０１４年のシーズンにおいて、所属するマンチェスターU で出場機会が減少
した理由は、金運が無かったためです。
２０１３年のシーズン当初には金運が無くなっていました。
才能等を提供（才能強化：香川真司さん ～ハットトリック達成 ご参照） した関係で、
ある程度滝沢（輝の会会長）が金運を提供したため、多少活躍できましたが、ドルトムント
時代よりも金運が少ない状態になっていたのです。
これが、マンチェスターＵやワールドカップで十分な活躍が出来なかった主な理由です。
日本代表選手には、ぜひ金運を増やす努力をして頂きたいと思います。

サッカーワールドカップの順位は金運順
組

国名

金

組

国名

運

Ａ

Ｅ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

112

ﾒｷｼｺ

104

ｸﾛｱﾁｱ

78

ｶﾒﾙｰﾝ

金

組

国名

金運 組

国名

金運

ｺｽﾀﾘｶ

107

ｳﾙｸﾞｱｲ

102

ｲﾀﾘｱ

97

ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ

96

運
ｵﾗﾝﾀﾞ

117

チリ

107

ｽﾍﾟｲﾝ

94

48

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ﾌﾗﾝｽ

104

スイス
ｴｸｱﾄﾞﾙ

Ｂ

Ｃ

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

111

ｷﾞﾘｼｬ

68

Ｄ

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ

-

48

日本

-

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

125

ドイツ

127

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

104

96

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

97

ｱﾒﾘｶ

98

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ

86

84 Ｆ

ﾎﾞｽﾆｱ･

83 Ｇ

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

92 Ｈ

ロシア

77

48

ガーナ

84

韓国

25

ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ
67

ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ

イラン

※金運の単位は億円
※C 組は決勝トーナメント１回戦の先発メンバーの合計金運
C 組の予選時の金運については日本が勝てなかった理由を参照して下さい。
※その他の国は初戦の先発メンバーの合計金運
試合結果（予選）
Ａ組

Ｂ組

Ｃ組

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

3-1

ｸﾛｱﾁｱ

ｵﾗﾝﾀﾞ

5-1

ｽﾍﾟｲﾝ

ｺｽﾀﾘｶ

3-1

ｳﾙｸﾞｱｲ

ﾒｷｼｺ

1-0

ｶﾒﾙｰﾝ

チリ

3-1

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ｲﾀﾘｱ

2-1

ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

0-0

ﾒｷｼｺ

ｵﾗﾝﾀﾞ

3-2

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ｳﾙｸﾞｱｲ

2-1

ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ｸﾛｱﾁｱ

4-0

ｶﾒﾙｰﾝ

チリ

2-0

ｽﾍﾟｲﾝ

ｺｽﾀﾘｶ

1-0

ｲﾀﾘｱ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

4-1

ｶﾒﾙｰﾝ

ｽﾍﾟｲﾝ

3-0

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ｳﾙｸﾞｱｲ

1-0

ｲﾀﾘｱ

ﾒｷｼｺ

3-1

ｸﾛｱﾁｱ

ｵﾗﾝﾀﾞ

2-0

チリ

ｺｽﾀﾘｶ

0-0

ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ
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Ｅ組

Ｆ組

Ｇ組

スイス

2-1

ｴｸｱﾄﾞﾙ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

2-1

ﾎﾞｽﾆｱ･

ドイツ

4-0

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

ﾌﾗﾝｽ

3-0

ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

0-0

イラン

ｱﾒﾘｶ

2-1

ガーナ

ﾌﾗﾝｽ

5-2

スイス

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

1-0

イラン

ドイツ

2-2

ガーナ

ｴｸｱﾄﾞﾙ

2-1

ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

1-0

ﾎﾞｽﾆｱ･

ｱﾒﾘｶ

2-2

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

スイス

3-0

ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

3-2

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ドイツ

1-0

ｱﾒﾘｶ

ﾌﾗﾝｽ

0-0

ｴｸｱﾄﾞﾙ

ﾎﾞｽﾆｱ･

3-1

イラン

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

2-1

ガーナ

※金運の多いチームを左に記載

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

2-0

ｳﾙｸﾞｱｲ

Ｈ組
ﾍﾞﾙｷﾞｰ

2-1

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ

ロシア

1-1

韓国

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

1-0

ロシア

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ

4-2

韓国

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

1-0

韓国

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ

1-1

ロシア

試合結果（決勝トーナメント）
決勝
ドイツ

1-0

準々決勝
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

準決勝

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

2-1

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

ﾌﾗﾝｽ

2-0

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ドイツ

1-0

ﾌﾗﾝｽ

ドイツ

2-1

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ

ドイツ

7-1

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｵﾗﾝﾀﾞ

0-0

ｺｽﾀﾘｶ

ｵﾗﾝﾀﾞ

2-1

ﾒｷｼｺ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

0-0

ｵﾗﾝﾀﾞ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

1-0

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

ｺｽﾀﾘｶ

1-1

ｷﾞﾘｼｬ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

1-0

スイス

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

2-1

ｱﾒﾘｶ

３位決定戦
ｵﾗﾝﾀﾞ

3-0

１回戦
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

1-1

チリ

※金運の多いチームを左に記載
※同点の場合、左のチームが PK 戦で勝利

サッカーワールドカップにおける各国の金運（先発メンバー）を表に記載しました。
Ｃ組以外は初戦の先発メンバーの合計金運を記載しています。試合結果と金運を比較する
と、大変な法則を発見することができます。
今回のワールドカップ全試合で、金運の多いチームが勝利か引き分けているのです。
金運が多いチームが負けた試合は１試合もありません。
この結果から、ワールドカップでは出場選手の合計金運の多いチームが勝つか引き分ける
という法則があることが分かります。
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ワールドカップサッカーでは、全ての国が勝つために全力を尽くします。
手抜きはありません。これがワールドカップとその他の試合の違いです。
本気で戦った時に勝敗を分けるのが、金運なのです。
ですから、金運の多いチームが勝つのです（もしくは引き分けるのです）。
ワールドカップで活躍すると、莫大な収入の機会に恵まれることになります。
これは金運の実現を意味します。
ワールドカップの勝利

＝

金運実現

ですから、金運の大きいチームの方が勝利を実現する力が強くなります。
これが、金運の多いチームが勝つ理由です。
日本代表チームが次のワールドカップ（2018 年、ロシア大会）で勝つためには、金運が必
須です。
金運が無ければ勝てません。
金運を育てることが、ワールドカップで勝つための近道なのです。
このように、金運は社会的な序列に極めて大きな影響を与えます。
金運の重要性をぜひご理解頂きたいと思います。
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金運別人数分布図
金運（円）

金運別の人数分布図（人類全体）を作成しました。
10 億円以上の金運の人は、4200 人程です。

5000 億～

1

1000 億～

8

100 億～

278

10 億～

3,886

1 億～

168,000

1000 万～

79,600,000

100 万～

696,000,000

0～

3,954,000,000

-100 万～

1,876,000,000

-1000 万～

375,000,000

-1 億～

38,900,000

-10 億～

77,200

-100 億～

6,577

-1000 億～

876

-1 兆～

67

～ -1 兆

0

10 億円以上の金運がある人の割合は、100 万人に 1 人
以下になることが分かります。
これらの方々は、極めて金運の多い人だということに
なります。
金運サービスでは、90 万円（会員価格 63 万円）のお
申込で 10 億円の金運を提供します。
極めてお徳なサービスだということをご理解頂けると
思います。
40 億人程の人が 0～100 万円に位置しています。
これは給料分ほどの金運が積まれていることを意味しま
す。

人数（人）

サラリーマン等、給与所得者の多くがここに位置してい
るのです。
給与は通常働いた後で受領します。

働いてから受領するまでの間、給与は金運として計上されるのです。
この金額が 100 万円以下の人が多いと考えられます。

又吉さんの芥川賞受賞は莫大な先祖金運の賜物
お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹さんが「火花」で芥川賞を受賞しました。
又吉さんの現在の先祖金運は 278 億円、本人金運は 2 億円です。
このように、大成功する人は例外なく莫大な金運（先祖金運）に恵まれています。
金運は幸運を実現するための極めて重要な要素なのです。
先祖金運が無い人は、自分自身の金運を増やせばよいのです。
そうすれば、先祖金運が大きい人と同様の幸運を獲得できることになります。
金運サービスでは１回のお申込で最大１００億円分の金運をお申込者に提供しています。
ご利用をお待ちしております。
（2015.7.30
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午後 5 時 記載）

山岸舞彩さんの結婚は莫大な先祖金運の賜物
ニュース番組「NEWS ZERO」でキャスターを務める山岸舞彩アナウンサーの結婚が報道
されました。
お相手は百貨店「丸井」の創業者の孫で、不動産関係の会社の代表取締役とのことです。
山岸舞彩さんの現在の先祖金運は 376 億円、本人金運は 1 億円です。
資産家と思われる男性と結婚できた最大の理由は、ご本人が莫大な金運（先祖金運）に恵
まれていることです。
このように、金運のある人は結婚運にも恵まれることになります。
先祖金運の無い人は、本人金運を増やすことにより同様の幸運を獲得することができます。
金運サービスでは、お申込者に金運を提供しています。
お申込をお待ちしております。
（2015.7.30

午後 5 時 記載）

人気アーティストの活動継続には莫大な金運が必要
EXILE のメンバー３名（MATSU さん、USA さん、MAKIDAI さん）のパフォーマー卒
業が発表されました。
年内で EXILE のパフォーマーとしての活動を終了するそうです。
EXILE は 2001 年に６人でスタートしましたが、この３名が卒業すると、当初からのメン
バーはボーカルの ATSUSHI さんだけとなります。
ATSUSHI さんだけが EXILE で活動を続け、他のメンバーが卒業する理由は何だかお分
かりですか。
ATSUSHI さんの先祖金運は 396 億円です。
ATSUSHI さん以外のメンバーの先祖金運、本人金運は残っていません。
このように、莫大な金運（先祖金運）が、ATSUSHI さんが EXILE で活動を続けること
ができる最大の理由なのです。
EXILE は人気グループですから、活動により莫大な利益を生み出します。
この利益の大部分はメンバーの金運が実現した結果です。
ですから、長期間活動を続けると、金運は失われます。
長期間活動を継続するためには、莫大な金運が必要です。
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金運が不足する場合には、金運を増やす必要があるのです。
金運サービスお申込者には金運を提供します。
1 回のお申込で最大 100 億円の金運を提供します。
ご利用をお待ちしております。
（2015.7.31
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午後 5 時 記載）

組織の金運
組織にも金運があります。
組織の金運は、その組織が受け取ることができる金額を意味します。
現在の社会の経済取引の主体は個人と企業等の組織です。
ですから、企業等の組織にも個人と同様に金運が存在します。
また、国家にも金運があります。
（日本人の金運

アメリカの金運を回復した輝の会 ご参照）

このように、企業だけではなく国家等の様々な組織にも金運は存在します.。
（2015.8.8

午後 5 時 記載）

マクドナルドの売上高減少理由はマイナス金運
日本マクドナルドの 2015 年 6 月までの売上高は、
17 ヶ月連続で前年同月を下回りました。
その主な理由は金運不足です。
日本マクドナルドの金運はマイナス 787 億円です。
（マクドナルド全体ではマイナス 4893 億円です）
マイナス金運は利益が減少することにより実現します。
売上高減少という形で利益が減少し、マイナス金運が実現しているのです。
ですから、日本マクドナルドが売上を回復する最も効果的な方法は、金運をプラスにする
ことです。
金運がプラスになり、
更に増えると、
会社を支える指導神霊が格の高い神霊に代わります。
逆に金運が減少すると、格の低い神霊が指導神霊になります。
会社の指導神霊のオーラはその会社の商品から放射されています。
当然マクドナルドの各商品（ハンバーガーやドリンク等）からも指導神霊のオーラが放射
されています。
マクドナルドが日本に進出してきた 1970 年代の指導神霊は、創造神界２段目上位に位置
していました。
創造神界２段目上位の創造神は喜びオーラを放射できます。
ですから、当初の日本のマクドナルドの商品からは、喜びオーラが放射されていたはずで
す。
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すると、マクドナルドの商品は非常に美味しくなります。
美味しい食べ物からは喜びオーラが放射されているのが一般的なのです。
（喜びオーラは美味しさの源泉

ご参照）

その後、マクドナルドは金運を失ったため、創造神界１段目の創造神が指導神霊になりま
した。
この神霊は喜びオーラを放射できません。
ですから、マクドナルドの商品は以前と比べて魅力が無くなっています。
これが、売上が減少している最大の理由と思われます。
マクドナルドが勢いを取り戻すためには、金運を増やしてプラスに戻す必要があります。
すると、指導神霊も高位の創造神に代わります。
商品からは喜びオーラ等が放射されるようになり、美味しくなります。
その結果、売上は回復することになります。
これは、プラスの金運が実現している状況です。
このように、金運がプラスの企業は、高位の神霊のサポートを得ることができます。
その結果、この金運は実現し、利益は増加します。
金運サービスでは、企業にも金運を提供しています。
経営を安定させるためにも、ぜひお申込頂きたいと思います。
（2015.8.8

午後 5 時 記載）

ソニーの業績を急回復させた金運サービス
2014 年 9 月 17 日、ソニーは 2014 年度の連結純損益の見通しについて、2300 億円の赤字
に下方修正しました。
しかし、2015 年 4 月に発表された 2014 年度の連結純損益は 1260 億円の赤字でした。
半年程の間に 2014 年度の連結純損益が 1000 億円以上改善したことになります。
また、2015 年度の当期純利益は 1400 億円の黒字を見込んでいます。
なぜソニーの業績は急回復したのでしょうか。
2014 年 2 月にソニーの創業者である井深大さんと盛田昭夫さんを天界に導かせて頂きま
した。
この時から、ご両名は輝の会守護神として働かれています。
もちろん、ソニーの指導神霊としても活躍されています。

39

しかしながら、ソニーの金運は大幅なマイナスでした。
2014 年 11 月中旬時点で、ソニーの金運はマイナス 877 億円だったのです。
このままでは業績回復が困難なため、ソニーに対して金運の提供を開始しました。
その結果、2014 年 12 月中旬にソニーの金運はプラス 47 億円になりました。
輝の会は、1 ヶ月間でソニーの金運を 900 億円以上増やしたのです。
これが、ソニーの 2014 年度の純損益が 1000.億円程回復した最大の理由です。
もちろん、輝の会守護神である井深さん、盛田さんの指導も、業績回復の大きな力になり
ました。
このように、金運が増えると企業業績は回復します。
金運サービスでは、会社等の組織や個人に対して金運を提供しています。
お申込をご検討頂きたいと思います。
（2015.8.9

午後 5 時 記載）

シャープの経営難は金運不足が原因
シャープは 2015 年 3 月期決算で 2223 億円の純損失を計上しました。
その主な理由はマイナス金運です。
シャープの金運はマイナス 6894 億円です。
このマイナス金運が損失計上という形で実現しているのです。
ですから、最も有効な対策は会社の金運をプラスにすることです。
尚、以前にシャープの経営難の原因は積徳量の不足であると説明しました。
（シャープの経営難は積徳量不足が原因 ご参照）
この文章を記載したのは 2012 年 9 月です。
この時点では、輝の会では金運について発表していません。
輝の会が金運についての説明を開始したのは、2013 年 11 月です。
2012 年当時は、金運と積徳量の概念が混同していました。
金運も徳の一部として説明していたのです。
ですから、シャープの経営難の原因は積徳量の不足であるという説明を行いました。
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現在では金運と駅徳量を分けて説明しているため、シャープの経営難の原因がマイナス金
運だと正確に説明できます。
尚、シャープは積徳量も不足しています。
ですから、金運だけでなく積徳量も増やす方が賢明です。
金運サービスでは、企業等の組織や個人に金運を提供しています。
ご利用頂ければ、シャープの金運をプラスに戻すことも可能です。
そうすれば、シャープの業績は回復します。
開運では、企業等の組織や個人に徳を提供しています。
ご利用をお待ちしております。
（2015.8.10 午後 5 時 記載）
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企業別金運一覧
企業名

金運（億円）

読売新聞

-43

朝日新聞

-31

毎日新聞

28
489

日本経済新聞
日本テレビ

46

TBS テレビ

88

フジテレビ

-727

テレビ朝日

95

トヨタ自動車

32700

日産自動車

18600

ホンダ

18300

パナソニック

881

日立製作所

-38

東芝

-379

ソニー

688

富士通

28

NEC

37

キャノン

38

三菱東京 UFJ 銀行

69600

三井住友銀行

48600

みずほ銀行

29600

企業別積徳量の一覧表を作成しました。
（有効桁数３桁以下）
この表中では、フジテレビや東芝のマイナス金運が目立ちます。
金運サービスでは、企業等の組織や個人に金運を提供しています。
ご利用をお待ちしております。
（2015.8.11
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午後 5 時 記載）

日本人の金運
日本人全体の金運合計を表に記載しました。
2013 年 11 月の現在、日本人の金運は 600 兆円程のマ

日付

日本人の金運
（兆円）

イナスとなっています。
これは、日本人が他国の人々に 600 兆円以上のお金

1945/8/15

-96

（もしくは同等の価値）を払わなければならないことを

1947/5/2

-117

意味します。

1947/5/3

486

日本では国の借金が増加を続けています。

1950/1/1

447

その本質的な理由は、日本人の金運がマイナスになっ

1960/1/1

378

1970/1/1

287

1980/1/1

59

1988/1/1

35

1989/1/1

-17

1990/1/1

-49

1995/1/1

-887

1998/1/1

-1394

2000/1/1

-1178

2003/6/1

-1276

2003/8/1

-1186

2005/1/1

-1218

2008/1/1

-1316

2008/10/1

-1348

2008/11/2

-958

2009/1/1

-927

2010/1/1

-853

2011/1/1

-843

2012/1/1

-828

2013/1/1

-725

2013/11/14

-613

ていることです。
借金が増えることは、金運のマイナス分が具体的な形
になって表れることを意味します。
金運のマイナス分を減少させる過程で、国の借金が増
加を続けているのです。
第二次世界大戦直後の日本の金運はマイナス 96 兆円
と大幅なマイナスでした。
これがプラスに転じたのは、日本国憲法の施行された
1947 年 5 月 3 日でした。
この日に金運が 603 兆円増加しました。
その内、558 兆円の増加は、第９条の戦争放棄により
ます。
軍事力を放棄すると、他国が日本の軍事力を警戒する
必要がなくなります。
その分軍事費を使わなくて済むため、他の価値を購入
することができます。
これは、他国に経済的な価値を提供することを意味し
ます。
以上の理由で、日本国憲法第９条の戦争放棄により、
日本の金運が上昇しました。
軍事力を削減すると、金運は上昇します。

現在の自民党政権では、憲法解釈を変更することにより、集団的自衛権等の強化等、軍事
力を強化する方針を明確にしています。
これは世界各国に対して軍事力の圧力を加えることにつながります
その結果、日本の金運はマイナスになります。
これが、日本の景気回復にマイナスの影響を与えることは、ここまでの説明でご理解頂け
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ると思います。
景気回復、財政再建の面だけから判断しても、安倍政権が主張する憲法解釈変更を行うべ
きでないことは明らかです。
軍事力増強は戦争につながる政策です。
ですから、平和とは逆行する政策なのです。
（理由については

軍事力による平和維持は不可能 ご参照）

戦後日本の繁栄は、日本国憲法（戦争放棄）が原点でした。
しかし、本来違憲であるはずの軍隊（自衛隊）を復活させたため、戦争放棄が有名無実に
なりました。その分、日本は金運を失い続けてきたのです。
株などの売買による利益計上も、金運減少要因となります。
株式売却による利益の源泉は、将来発生する経済取引です。
将来発生する経済価値を事前に計上するのが株式売却利益の本質なのです。
（詳細は 株は貨幣価値の２重計上 証券は貨幣価値の多重計上 ご参照）
ですから、株式売却で利益を計上すると、一方的に貨幣を受領することになるため、金運
は減少します。
株の取引拡大、株価上昇と共に日本の金運は減少を続け、1988 年に金運はマイナスになり
ました。 この頃から日本人は様々な方法で金儲けを続けました。
株による利益が価値の先取であり、これを元に不動産等の様々な資産等を買占めることは、
一方的に経済的価値を受領する行為です。
これを継続すれば、金運を失い続けるのは当然だったのです。
1990 年代以降も、このようにして金運は減少を続けました。
金運が増加した時期は何度かありました。
1998 年から 2000 年は、不良債権問題等の解決のために国費を投入したため、金運は回復
しました。しかし、国の借金は増加しました。
2003 年の 6 月～8 月の間に、金運が増加しました。
この時期は、筆者（滝沢）が「マイナス金利の導入」を各種大臣や日銀総裁等に送付した
時期です。
「マイナス金利の導入」では 1990 年代以降継続していた不良債権発生理由を解明しまし
た。
高すぎた金利水準がその理由だったのです。
これを各種大臣等に伝えたことにより、低金利政策が実現しました。
（マイナス金利の導入

ご参照）

これは預金者（債権者）が利息を放棄し、借主（債務者）の利子負担を軽減する政策です。
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預金者（債権者）の過剰な利子受領が無くなった為、日本の金運は回復したのです。
「マイナス金利の導入」を公開したことにより、日本人の金運は 86 兆円増加しました。
（本文記載時点までの実績です）
2008 年 10 月～11 月 1 日にかけて、金融・経済制度の全面改訂（フラクタル経済理論の第
１章）を発表しました。
この時に、日本人の金運は大幅に向上しました。
リーマンショックが起こった理由を理論的に解明することに成功したからです。
その理由とは、証券が貨幣価値の多重計上だということです。
ある経済取引が行われないと、同時に多くの取引が行われなくなります。
その結果、 莫大な価値が失われたように見えるのです。
（詳細は フラクタル経済理論 ご参照）
2013 年に入って、株価は大幅に向上しました。 この状況下では、株の売却により利益を
計上できるため、金運は減少します。
しかし、実際には金運は失われずに増加しました。
その理由は、輝の会が徳や金運を提供しているためです。
（就業可能日数用の徳は含んでいません）
輝の会から日本人に対して金運及び徳の提供を提供したことにより、2013 年だけで日本人
の金運を 138 兆円増加させました。
2013 年に入って株の時価総額が 120 兆円以上増加しました。
この増加分と輝の会が提供した金運がほぼ一致しています。
2013 年の日本の景気回復は輝の会の金運や徳の提供により実現していることを、以上の説
明でご理解頂けると思います。
尚、アベノミクスにより金運は 78 兆円減少しています。
株価操作で利益を計上すると、金運は減少します。
ですから、将来的には日本は貧しくなります。
株による利益計上は将来の損失につながるのです。
（本文の金額は 2013.11.14 時点）

日本人の大幅な賃上げを実現した金運サービス
2013 年 10 月から 2014 年 5 月の間に、輝の神（輝の会本尊）は日本人全体に金運サービ
スを無償で提供しました。
日本人に対して金運生成用の徳を提供したのです。
その量は合計で１．９兆（人・年）程になります。
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日本人全体にこの徳を提供しました。
この場合、生成される金運は、個人に徳を提供する場合よりもはるかに多くなります。
この金運生成用の徳を個人に提供すると、
１．
６７兆円程の金運がこの人に蓄積されます。
しかし、日本人全体に提供すると、日本全体の金運はこの金額よりもはるかに大きくなり
ます。
その理由は、ある人の金運は周囲の人々の金運を高めるためです。
金運が実現し、お金を受領すると、そのお金はやがて使われます。
これは、ある人の金運が、経済的につながりのある人々の金運を高める効果があることを
意味します。
大勢の人に金運を提供すると、その相乗効果が大きくなるため、金運合計は極めて大きく
なります。
日本人全体に金運を提供すると、個人に提供する場合よりも金運ははるかに大きくなるの
です。
その結果、この８ヶ月間で日本人の金運は８００兆円程改善しました。
本文記載時点で、日本人の金運は１００兆円以上のプラスです。
その影響は各方面に現れています。
連合が６月４日に発表した平均賃上額は５９８１円、賃上率は２．０８％と昨年同時期の
集計を０．３６％上回っています。
賃上率２％台は、１９９９年以来１５年ぶりということになります。
金運は、貨幣を受領する権利です。
金運が大きくなると、その分受け取れる貨幣が増えます。
日本人全体の金運がプラスになったため、賃上げ交渉が円滑に進んでいるのです。
輝の会の働きの大きさ、重要性をぜひご理解頂きたいと思います。

日本人に対する無償金運サービス終了
2013 年 10 月から継続していた、日本人に対する無償の金運サービスを先日終了
しました。
さらに金運が必要な方は、金運サービスをお申込頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。
（2014.6.5
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午後 4 時 記載）

日本人のプラス金運を実現できる金運サービス
日本人（輝の会以外）の金運は安全保障関連法案の衆議院での可決（2015 年 7 月 16 日）
以降、急激に減少しています。
可決から２週間経過していないにもかかわらす、マイナス３０兆円以下になりました。
尚、法案可決前の日本人金運合計は０円でした。
（輝の会の働きで、０円に抑えていました）
マイナスの金運は、経済悪化要因です。 ですから、解消する必要があります。
先日、金運サービスで提供する金運を大幅に増やしました。
（金運サービスのお申込方法

ご参照）

その結果、金運サービスだけで日本人の金運をプラスにすることが十分可能になりました。
金運サービスでは、１万円のお申込者に対し、２０００万円の金運を提供します。
（一般価格の場合。会員価格は 7000 円と更にお得な価格です）
日本人全員にこのサービスをご利用頂いた場合、合計で２５００兆円以上の金運を日本人
に提供することができます。
これは日本の借金額の２倍以上の金額です。
日本の GDP（国内総生産）の５倍程の金額でもあります。
２５００兆円はこのように十分な量の金運なのです。
ところが、この金運サービスの代金は１兆３０００億円以下です。
トヨタ自動車の年間売上高が２７兆円以上ですから、その 20 分の１以下のお申込金額で
２５００兆円以上の莫大な金運を獲得できることになります。
このように、金運サービスは極めて安価なサービスです。
金運サービスを皆様にご利用頂ければ、日本人の金運を常時プラスに維持し、日本経済を
安定的に発展させることも十分可能です。
金運サービスを是非ご利用頂きたいと思います。
（2015.7.29
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午後 5 時 記載）

アメリカの金運を回復した輝の会
アメリカの金運を時系列で表に記載しました。
日付

アメリカの金運
（兆円）

第２次世界大戦に勝利し、大勢の人々を救済したこと
1945/1/1

87

1945/8/16

5968

1970/1/1

2948

1990/1/1

1786

2000/1/1

686

2005/1/1

87

2007/1/1

-167

2008/1/1

-687

公開株式は貨幣価値の多重計上です。本来経済的な価

2009/1/1

-1486

値はありません。
（「フラクタル経済理論 株は貨幣価値

20012/1/1

-1476

2013/1/1

-1447

2013/10/1

-1428

2014/1/1

-1355

2014/6/1

-537

により、アメリカには莫大な金運が記録されました。
その金額は 5900 兆円程になります。
この金運の実現過程として、戦後のアメリカは繁栄を
続けることができたのです。
しかし、金運は実現すると（お金を受領すると）、そ
の分減少します。

の２重計上」ご参照）
ですから、株の売買で利益を上げると、金運は減少し
ます。
実際、株の売買等によりアメリカの金運は減少を続け
ました。
また、他国を破壊すると金運を失います。

2003 年のイラク戦争により、アメリカは 300 兆円以上の金運を失いました。
その結果、2006 年にアメリカの金運はマイナスになりました。
2008 年にはリーマンショック等が発生したため、アメリカの金運は 1400 兆円以上のマイ
ナスになりました。
そして、2009 年には失業率が 10％を超えました。
景気が最悪の状況に陥ってしまったのです。 金運はお金を受領できる権利を意味します。
金運がマイナスの状態は、お金を失う状況が到来することを意味します。
金運は一般的には仕事を通じて実現します。
金運を失うことは、仕事を失うことを意味します。
アメリカの人々の金運がマイナスになったため、アメリカの人々は仕事を失い、失業率が
上昇したのです。
これが、リーマンショック後のアメリカの状態でした。
輝の会はアメリカに対する積徳・霊位向上を継続しています。（奉仕活動です）
2013 年 10 月からは、アメリカに金運の提供を開始しました。（奉仕活動です）
そして、この金運提供を 2014 年 6 月上旬まで継続しました。
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その結果、2014 年 6 月にはアメリカの金運はマイナス５３７兆円になりました。
輝の会の金運提供により、わずか８ヶ月ほどで、アメリカの金運は約 900 兆円も回復した
のです。
最近 NY ダウで史上最高値が記録されている理由は、短期間の間に、アメリカの金運が 900
兆円も増えたためです。
この金運が株価上昇という形で実現しているのです。
また、アメリカの 2014 年 6 月の失業率は 6.1％でした。
輝の会が金運提供を開始してからの 8 ヶ月間で 1.2％も失業率が低下したことになります。
このように、輝の会では多くの人々に金運を提供することにより、経済の安定・発展を実
現しています。
輝の会の重要性をご理解頂きたいと思います。

アメリカをデフォルトの危機から救済した輝の会
2013 年 10 月にアメリカの国債は債務不履行（デフォルト）の危機に陥りました。
連邦債務上限の引き上げ問題で、オバマ政権と野党共和党が対立していたためです。
期限である 10 月 17 日までに上限の引上げができない場合、
アメリカ国債はデフォルト
（債
務不履行）に陥っていました。
しかし、期限直前に合意が成立しました。
その結果、米議会では暫定予算案と国債の追加発行に必要な法案が可決されました
もしデフォルトが実現していた場合、世界経済は大混乱に陥るところでした。
アメリカがこのような状況に陥った理由は、徳や金運を失っていたためです。
アメリカは前月の 2013 年 9 月に、シリア攻撃を承認するよう、世界各国に働きかけまし
た。
その結果、アメリカは徳を失い、積徳量はマイナスになりました。
（霊位・積徳量速報 2013 年 9 月 30 日分 ご参照）
これがアメリカ国内に混乱を生じさせた主な理由です。
積徳量がマイナスになると、不調和な状況が実現しやすくなるのです。
アメリカの積徳量不足が混乱の原因だと気付いたので、滝沢（輝の会会長）はアメリカに
徳を提供しました。
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10 月上旬だけで 50 億（人・年）以上の徳をアメリカに提供したのです。
（奉仕活動です）
すると、財政を巡る米与野党の協議が進展するというムードが高まりました。
積徳量がプラスになると環境は調和します。
アメリカに徳を提供した結果、財政問題が解決に向かい始めたのです。
そして、タイムリミット直前に国債の追加発行は実現しました。
もし輝の会がアメリカに徳を提供しなければ、アメリカ国債がデフォルトに陥った可能性
は極めて高かったと思われます。
この場合、世界経済は大混乱に陥っていたはずです。
輝の会が経済大混乱の危機から全世界を救済したのです。

アメリカのデフォルト危機の原因はマイナスの金運
アメリカがデフォルトの危機に陥った理由は、莫大なマイナスの金運です。
マイナスの金運が実現すると、お金を失います。
アメリカのマイナスの金運が、国債発行額増加という形で実現しているのです。
国債発行額が増加し続けるため、債務上限を引き上げる必要があるのです。
アメリカの金運は現在もマイナスです。
これが実現すれば、アメリカはさらにお金を失うことになります。
アメリカの財政問題を解決するためには、金運をプラスにする必要があります。
金運をプラスにすると、その実現過程で債務は減少することになります。
金運をプラスにするためには、奉仕活動が重要です。
また、寄付を行うと、寄付金額より大きな金運が計上されます。
（ユニセフへの寄付より金運蓄積効果が大きい金運サービス ご参照）
輝の会の金運サービスでは、寄付金以上に多額の金運を提供します。
金運がマイナスの状態は、努力不足を意味します。
努力すれば状況は改善します。
アメリカの人々にはぜひ金運をプラスにする努力を行って頂きたいと思います。
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金運提供により貧しい人々を救済する輝の会
輝の会では、世界中の貧しい人々に金運を提供しています。（無償奉仕活動です）
ここで言う「貧しい人々」とは、
「資産がなく、金運がマイナスの人々」のことを意味しま
す。
2013 年 11 月からこの金運提供を開始しました。現在も継続中です。
金運生成のために使用した徳の量は７兆（人・年）程になります。（2014.8.6 迄の実績）
当初、対象者は 18.5 億人でしたが、現在は 16.7 億人に減少しました。
金運を提供した結果、経済的に豊かになった人が増えたためです。
この金運提供により、186 万人の命が救われました。（天の記録です）
輝の会は金運を貧しい人々に提供することにより、多くの人々の命を救済しているのです。
貧しい人々がいなくなるまで、この活動を継続する予定です。
輝の会の活動をぜひご理解頂きたいと思います。

子供やお年寄りにも金運は必要
金運は全ての人に記録されています。
サラリーマン、子供、お年寄りなど、全ての人に金運は記録されているのです。
一般の家庭では、親が子供に生活物資や生活費を提供しています。
子供は生活物資や生活費を受ける際、その価値に見合うだけの金運を消費します。
消費した金運の対価として生活物資や生活費を受け取ることができるのです。
子供は自立し、自ら生活費を稼ぐことができるようになるまでの間、金運を消費し続けま
す。生活物資等の経済的価値があるものを親などから貰い続けるためです。
金運が十分な子供は、生活費等のサポートを受け続けることができますが、金運が少ない
子供や金運が無い子供はサポートを受けられなくなる可能性があります。
ですから、子供の安定した生活環境を実現するためには、金運が必要なのです。
これは、お年寄りにも当てはまります。
お年寄りは年金を受給しますが、この際にも金運は減少します。
お年寄りの安定した生活環境を実現するためには、金運が必要です。
以上の説明でお分かり頂ける通り、金運はすべての人に必要なのです。
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金運の増減ルール
経済的価値のある物とは、人の創造力（徳）で価値を付加された物のことです。
これを受領することは、創造力を受領することを意味します。
すると、受領した創造力の分だけ、受領者は創造力を消費します。
これは天の絶対的なルールです。
貨幣で購入できるもの受領すると、上記のルールで創造力（徳）を失います。
貨幣は徳を失う代わりに同等の価値あるものを提供する働きです。
この場合、受領する物と貨幣の価値が完全に等しければ、徳の増減は発生しません。
金運は、貨幣で購入できる物を対象として、価値の差の補正を行うものです。
金額が一致している物でも、価値が一致する（使われた創造力が一致する）ことはほとん
どありません。
払う貨幣より受領する価値が大きい場合、金運を失います。
逆に、払う貨幣より受領する価値が小さい場合、金運は増加します。
このように、金額と価値の差を補正することが、金運の存在理由なのです。
ですから、バーゲン等で安いもの（受領する価値が払う貨幣より大きいもの）を購入する
と、金運は減少します。
逆に高いもの（受領する価値が払う貨幣より小さいもの）を購入すると、金運は増加しま
す。
お金は本来存在しません。（天にお金は存在しません）
ですから、価格差で損得が発生することは本来起こりえません。
金運の存在により、このことが実現しているのです。
上記文章は、一般に流通している商品やサービスを対象としています。
同じ商品で価格差がある場合、金運で補正が行われることを説明しています。
輝の会の各種サービスで提供する価値は、価格よりもはるかに大きくなります。
これは輝の会だけではなく、正しい宗教全般に共通していることです。
もしお賽銭を 100 円払って願い事をし、100 円分の価値しか提供されないとしたら、誰も
神社や仏閣に参拝しなくなります。
宗教を広く社会に普及するために、支払われた金額よりも大きな価値を提供するのが、正
しい宗教の一般的なあり方なのです。
この場合、支払われた金額よりも大きな価値を提供することが創造神界で認められていま
す。
ですから、サービスや功徳を受けた人が金運や徳を失うことはありません。
輝の会の各種サービスをお申込み頂いた場合も同様です。
莫大な価値を提供しますが、お申込者が金運や徳を失うことはありません。
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北島三郎さんの紅白卒業は金運喪失が原因
2013 年の第６４回紅白歌合戦で、北島三郎さん（77）が５０回目の出場を果たし、紅白
から卒業しました。
ご高齢が卒業の理由と思われているようですが、実態はそうではありません。
金運喪失が、紅白を卒業した真の理由です。
北島三郎さんは、1962 年に「ブンガチャ節」でデビューしました。
このジャケットを見ると、北島さんには８３億円の金運があったことがわかります。
金運の大きい人の場合、高い地位を長期間維持することにより、金運を実現させることが
よくあります。
北島さんの場合、莫大な金運を実現する過程として、天から才能を与えられ、演歌のトッ
プ歌手として５０年以上活動することができたのです。
演歌のトップ歌手という高い地位を維持できた最大の理由は、莫大な金運にあったのです。
その後、歌手活動を継続することにより金運は減少し続けました。収入等の形で金運が実
現したためです。
2011 年の紅白歌合戦に参加した北島さんの金運は、１．２億円程まで減少していました。
2012 年の紅白歌合戦では、０．４億円程になっていました。
そして、2013 年の最後の紅白では、金運はマイナスになっていたのです。
金運がなくなると、高い地位を維持できる理由がなくなります。
天から高い地位を維持するためのサポートも頂けなくなります。
その代わり、
「これ以上現在の地位を維持するのは無理」というインスピレーションが天か
ら本人に届きます。
このインスピレーションにより、金運が無くなるタイミングで活動を縮小する人が多いの
です。
北島さんも、同様の理由で、歌手活動を縮小し始めたと思われます。
それが、紅白卒業だったのです。
また、４月２１日には、４６年間続けてきた１カ月規模の大劇場公演活動にピリオドを打
つことを発表しました。
これも、金運喪失が最大の理由です。
逆に考えると、金運を補充し、増加させれば、再び天から強力なサポートを頂けるため、
北島さんは従来の歌手活動を継続することができるはずです。
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ここまでの説明でご理解頂ける通り、金運は高い社会的地位を維持するための極めて重要
な要素です。
金運サービスでは、お申込金額よりもはるかに大きな金運を提供します。
金運サービスの重要性をご認識頂きたいと思います。

ジャニーズを救済した輝の会
2012 年 12 月にジャニーズ事務所の徳が減少していることを発表しました。
（ジャニーズの人気の秘密

ご参照）

2014 年迄に積徳量がマイナスになる可能性が高かったのです。
しかし、昨年の紅白歌合戦では史上初めて６組（Sexy Zone、V6、関ジャニ∞、TOKIO、
SMAP、嵐）が出場しました。
このように、ジャニーズ事務所の勢いは全く衰えていないように思われます。
衰えると思われたジャニーズの勢いが衰えなかったことになります。
この理由は何だかお分かりですか。
実は 2014 年 8 月に、ジャニーズ事務所の社長であるジャニー喜多川さんに手紙を送付し
ました。
「金運がマイナスになっています。」というのが、その主な内容です。
ジャニー喜多川さんは、元々莫大な金運をお持ちでした。 この金運が、ジャニーズ事務所
が発展した主な理由の１つです。 （積徳量の多さも主な理由です）
会社の中心人物の金運や積徳量は、その会社の業績に多大な影響を与えます。
しかしこの金運も年々減少を続け、2013 年末にはマイナスに転じました。 金運がマイナ
スになると、仕事量は減少します。
31 年間続いた「笑っていいとも」には SMAP の３人（中居さん、香取さん、草彅さん）
や noon boyz がレギュラー出演していましたが、2014 年 3 月に終了しました。
また、10 年間続いた２番組「僕らの音楽（ナレーター：草彅剛さん)」及び「新堂本兄弟
（司会：KinKi Kids）」は、共に 2014 年 9 月に終了しました。
このように、2014 年にジャニーズの勢いは急速に衰え始めていました。
しかし、上述のように金運不足をお知らせしたため、事態は急速に好転しました。
ジャニー喜多川さんの金運が、手紙送付後プラスに転じたのです。
ジャニー喜多川さんが、ご自身で金運の蓄積を開始したためと思われます。
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その結果、ジャニーズの仕事の減少は止まり、逆に増加に転じました。
また、金運が増えると格の高い指導神霊に導いて頂けるようになります。
その結果、ジャニーズのメンバーのオーラが強くなりました。
これらが 2014 年 8 月以降のジャニーズに勢いが出た最大の理由です。
そして、紅白歌合戦に６組を出場させることに成功したのです。
ジャニー喜多川さんの金運は現在でも増え続けていますから、ジャニーズの勢いは今後も
継続すると思われます。
輝の会の働きの大きさをご理解頂きたいと思います。
（2015.4.16

午後 0 時 記載）

「笑っていいとも」終了の原因はマイナス金運
2014 年 3 月に、３１年間続いた「笑っていいとも」が終了しました。
実はこの時、主な番組関係者の金運が全てマイナスでした。
このマイナス金運が、番組が終了した最大の理由です。
番組の司会者はタモリさんです。 タモリさんは元々多額の金運をお持ちでした。
しかし、長期間活躍されるにつれ、その金運も減少を続けました。
そして、タモリさんの金運は 2012 年末にマイナスになりました。
その後、「笑っていいとも」終了まで、金運マイナスの状態が続きました。
「笑っていいとも」を放送していたフジテレビの金運は、2011 年にマイナスに転じました。
フジテレビは 2004 年～2010 年の７年間、年間視聴率三冠王（ゴールデンタイム、プライ
ムタイム、全日）を獲得し続けました。
しかし、2011 年にその地位を失いました。
その理由は、会社の金運がマイナスに転じたためと考えられます。
その後、現在に至るまで、フジテレビのマイナス金運は続いています。
複数の所属タレントが「笑っていいとも」にレギュラー出演していた吉本興業の金運は、
2013 年にマイナスになりました。 そして、このマイナス金運は「笑っていいとも」終了後
の 2014 年 8 月まで継続しました。
また、SMAP のメンバー３人がレギュラー出演していたジャニーズ事務所社長の金運も、
2013 年にマイナスになりました。（ジャニーズを救済した輝の会）ご参照。
このように、司会者のタモリさん、フジテレビ、ジャニーズ事務所、吉本興業の金運が全
てマイナスになるという特殊な状況の中で、「笑っていいとも」は終了しました。
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番組終了理由は、マイナス金運だったのです。
もし関係者の金運がマイナスにならなければ、
「笑っていいとも」は続いていたと思われま
す。
尚、タモリさんには金運がマイナスであるｊことを手紙でお伝えしました（2014 年 8 月）
。
また、吉本興業のあるタレントにも金運がマイナスであることを手紙で伝えたました
（2014 年 8 月）。その手紙に、吉本興業の金運がマイナスであることも記載しました。
その結果、タモリさんや吉本興業の金運はプラスに転じました。現在でも金運は増加し続
けています。
タモリさんが缶コーヒー「BOSS」の CM に登場するようになったのは、金運がプラスに
なった後のことです。 また、
「ヨルタモリ」
「プラタモリ」等の番組や NHK 紅白歌合戦の審
査員など、仕事が増え続けている理由も、プラスになった金運の影響だと考えられます。
しかし、フジテレビの金運はマイナスが続いています。
（日本テレビ、TBS テレビ、テレビ朝日の金運はプラスです。）
金運がマイナスであることをお伝えする機会が無かったため、フジテレビ関係者の方々が
この事実に気付いていないためだと思われます。
2014 年 3 月期決算で大幅な減益（当期純利益：前期比マイナス 44.8%）になったのも、
マイナス金運の影響と思われます。
金運をプラスにすれば、業績も回復すると考えられます。
金運の重要性をご認識頂きたいと思います。
（2015.4.21

午後 5 時 記載）

金運実現方法
金運はお金を受け取ることができる運気です。
お金を受領すると、金運は減少します。
金運は日々の生活の中で自然に実現するのが一般的です。
安い商品を購入すると、金運は減少します。
これは、有利な経済取引を通じて金運が実現することを意味します。
（金運のメリット

ご参照）

また、労働提供後に受領する給料は、働いてから給料を受領するまでの間、金運として計
上されます。（金運別人数分布

ご参照）
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会社の仕事も経済取引と考えられます。
ここで有利な取引が実現すると、金運を消費することになります。
例えば仕事を行う際、金運を担当する神霊のサポートにより、比較的少ない努力で多くの
成果が上がることがあります。
この場合、努力量は少ないにもかかわらず、多くの給料等を受領することが可能です。
その結果、金運は減少します。
これは、会社との労働契約（経済取引）を有利な条件で実現した結果として金運が減少す
ることを意味します。
一般的に金運の多い人は、比較的少ない労働で、多くの収入を得ることができます。
金運の多い人にとっては、これが通常の状態なのです。
この有利な環境を通じて、金運は実現し続けます。
ですから金運の多い人ほど、労働量に比べて多くの収入を長期間得ることができます。
このように、経済的に有利な状態（収入が同じ労働量の平均的収入の人より多い状態等）
を長期間継続させることにより、莫大な金運は実現します。
北島三郎さんは、８０億円以上の金運を５０年以上かけて実現させました。
有名歌手という経済的に有利な状態を長期間継続することにより、大きな金運を実現させ
たのです。
しかし、ご本人は
「努力をして仕事をした結果としてお金を貰った」
と考えているはずです。
金運が実現したとは考えていないと思われます。
しかし実態は、
「大きな金運実現過程として、有利な立場を長期間継続できるように天に導かれていた」
ということなのです。
このように、金運は仕事や日常生活中の各種経済取引（有利な取引）を通じて自然に実現
するのが一般的です。
その時期や期間は人により異なります。
金運のある人は、金運担当神霊などから、金運を実現させるための様々なアドバイスを頂
いています。
このアドバイスを受け入れるためには、素直な気持ちで生活することが大切です。
素直な気持ちは天に通じます。すると、天のアドバイスを容易に受け入れることができる
のです。その結果、金運は実現されます。
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以上の説明でお分かり頂ける通り、金運は有利な各種契約等を通じて自然に実現します。
金運の重要性をご理解頂きたいと思います。

実現しない金運は先祖金運として子孫が使える
金運は全てが実現するとは限りません。
金運を残したまま他界する人もいます。 では、実現しない金運はどうなるのでしょうか。
先祖金運について解説を行いました。（先祖金運 ご参照）
先祖金運は、金運を残したまま他界した先祖の金運のことです。
（先祖金運がマイナスのご先祖様もいます）
多くのご先祖様は、この金運を子孫に提供しています。
このように、残した金運は子孫に提供することができます。
ですから、金運はいくら積んでも積みすぎということはありません。
金運をできるだけ多く増やした方が、多くの金運を残すことができる可能性が高くなりま
す。
すると、この金運（先祖金運）で子孫を豊かにできます。
金運サービスではお申込者に金運を提供しています。
（金運サービスお申込方法

ご参照）

お申込をお待ちしております。
（2015.7.27

午後 4 時 記載）

開運の徳と金運の関係
輝の会は開運をお申込頂いた方に徳を提供しています。
輝の会が提供する徳は活動エネルギーであり、存在の原型を構成するエネルギーです。
この徳があれば、経済的な価値あるものを生み出し、販売することが可能です。
販売できれば、お金を受領することができます。
ですから、輝の会の徳は金運の原型ということができます。
輝の会の徳が金運の原型だということは、金運が不足した場合には、輝の会の提供した徳
で金運を代替できることを意味します。
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具体例で説明します。
金運を担当する神霊が提供する金運は０で、輝の会から徳を提供された人を想定します。
この人が経済的価値を受領する場合、金運はマイナスにならずに、輝の会から提供された
徳が減少します。
輝の会から提供された徳の減少には、金運消費と同等の価値があるのです。
具体的には

お金と徳の関係

に記載されただけの徳を消費することになります。

このように、輝の会が提供する徳は金運の代わりにもなります。
しかし、輝の会が提供する徳は経済的な価値を他者に提供したことにより記録された徳で
はありません。
（徳の生成方法は

磁界エネルギー発生装置（輝の会教義）ご参照）

また、輝の会が提供する徳は、身体構成エネルギーや才能、活動エネルギー、将来イメー
ジ（原型の構成）等、様々な用途に使用されます。
ですから、この徳は、経済的な価値の受領を保障するものではありません。
一方、金運は、経済的な価値を受領できることが天に保障されている状態を意味します。
金運を担当している神霊は、輝の神（輝の会本尊）より上位の神霊です。
圧倒的な力で金運を実現します。

金運生成方法
金運を生成する方法を説明します。
金運を生成するためには徳（磁気単極子エネルギー）が必要です。
徳の生成方法は

磁界エネルギー発生方法（輝の会教義）を参照願います。

徳は存在の原型を構成するエネルギーです。
社会の原型を構成することが可能なのです。
この徳を用いて、経済取引を希望する人が、経済取引を実現できる状態（原型）を創造し
ます。
すると、経済取引を行いたい人は、容易に経済取引を実現できます。
経済取引の実現は、経済的価値の発生を意味します。
経済取引の発生はお金と同等の価値が発生したことを意味します。
徳を使うことにより円滑な経済取引を実現することは、お金の価値の発生を助けることを
意味します。
ですから、この経済取引の実現で発生したお金の価値の一部は、徳により経済取引を実現
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できる状態（原型）を創造した人の努力で発生したことになります。
この努力の分だけ、徳により経済取引を実現できる状態（原型）を創造した人に金運が計
上されます。
この金運は、金運を担当する創造神から提供されます。
輝の神（輝の会本尊）は金運を提供しません。
輝の会の徳を上記の方法で使うことにより、金運を司る創造神が保証する金運を生成する
ことが可能なのです。
この方法で金運を生成すると、社会全体の経済取引が活発になるため、景気が良くなりま
す。
徳を提供する人の金運が計上されるだけではなく、社会が豊かになります。
これが、金運生成の大きなメリットなのです。

金運生成方法の理論的根拠
現在の貨幣制度では、価値は金額のみで表わされます。
しかし、本来は貨幣の保有期間も貨幣価値を表わすために必要です。
（外国為替理論の再構築（輝の会教義）ご参照）
貨幣の保有期間が長くなると、（経済取引サイクル長期化 - 取引総額減少） につながる
ため、社会全体の経済的価値は減少します。
ですから、貨幣総額も減少させる必要があります。
現在の貨幣制度ではこの調整が行われていないため、経済規模と貨幣総額が大きく乖離し
ています。
これが、（貨幣価値不安定 - 物価変動 - 経済不安定）の根本要因です。
徳を使って経済取引の実現を容易にすると、貨幣の保有期間が短期化されます。
これは

（経済取引サイクル短期化 - 取引総額増加） につながります。

その結果、社会全体の経済価値は増加します。
この経済価値の増加分が、徳を提供した人の金運として計上されるのです。
このように、貨幣受領後短期間で経済取引を行うと（その貨幣を使用すると）
、金運が蓄積
されます。
逆に、貨幣受領後、長期間保有してから経済取引を行うと（その貨幣を使用すると）
、金運
は減少します。
理由は上記と同様です。
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輝の会では、貨幣保有期間短期化が経済的価値を増やすという、従来の金融・経済理論が
見落としていた理論を応用して金運を生み出します。
極めて精緻な金融・経済理論を基本として金運を生成しているのです。
この金運生成方法は、創造神界の神霊に公認されています。
ですから、安心して金運サービスをお申込頂きたいと思います。

徳と金運の関係
ある量の徳で生成できる金運は特定できません。
金運生成方法で使う徳の量が増えると、一定の徳で生成できる金運は減少します。

金運は天の絶対的法則であり必ず実現する
金運は天が定めた法則です。
ですから、金運は必ず実現します。
金運サービスで、お申込者に徳を提供するのは、滝沢（輝の会会長）です。
しかし、その結果として金運をお申込者に提供し、管理するのは天です。
滝沢ではありません。（輝の会は金運を管理しません）
ですから、金運は天意により必ず実現します。
金運実現は天の絶対的法則なのです。
安心して金運サービスをお申込頂きたいと思います。

貨幣受領時と金運生成時で使用する徳の量に差がある理由
貨幣受領時に金運の代替として消費する徳と、金運生成時に使う徳の量には莫大な差があ
ります。
金運生成時に使う徳の方が多くなります。
その理由は以下の通りです。
経済的価値があるものを受領する際に消費する徳の量は、受領する経済的価値に付加され
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ている創造エネルギー（徳）と同じ量です。
経済的価値があるものを生成するためには努力が必要です。
この努力の際に徳（磁気単極子エネルギー）を消費します。
この徳と同じ量の徳を経済的価値があるものを受領する際に消費します。
貨幣受領時に金運の代替として消費する徳の量は、その貨幣で購入できる経済的価値を受
領する際に失う徳の量（平均的な値）と同じ量です。
一方、金運生成時に使うのは、経済取引を実現するための徳（磁気単極子エネルギー）で
す。
経済取引を実現するためには莫大な徳が必要なため、金運生成時に使う徳の方が貨幣受領
時に金運の代替として消費する徳よりも多くなるのです。

貨幣制度廃止と金運の関係
輝の会では、貨幣制度廃止を唱えています。
理由については 「フラクタル経済理論第２巻」 を参照願います。
貨幣制度の廃止と金運の提供は矛盾するように思われるかもしれません。
しかし、実際には矛盾しません。
貨幣制度を廃止するためには金運に関する正確な理解が必要なのです。
貨幣制度を廃止する際の最大の問題点は、提供した経済的価値の記録方法です。
現在は、貨幣が提供した経済的価値の記録としての役割を果たしています。
貨幣制度を廃止するためには、貨幣に代わる経済的価値の記録方法が必要です。
この新たな記録方法として必要なのが、金運です。
フラクタル経済理論第２巻の「貨幣から積徳へ」において、
「貨幣制度を廃止し、積徳量（磁界エネルギー量）を価値の基準とする経済制度を導入す
ることが人類にとって必須なのです。」
と記載しました。
この文章中の積徳量（磁界エネルギー量）をより正確に説明すると、金運になります。
全ての人の経済的価値の授受は全て天に記録されています。
この記録から、金運が全ての人に提供されています。
金運は、創造神界最上位クラスの神霊から提供されています。
ですから、金運は必ず実現します。
金運が必ず実現するということは、金運が提供した経済的価値の記録としての役割を果た
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すことを意味します。
現在は、貨幣が提供した経済的価値の記録としての役割を果たしています。
しかし、金運がこの役割を果たすことが分かれば、貨幣は無くても困りません。
金運を貨幣の代替として使用すればよいのです。
金運を貨幣の代わりとして使用する社会が実現すれば、貨幣制度を廃止しても誰も困りま
せん
このようにして貨幣制度廃止を実現できます。
貨幣制度の代替として金運を使うためには、金運に関する正確な理解が必要です。
今般、
輝の会が金運サービスを開始したのは、金運の重要性を人類に広めるためなのです。

金運を最大にする方法は貨幣制度廃止
寄付をすると、寄付金額以上に金運が増えます。
（ユニセフへの寄付より金運蓄積効果が大きい金運サービス ご参照）
寄付を行うと、お金の保有者は変わりますが、お金は存続しているため、人類全体のお金
の総額は変わりません。
一方、人類全体の金運は、寄付前より増えます。
よって、寄付を行うと、人類全体の金運とお金の合計は、寄付前より増えることが分かり
ます。
寄付は、保有額の多い人が少ない人にお金を渡すことです。
貧しい人から豊かな人への寄付は通常行われません。
この原理で寄付を続けると、最終的にはすべての人のお金の保有額は一定になります。
この状態では寄付は行われなくなります。
この時、人類の金運は最大になります。
すべての人のお金の保有額が一定の状態を簡単に実現する方法は、貨幣制度を廃止するこ
とです。
貨幣制度を廃止すると、すべての人のお金の保有額は０円となり、一定になります。
以上の説明で、人類の金運を最大にする方法は貨幣制度廃止であることが分かります。
人類の金運が最大の状態は、人類の最も豊かな状態を意味します。
以上から、
「人類の最も豊かな状態を実現するためには貨幣制度廃止が必須である」という
ことが、金運の面からも証明されたことになります。
（2014.11.9
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午後 5 時 記載）

金運生成は仕事
「徳を生成し、その徳で経済取引を希望する人が経済取引を実現できる状態（原型）を創
造すること」
（以下では金運生成と記載します）により、金運が計上されるということは、金
運生成が経済的価値を生み出す一般の仕事と同等の価値があることを意味します。
金運生成を行うことは、仕事を行うことなのです。
金運サービスは、仕事の成果をお申込者に提供するサービスです。
現在の経済制度では、経済取引により生じた経済的価値は、取引当事者だけの成果となり
ます。
しかし、これは正しい制度ではありません。
円滑な経済取引を行える環境を構築した第三者がいる場合、その人にも経済取引の価値が
提供されるべきなのです。
これが、金運生成で金運が記録される理由なのです。（天意です）
経済制度を変更する必要があります。
経済取引により生じた価値が取引当事者だけではなく、取引実現に貢献したその他の人に
も提供されるようにルールを変更する必要があるのです。
これが本来あるべき経済取引のルールです。（天意です）
このルールにより、金運生成を行う人に対して天（創造神）から金運が提供されるのです。
本来あるべき経済取引のルールを、貨幣制度で実現することはできません。
誰がどの程度取引実現に貢献したかを把握することが困難なためです。
その結果、貨幣制度では経済取引実現に貢献した当事者以外の人に貨幣が提供されません。
このように、貨幣制度は不完全な制度なのです。
本来あるべき経済取引のルールは、貨幣制度廃止により実現されます。
貨幣制度廃止は天意そのものです。
貨幣制度を廃止し、金運で経済取引を行う制度を実現することにより、現在よりも正確で
効果的な経済運営を行うことが可能になります。
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金運を見る方法
金運は徳の一種です。金運は積徳量に含まれています。
ですから、金運を見る方法は積徳量を見る方法と同じです。
（積徳量を見る方法については 「霊位・積徳量を見る方法（輝の会教義）
」 を参照して
下さい。）
金運と他の徳では、徳を提供する神霊が異なります。
金運とは、金運を担当する創造神から提供される徳のことです。
金運以外の徳は、その徳を担当する神霊から提供されます。
例えば、輝の会の開運で提供する徳は、輝の神（輝の会本尊）が提供しています。
このように、金運と他の徳では、徳の発信源となる神霊が異なります。
この違いを見分けることにより、金運を正確に把握することが可能なのです。
当ホームページで記載している金運は全て、この方法で把握した内容です。
金額は、確認時点の円価値で記載しています。
徳としての金運の量と金額の関係は、輝の会が開運等で提供する徳と同じです。
「お金と徳の関係（輝の会教義）」 を参照願います。
尚、霊位診断では、金運は積徳量に含まれます。
金運は徳の一部だからです。
中には積徳量がプラスで金運がマイナスの人や、積徳量がマイナスで金運がプラスの人も
います。
徳には様々な種類があるためです。
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金運のメリット
金運のメリットを整理しました。
１．経済的価値を受領できることが天により保証されます。
その結果、豊かな生活を営むことが保証されます。
２．仕事に恵まれます。
経済的価値の受領は、安定した収入により実現されます。
金運のある人は就職が容易になります。収入の多い仕事に就ける可能性が高く
なります。
３．才能に恵まれます。
仕事を通じて高収入を実現するためには、仕事をこなす高度な才能が必要です。
金運の多い人は才能に恵まれ、優れた仕事を行うことができる可能性が高いのです。
４．霊位の高い指導神霊に導かれる
高度な仕事は、霊位の高い指導神霊の導きにより実現します。
金運が多い人は霊位の高い指導神霊の指導を受けることにより、高度な仕事を行い、
金運を実現することができます。
５．安くて優れた商品を購入する機会に恵まれます。
金運のある人は、安くて優れた商品を購入する機会に恵まれます。
安くて優れた商品を購入すると、金運を失います。
これは、有利な買い物により金運が実現することを意味しているのです。
６．プレゼント等を受領する機会に恵まれます。
すると、その価値の分だけ金運を失います。
これは、プレゼント等により金運が実現することを意味します。
７．留意点
金運の実現時期は人により異なります。
実現しない場合も起こりえます。（他界後も未実現の金運は存続します）
この点はご理解頂きたいと思います。
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金運サービスお申込者の声
金運サービスお申込者から頂いた感想を紹介させて頂きます。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------昨日浜松から東京まで仕事に行かせて頂きました。初めての東京のお客様でした。金運の効
果としか言いようがありません。
（2014.1.23）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------金運の効力の凄さを実感しております。よろしくお願いいたします。
（2014.1.27）
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金運サービスのお申込方法
輝の会では、金運を提供するサービスを開始しました。
これを金運サービスと呼びます。
輝の会では金運を提供する方法を発見しました。
この方法を用いて、どなたにでも金運を提供することが可能になりました。
ぜひ皆様に金運サービスをご利用頂きたいと思います。
１．お申込金額
お申込金額と提供する金運の関係は以下になります。
お申込金額（円）

提供する金運

一般価格

会員価格

4,000,000

2,800,000

500 億円

900,000

630,000

100 億円

300,000

210,000

20 億円

100,000

70,000

5 億円

30,000

21,000

1 億円

10,000

7,000

2,000 万円

3,000

2,100

500 万円

1,000

700

100 万円

※会員価格は一般価格の 70%になります。
２．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．お申込み登録方法（輝の会会員以外の方）
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
「金運サービス」 の下の 「金運サービスお申込画面」 をクリックすると、
「金運サービス － お申込画面」 が表示されます。
必要事項を入力の上、金運サービスを申し込んで下さい。
お申込・入金を確認次第、金運を提供致します。
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金運サービスには１～２日の日数が必要です。
金運提供が完了次第、お申込者宛に連絡メールを送付致します。
（ご入金後、２営業日以内に連絡メールを送付いたします）
金運サービスお申込後、1 ヶ月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．お申込み方法（輝の会会員）
会員専用画面にログイン後、左メニューから
「金運サービス」 の下の 「金運サービスお申込画面」 をクリックすると、
「金運サービス － お申込画面」 が表示されます。
以下の手続きは（輝の会会員以外の方）の場合と同じになります。
６．お申込者と金運サービス対象者が異なる場合
お申込者と金運サービス対象者が異なる場合にも、金運サービスを申し込むこと
ができます。
この場合、 金運サービス対象者の情報を 金運サービスお申込画面の連絡事項欄
に入力して下さい。
（住所（お申込者と異なる場合のみ）、氏名、ふりがな、生年月日、性別、
お申込者との関係）
７．領収証
領収証は発行しておりません。お振込後に送付する電子メールにて代替願います。
８．金運サービス対象者が存在しない場合
金運サービス対象者が存在しない場合、金運サービス結果について一切責任を
負いません。
９．個人情報保護について
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。
１０．金運サービスに関する表記
１１．お申込
お申込はこちらから
ユーザー登録画面 https://taki-zawa.net/kaiin/nyuukai.php
ログイン

https://taki-zawa.net/kaiin/login.php
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金運サービスは天意による資産運用サービス
金運サービスは、天意による資産運用サービスと考えることができます。
お金は論路矛盾の制度です。
お金で資産を蓄積することは論理矛盾であり、本来不可能です。
（貨幣保有は本来犯罪行為

ご参照）

正しい資産運用方法は、金運を蓄積することなのです。
金運サービスは、本来あるべき正しい資産運用をお手伝いするサービスです。
金運診断は、この天に蓄積された資産残高をお知らせするサービスです。
金運サービス、金運診断は共に天意に合致した、正しい資産運用をお手伝いするサービス
なのです。
ご利用をお待ちしております。

ユニセフへの寄付より金運蓄積効果が大きい金運サービス
ユニセフ等に寄付をすると、金運が蓄積されます。
しかし、輝の会の金運サービスでは、ユニセフへの寄付よりも多くの金運を提供していま
す。
ユニセフへの寄付では、寄付金額の３５倍程の金運が蓄積されます。
しかし、金運サービスでは、１０００円のお申込で１００万円の金運を提供します。お申
込金額の１０００倍の金運を提供しているのです。
９０万円のお申込では１００億円の金運を提供します。お申込金額の１万倍以上の金運を
提供しているのです。
輝の会会員は、７割の価格で金運サービスをお申込頂けるため、さらにお徳な条件となっ
ています。
金運サービスで提供する金運は、ユニセフへの寄付で蓄積される金運と全く同じものです。
金運サービスが如何に低価格の優良サービスかを、ぜひご理解頂きたいと思います。
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金運サービスの正当性
滝沢（輝の会会長）の様々な活動実績はすべてつながっています。
（発見と積徳の連鎖（滝沢の活動実績） ご参照）
マイナス金利の導入、フラクタル経済理論等の教義を公開した結果、莫大な経済的価値が
世界全体で生み出されました。
(不良債権問題を解決した最先端金融経済理論の構築、リーマンショックによる金融経済問
題を解決した輝の会、失業率の大幅な低下を実現（以上、輝の会の活動実績）ご参照）
その価値は既に数千兆円に達しています。
（数京円に達するまでそれほど時間がかからない状態です）
これらの教義から生み出される経済的価値は時間の経過と共に増加します。
この実績により、マイナス金利の導入、フラクタル経済理論等の著者である滝沢に徳が蓄
積されます。そして、この徳が様々な形に変換されて滝沢に還元されます。
この徳の一部は金運生成自由自在という形で天から滝沢に還元されました。
（金運サービスとして提供中です）
数千兆円の経済的価値を社会に提供した結果、金運を自由自在に生成することができるよ
うになったのです。
そして、お申込者に金運を提供することが天に許可されました。
ですから、滝沢が金運サービスの提供を開始したことは天意なのです。
また、金運生成方法を理論的に解説し、本ホームページを通じて社会に還元済です。
金運生成方法は人類史上初の発見を多数組み合わせることにより構成されています。
極めて高度な内容なのです。
この高度な内容を社会に無償提供することにより、莫大な徳の蓄積が既に始まっています。
以上の説明で、滝沢が金運生成を自由に行うことができるようになった理由、及び金運サ
ービスの正当性をご理解頂けると思います。
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（人・年）の意味
（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増加前の徳）の量が最も多
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量を１とする単位です。
生命エネルギ－は全ての細胞を流れます。
各細胞は独立した細胞として身体を構成します。すると、人の身体を構成する生命エネル
ギーは細胞数倍になります。
その結果、１（人・年）の生命エネルギーが４２兆（人・年）程に増加します。
日本の標準的な労働者（パート、アルバイトは除く）が２０１３年（１年間）に生み出し
た労働価値を徳の量に換算すると、７３．６万（人・年）程になります。
（天の記録によりま
す）
ご理解頂きたいと思います。
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金運診断
この度、金運診断をサービスとして提供させて頂くことになりました。
金運診断とは、対象者の金運を診断し、お知らせするサービスです。
皆様のご利用をお待ちしております。

金運診断お申込方法
１．お申込金額
1 万円 （税込）
・・・・

金運診断を１回行うためには、１億（人・年）以上の徳が必要です。

価格は、この消費する徳の量から設定しました。
２．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．お申込登録方法（輝の会会員以外の方）
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
「金運診断お申込画面」 をクリックすると、「金運診断 － お申込画面」 が表示
されます。
必要事項を入力の上、金運診断を申し込んで下さい。
お申込・入金を確認次第、金運診断を実施致します。
金運診断には１～２日の日数が必要です。
金運診断が完了次第、お申込者宛に連絡メールを送付致します。
（ご入金後、２営業日以内に連絡メールを送付いたします）
金運診断お申込後、1 ヶ月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。
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５．お申込方法（輝の会会員）
専用画面にログイン後、左メニューから
「金運診断お申込画面」 をクリックすると、「金運診断 － お申込画面」 が表示
されます。
以下の手続きは（輝の会会員以外の方）の場合と同じになります。
６．金運診断結果確認方法
ログインすると、「金運診断お申込画面」 の下に、「金運診断結果画面」があります。
この画面で金運診断結果を確認して下さい。
７．お申込者と金運診断対象者が異なる場合
お申込者と金運診断対象者が異なる場合にも、金運診断を申し込むことができます。
この場合、 金運診断対象者の情報を 金運診断お申込画面の連絡事項欄に入力して
下さい。
（住所（お申込者と異なる場合のみ）、氏名、ふりがな、生年月日、性別、
お申込者との関係）
８．領収証
領収証は発行しておりません。お振込後に送付する電子メールにて代替願います。
９．金運診断対象者が存在しない場合
金運診断対象者が存在しない場合、金運サービス結果について一切責任を
負いません。
１０．個人情報保護について
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。
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効果の実例
株価上昇を実現した金運（先祖金運）サービス

日

付

株式時価総額
（兆円）

日本人の金運
金運

先祖金運

（億円）

（億円）

2014 / 10 / 28

470

0

－133

2015 / 5 / 19

609

0

0

139

0

133

（増加額）

※表の日本人に輝の会は含まれません。
輝の会は日本人のご先祖様に金運を提供することにより、先祖金運を増加させました。
その結果、2014 年 10 月 28 日の先祖金運はマイナス 133 兆円でしたが、2015 年 5 月 19
日には 0 円になりました。
日本人の先祖金運が増加したのは、輝の会がこの間に 135 兆円分の金運を日本人のご先祖
様に提供したためです。
尚、日本人の本人金運はどちらも 0 円で変化はありません。
ですから、この間に日本人の金運合計（本人金運と先祖金運の合計）は 133 兆円増加した
ことになります。
一方、株式時価総額（東証１部、２部、ジャスダックの合計）は、2014 年 10 月 28 日に
は 470 兆円でしたが、2015 年 5 月 19 日には 609 兆円に増えました。
この間に株式時価総額は 139 兆円増加したことになります。
以上から、2014 年 10 月 28 日～2015 年 5 月 19 日の間に増加した金運合計（133 兆円）
と株式時価総額（139 兆円）はほぼ同額だったことが分かります。
このように、株式市場の時価総額と金運には極めて高い相関性があります。
株式はお金ではありませんが、お金になりうる資産の代表格です。
その時価総額は、お金として受領できる資産と見なすことができます。
一方、金運は将来受領できる権利がある金額を意味します。
このように、株式時価総額と金運は共にお金を受領できる権利ですから、相関性があるの
です。
株価と金運の相関性が分かると、この間の株価の上昇理由も明確になります。
日本人の金運合計増加が、株価の上昇理由なのです。
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日本人に金運（先祖金運）を提供したのは輝の会です。
ですから、株価上昇理由は輝の会による金運（先祖金運）提供です。
これは、輝の会が提供する金運（先祖金運）により株価が上昇し、日本人など大勢の人々
を豊かにしたことを意味します。
この株価上昇は、輝の会が提供する金運（先祖金運）の効果を示す実例なのです。
このように、輝の会の金運サービス（先祖金運サービス）で提供する金運には、真に人々
を経済的に豊かにする力があります。
お申込をお待ちしております。

尚、霊位・積徳量速報では 2014 年 10 月 31 日の日本人先祖金運を－925 兆円と発表して
います。
本ページの日本人先祖金運と金額が相違する理由は、計上方法が異なるためです。
霊位・積徳量速報では、日本人各個人の先祖金運を全人口分合計して先祖金運を算出して
います。
ですから、複数の日本人に共通するご先祖様がいる場合、このご先祖様の金運は子孫の人
数分だけ多重計上されます。
一方、本ページの先祖金運はご先祖様の金運を多重計上無しで合計しています。
多重計上が無い分だけ、本ページの先祖金運の方が絶対値が小さくなるのです。

株価下落を予告した金運診断

日

付

株式時価総額
（兆円）

日本人の金運
金運

先祖金運

（億円）

（億円）

2015 / 7 / 14

612

0

2878

2015 / 9 / 4

542

－92

2786

－70

－92

976

（増加額）

※表の日本人に輝の会は含まれません。
日本人（輝の会を除きます。以下共通）の本人金運は 7 月 16 日の安全保障関連法案衆議
院可決以降、急速に減少しています。
76

7 月 23 日に、この事実を輝の会公式サイトで発表しました。
（安全保障関連法案可決により莫大な徳を失い続ける日本人 ご参照）
また、霊位・積徳量速報では、７月末、８月末の日本人の本人金運を発表しています。
（霊位・積徳量速報

ご参照）

尚、これらのページで報告している日本人金運は、日本人全体の金運診断結果です。
日本人全体に対して金運診断を実施して、結果を報告しているのです。
このように、輝の会は８月中旬以降の株価下落が始まる前に、日本人の本人金運が減少し
ている事実を公表してきました。
上表に、安全保障関連法案衆議院可決前の 7 月 14 日と 9 月 4 日の株式時価総額（東証１
部、２部、ジャスダックの合計）と日本人の本人金運、先祖金運を記載しました。
この間、日本人の金運合計（本人金運と先祖金運の合計）は 92 兆円減少しました。
一方、株式時価総額は 70 兆円減少しました。
このように、金運と株価には極めて高い相関性があります。
金運と株価には高い相関性があるため、7 月 23 日や 8 月 1 日に日本人の金運減少を発表
したことは、株価下落の予告になっていました。
そして、株価はこの予告通りに急落したのです。
今回の株価下落は、輝の会の金運診断の正確性を示す実例になります。
金運診断により、将来受領できる金額を正確に把握することができるのです。
金運診断のお申込をお待ちしております。

尚、７月中旬から日本人の金運が大幅に減少し始めた理由は、安全保障関連法案の衆議院
可決です。
その結果、株価が急落したのです。
安全保障関連法案が成立すると、日本人が失う金運が更に増える可能性があります。
すると、株価が更に下落する可能性が高くなります。
私たちは株価の異変からも、安全保障関連法案の危険性を理解しなければならないのです。
（2015.9.8
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午後 4 時 記載）

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」「霊位上昇速度を最大にする方法」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。
「霊位上昇速度を最大にする方法」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、霊位向上を最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、霊位向上を最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．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。
８．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）
９．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。
10. 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。
１の活動が８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。
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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 1800 億人の先祖が天界入りを実現しています）
（2013.12.18 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。
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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）

1994 年度

入行

「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
31 日

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」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。
世界で最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

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

～その２」を著述。日本物理学会等へ送付。

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
2012 年 7 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。

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。

2014 年 9 月

先祖金運サービス提供開始。

2014 年 10 月

エボラ出血熱消去に成功。３８６８人の命を救済した。

2015 年 6 月

喜びオーラ 提供開始。

2016 年 7 月

序列運 提供開始。

2017 年 2 月

序列運診断 提供開始。

現在

輝の会会長
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2013 年 12 月 18 日

金運サービス

初版発行

2017 年 4 月 26 日

金運サービス

第 8 版発行

ホームページ

http://taki-zawa.net

（「輝の会」で検索して下さい）
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