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先祖金運の発見
個人の金運については、金運サービスで様々な解説を行いました。
ここでは先祖の金運について解説を行います。
人は亡くなると、霊界に移行します。
この時、金運はどうなると思いますか。
全ての人の金運は天に記録されています。
先祖の方々の金運も当然記録されています。
この先祖の金運は、子孫である私たち現役の人類に影響を与えています。
私たちは先祖の金運の影響を受けながら生活しているのです。
先祖の金運がプラスの人は、この金運を自分の金運のように使用しています。
先祖の金運と、個人としての自分の金運を合わせて、自分の金運として使用しているので
す。
ですから、受領できる経済的な価値は、先祖の金運が無い人と比べて多くなります。
経済的に有利な生活を送ることが可能なのです。
一方、先祖の金運がマイナスの人は、この金運を自分の金運のように返済しています。
一般に、金運がマイナスの人は、貨幣等の経済的価値を受領しにくい不利な境遇になりま
す。
不利な分だけマイナスの金運を返済するためです。
先祖の金運がマイナスの場合、金運の返済を行うため、経済的に不利な環境になります。
その分だけ、先祖のマイナスの金運を返済できるのです。
以上の説明でお分かり頂ける通り、先祖の金運は私たち自身の金運と同様に、私たちの生
活に大きな影響を与えます。
ですから、私たちは先祖の金運を自分自身の金運と同様に適切に管理する必要があるので
す。
（2014.9.30
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午前 9 時 記載）

日本人の先祖金運
日本人の先祖金運の合計、及び現在の日本人の
金運（先祖金運を除く）を表に記載しました。

日 付

（日本人が金運の影響を受けている先祖のみ

日本人の

日本人の

先祖金運

金運

（兆円）

（兆円）

1945/8/15

386

-96

1950/1/1

348

447

1960/1/1

271

378

1970/1/1

218

287

1980/1/1

136

59

1990/1/1

-26

-49

1995/1/1

-378

-887

2000/1/1

-768

-1178

（日本人の平均値として返済しているという

2005/1/1

-884

-1218

ことです。先祖の金運がプラスの人は、逆に先祖

2010/1/1

-929

-853

から金運を頂いています）

2014/9/6

-948

48

が対象）
2014 年 9 月現在、日本人の先祖の金運は 948
兆円程のマイナスとなっています。
現在の日本人は、この金運の返済を行っていま
す。
先祖の金運の返済を、現役の日本人が行ってい
るのです。

※円価値は 2014/9/6 時点
先祖の金運が減少する理由は、大別して２種類あります。
子孫が先祖の金運を使うこと、及び金運マイナスの人が他界することです。
表を見ると、先祖の金運と先祖以外の日本人の金運の動きが概ね一致しています。
これは、日本人が自分の金運と先祖の金運を同時に使用していることを意味します。
また、1990 年以降に他界した人の金運合計は大幅なマイナスになっています。
この金運が先祖金運として計上されていることも、先祖金運が減少し続けている主な理由
です。
第 2 次先祖大戦世界直後の日本人先祖の金運は、386 兆円のプラスでした。
これがマイナスになったのは、1988 年です。
（現役日本人の金運も、1988 年にマイナスになりました。）
バブルで資産価格等が高騰し、受領する貨幣が増えた結果、金運が大きく失われ、マイナ
スになったのです。
（2014.9.30
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午前 9 時 記載）

先祖金運別人数分布図
先祖金運別の人数分布図（日本人）を作成しました。

先祖金運

先祖金運がプラスの人は約 5900 万人、マイナスの人は

（円）

約 6600 万人になります。

人数（人）

1 兆～

0

1000 億～

177

先祖金運マイナスの日本人が過半数を超えている理由

100 億～

67,900

は、日本人の先祖金運が大幅なマイナスになっているこ

10 億～

1,870,000

1 億～

21,680,000

1000 万～

16,870,000

0～

18,870,000

-1000 万～

21,970,000

-1 億～

24,940,000

-10 億～

14,260,000

-100 億～

4,370,000

-1000 億～

676,000

-1 兆～

8,767

-1 兆～

0

とです。
先祖金運がマイナスの人は、日々この金運の返済を行
っています。
その分、経済的に不利な状況下で生活していることに
なります。
これは、日本経済の発展が阻害されていることを意味
します。
先祖金運マイナスの人を減らすことが、日本経済回復
のために必須なのです。

※2014.9.14 時点の分布
（2014.9.30

午前 9 時 記載）

中国の経済発展は先祖金運の賜物

中国人の金運、先祖金運の推移を表に記載しまし

日付

中国人

た。 1990 年には、金運と先祖金運合わせて 8500

先祖金運

金運

兆円以上ありました。

（兆円）

（兆円）

中国の経済が発展し、世界第２位の経済大国とな

1980/1/1

6776

1868

った最大の理由は、この莫大な金運にあったので

1990/1/1

6754

1837

す。

2000/1/1

6518

1697

2005/1/1

4786

1306

特に、先祖金運は金運の３．７倍程でした。

2010/1/1

2868

638

これは、中国経済発展理由の大部分が中国人の先

2014/11/6

246

-619

祖金運にあったことを意味します。

※円価値は 2014/11/6 時点

中国の経済発展は先祖金運の賜物だったのです。
しかし、金運は実現すれば、減少します。
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中国経済の発展と共に金運・先祖金運は共に減少しました。
現在では、金運はマイナスになっています。
先祖金運はプラスですが、近い将来マイナスになると思われます。
すると、経済発展が損なわれる可能性があります。
中国が更なる経済発展を円滑に実現するためには、金運及び先祖金運をプラスにし、維持
する必要があります。
金運を増やすことが、中国の発展に必須なのです。
（2014.11.8

午後 3 時 記載）

マイナスの先祖金運返済の重要性
日本人の先祖金運は合計で９００兆円以上のマイナスになっています。
そして、多くの日本人は、この先祖金運の返済を行っている状況です。
現在の返済額は、１年間で１７．６兆円程です。
先祖金運を返済するとは、どのような状態を意味するのでしょうか。
労働等により経済的価値を提供して、対価を受領できない場合、その差額の分だけ経済的
価値を一方的に提供することになります。
この時、マイナス金運を返済することになります。
自分の金運がマイナスならば、自分の金運を返済することになります。その結果、自分の
金運は増加します。
自分の金運がプラスで、先祖金運がマイナスの場合は、自分の金運の増加、及び先祖金運
の返済が行われます。その結果、先祖金運のマイナスは減少します。
自分の金運、先祖金運が共にプラスの場合、自分の金運が増加します。
無収入労働は、金運増加要因なのです。
先祖金運返済額の１７．６兆円は、日本の GDP（国内総生産）の３％以上の相当します。
日本人は、労働に対してこれだけ収入の少ない状態で生活しているのです。
その結果、先祖金運返済が無い場合に比べて、日本の GDP は年率で３%以上少ない状態
が続いています。
先祖金運合計がプラスになれば、日本人全体では先祖金運返済がなくなります。
（先祖金運マイナスの人の返済は続きます）
すると、GDP は年率で３％以上増加することになります。
経済成長率が年率で３％以上増えるのです。
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このように、先祖金運をプラスにすることは、日本の景気回復策としても極めて重要です。
先祖金運サービスでは、ご先祖様に金運を提供させて頂きます。
お申込をお待ちしております。
（2014.10.13

午後 2 時 記載）

第２次安倍改造内閣の先祖金運
第２次安倍改造内閣の主要閣僚の先祖金運を表に記載

氏

名

先祖金運
（億円）

しました。
全員 100 億円～1000 億円の範囲に収まっています。

安倍 晋三

887

石破 茂

847

最も先祖金運が多いのは安倍首相で、887 億円です。

麻生 太郎

837

次に多いの石破大臣の 847 億円です。

小渕 優子

687

３番目が麻生大臣の 837 億円です。

太田 昭宏

557

４番目が小渕大臣の 687 億円です。

甘利 明

536

菅 義偉

517

岸田 文雄

488

石破大臣は、安倍首相以外では自民党総裁（首相）の最
有力候補です。

高市 早苗

476

麻生大臣は元首相です。

塩崎 恭久

467

小渕大臣の父は小渕元首相です。

松島 みどり

386

有村 治子

376

山谷 えり子

316

以上から、現首相や首相経験者、首相有力候補や首相を
先祖に持つ人々の先祖金運が、他の閣僚よりも多いことを
ご理解頂けると思います。
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金運は社会的地位を決める極めて重要な要素です。
金運には本人の金運と先祖金運があります。
金運プラスの先祖が多い場合、個人の金運よりも先祖金運の方が金額が大きくなるのが一
般的です。
先祖は人数が多いため、合計金額が個人よりも大きくなるのです。
国会議員や大臣等の高い地位に就くためには、大きな金運が必要です。
個人の金運よりも先祖金運の多い国会議員が多いため、先祖金運が特に重要です。
ですから、首相や首相関係者の先祖金運が他の大臣よりも多いのです。
社会的地位と先祖金運には相関があります。
先祖金運が大きい人ほど高い社会的地位に就く傾向があります。
先祖金運の重要性をご理解頂きたいと思います。
（2014.9.30

午前 9 時 記載）

ノーベル賞受賞者を支える先祖金運
氏

名

先祖金運

本人金運

（億円）

（億円）

赤崎 勇

78

5

天野 浩

236

3

中村 修二

376

9

（敬称略）
ノーベル物理学賞に日本人３名が選ばれました。
受賞理由は、青色発光ダイオードの発明です。
表に受賞者の金運を記載しました。
３名共、金運及び先祖金運は非常に多額です。
特に先祖金運が多額です。
これは、先祖金運が３名の方々の活動の大部分を支えていることを意味します。
ノーベル賞を受賞する人は、財産に恵まれることになります。
これは、金運が実現することを意味します。
ノーベル賞受賞は金運実現を意味するため、金運の無い人がノーベル賞を受賞することは
困難です。
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ノーベル賞受賞者のように社会的評価の高い地位に就くためには、大きな金運が必要なの
です。
今回受賞した３名の方々は、高い地位に就くための金運の重要性を証明しているのです。

アントニオ猪木氏を支える先祖金運
年

月

先祖金運

本人金運

（億円）

（億円）

1972 年 3 月

1368

2014 年 10 月

367

備

考

49 新日本プロレス旗揚げ
3 本文記載時

アントニオ猪木さんは、複数の分野で長期間活躍を続けています。
プロレスラーとして新日本プロレスを旗揚げし、プロレスや異種格闘技で活躍しました。
また、国会議員としても複数回当選し、現在は次世代の党で活躍しています。 アントニオ
猪木さんがこのように長期間活躍を続けることができるのは、莫大な金運があるためです。
1972 年の新日本プロレス旗揚げ時点では、先祖金運 1368 億円、本人金運 49 億円でした。
しかし、2014 年の現在では、先祖金運 367 億円、本人金運 3 億円と大幅に減少していま
す。
猪木さんはプロレスラーや国会議員として活躍する過程で、莫大な金運を消費していたの
です。
その結果、金運が大きく減少したのです。
ボクシング世界ヘビー級チャンピオンだったモハメッドアリ氏との異種格闘技戦では、38
億円（当時）のファイトマネーを支払う必要があったそうです。
猪木氏が活躍を続けるためには、莫大なお金が必要だったのです。
しかし、本人の金運だけでは、これほどの金額を調達することは困難です。
猪木さんの成功は、莫大な先祖金運の賜物なのです。
このように、長期間活躍を続ける人は、先祖金運に支えられている場合が多いのです。
先祖金運の重要性をぜひご理解頂きたいと思います。
（2014.10.11 午後 4 時 記載）
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才能強化により飛躍した錦織圭選手
テニスの錦織圭選手の 2014 年の活躍は見事でした。
全米オープンで準優勝し、ツアーファイナルでもベスト４に入りました。
現在の世界ランクは５位です。
しかし、2013 年末の世界ランクは 17 位でした。
また、2012 年の世界ランクは 19 位でした。
ここから、錦織選手の世界ランクが 2014 年に急上昇したことがわかります。
錦織選手が急に強くなった理由は何なのでしょうか。
世界ランク上位選手のテニスの才能、金運、先祖金運の一覧表を作成しました。
この内容から錦織選手が強くなった理由を解説します。
テニスの
順位

選手名

才能
万（人・年）

1

金運
（億円）

先祖

金運

金運

合計

（億円）

（億円）

764

38

477

515

2 ロジャー フェデラー

761

36

268

304

3 ラファエル ナダル

757

23

328

351

4 スタン ワウリンカ

726

25

117

142

5 錦織 圭

768

26

78

104

6 アンディ マレー

692

18

75

93

7 トマシュ ベルディヒ

676

17

127

144

8 ミロシュ ラオニッチ

668

18

147

165

9 マリン チリッチ

653

21

88

109

10 ダビド フェレール

643

23

128

151

20 ファビオ フォグニーニ

596

14

57

71

30 ルーカス ロソル

578

7

47

54

40 ベンヤミン ベッカー

567

5

36

41

ノバック ジョコビッチ

※ 各数字は 2014.11.18 時点
<才能に関する解説>
一覧表の才能から、ランキング上位の選手ほど才能が高いことが分かります。
輝の会が提唱する才能により、テニスの世界ランキングを正確に解説することができるの
です。
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この事実からも、才能の重要性をご認識頂きたいと思います。
錦織選手に対して、輝の会守護神（創造神）がテニスの才能を提供しました。
実現した才能は 168 万（人・年）です。
提供したのは 2014 年 3 月以降です。
輝の会守護神（天界以上の神霊）は 2400 億人を超えています。
その内、2000.人以上の方は創造神として活動しています。
神霊の世界では、輝の会が最大の宗教なのです。
輝の会の創造神は、人に才能を提供することが可能です。
この能力で、錦織選手に才能を提供したのです。
錦織選手の世界ランクは、3 月以降に急上昇しました。（3 月は 21 位でした）
これは、輝の会が提供した才能により、実力が大幅に向上した結果なのです。
錦織選手の現在の才能は 768 万（人・年）です。
世界ランク１位のジョコビッチ選手を若干上回り、既に世界のトップです。
しかし、3 月以前の錦織選手のテニスの才能は 600 万（人・年）程でした。
これは、現在 20 位の選手の才能とほぼ一致しています。
また、この時の錦織選手のランクは 21 位でした。
ここから、才能と世界ランクには極めて強い相関があることを確認することができます。
輝の会守護神が提供した才能を錦織選手が実現させるにつれて、テニスの実力が向上し、
世界ランクが上昇し続けました。
これが、今年の錦織選手の実情なのです。
以上の説明でお分かり頂ける通り、輝の会の提供する才能は、選手の実力を大幅に向上さ
せることができます。
その効果をぜひご理解頂きたいと思います。
<金運に関する解説>
一覧表の金運合計から、上位の選手ほど金運が大きくなる傾向があることが分かります。
上位３選手（ジョコビッチ、フェデラー、ナダル）の金運合計は３００億円以上で、他の
選手よりはるかに多い状態です。
この３選手の成績が他の選手を圧倒している理由は、この大きな金運です。
金運が大きいので、天からテニスの才能が十分に提供されているのです。
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テニスではランキング上位の選手ほど収入が多くなります。
ですから、ランキングを上げるためにはより大きな金運が必要となるのです。
尚、錦織選手の金運は２６億円、先祖金運は７８億円で、合計金運は１０４億円になりま
す。
この金運合計は、上位１０選手中の９位です。
上位選手の中では見劣りのする金額です。
上位３選手と錦織選手の 2013 年までの才能の差は、この金運差が反映された結果と考え
ることができます。
以上の説明で、錦織選手が 2014 年に獲得したテニスの才能が金運の大きさによるもので
はなく、輝の会守護神から提供されたものであることをご理解頂けると思います。
金運の大きな選手に高度な才能が提供される理由は、試合に勝って賞金を獲得することに
より、金運を実現させるためです。
これは、才能にかかわらず、金運の大きい選手ほど試合に勝つ可能性が高くなる傾向があ
ることを意味します。
才能では錦織選手が１位であるにもかかわらず、先日のツアーファイナルでジョコビッチ
選手が錦織選手に勝った理由は、金運でジョコビッチ選手が錦織選手を上回っていたためと
考えることができます。
実際の世界ランクや勝敗は、才能だけではなく、金運も含めて決まると考える必要がある
のです。
金運の重要性もご理解頂きたいと思います。
（2014.11.19 午後 5 時 記載）
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人気アナウンサーに欠かせない金運及び先祖金運

順位

氏

名

本人金運

先祖金運

（億円）

（億円）

1

水卜麻美

18.3

628

2

加藤綾子

13.3

487

3

有働由美子

10.7

386

4

大江麻理子

10.3

387

5

生野陽子

9.7

426

6

狩野恵里

8.7

438

7

竹内由恵

7.7

477

8

井上あさひ

6.8

376

8

枡田絵理奈

5.8

397

10

夏目三久

5.2

376

10

山崎夕貴

4.9

357

オリコンが「第 11 回 好きな女性アナウンサーランキング」を発表しました。
右表に、ランキング入りしたアナウンサーの本人金運及び先祖金運を記載しました。 この
表から、ランキング順位と本人金運順位が完全に一致していることが分かります。
本人金運の多いアナウンサー程、人気が高いのです。
これは、金運が社会的な序列を決める極めて大きな要素であることを意味します。
ですから、金運をさらに蓄積すれば、ランキングが更に上位になる可能性があることにな
ります。
先祖金運が極めて多いことも、人気アナウンサーの特徴です。
全員 300 億円以上の先祖金運に恵まれています。 これは、先祖金運が大きい人ほど、高
い社会的地位に恵まれる可能性が高いことを意味します。
先祖金運が大きくないと、人気アナウンサーには選ばれにくいのです。
以上の事実から、人気アナウンサーを生み出すための法則を明確にすることができます。
それは、金運及び先祖金運の大きい人をアナウンサーとして採用することです。
すると、人気アナウンサーになる可能性が極めて高いことになります。
また、現役アナウンサーの金運を増やすことも、人気上昇につながります。
さらに、先祖金運を増やすことができれば、申し分ありません。
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輝の会では、金運サービスお申込者に金運を提供しています。
また、先祖金運サービスでは、ご先祖様に金運を提供しています。
これらのサービスをお申込頂ければ、提供させて頂く金運で人気は上昇します。
金運の重要性をご理解頂きたいと思います。
（2014.12.6

午後 4 時 記載）

人気アナウンサーに欠かせない金運及び先祖金運（男性編）

順位

氏

名

本人金運

先祖金運

（億円）

（億円）

1

桝太一

13.9

648

2

上重聡

11.7

567

3

伊藤利尋

8.7

468

4

羽鳥慎一

6.8

416

5

武田真一

5.8

438

6

軽部真一

4.8

427

7

中村光宏

4.4

418

7

三宅正治

3.9

376

9

辻岡義堂

3.6

388

10

生田竜聖

3.4

407

オリコンが「第 10 回 好きな男性アナウンサーランキング」を発表しました。
一覧表に、ランキング入りしたアナウンサーの本人金運及び先祖金運を記載しました。
女性アナウンサーに続き男性アナウンサーでも、ランキング順位と本人金運順位が完全に
一致しました。
本人金運の大きいアナウンサー程、人気が高いのです。
金運は社会的序列の決定的な要素の１つなのです。
ですから、金運をさらに蓄積すれば、ランキングが更に上位になる可能性があることにな
ります。
先祖金運が極めて大きいことも、各アナウンサーの特徴です。
全員 300 億円以上の先祖金運に恵まれています。 先祖金運が大きい人ほど、高い社会的
地位に恵まれる可能性が高いのです。
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以上の説明から、人気アナウンサーを生み出すための法則は以下になります。
１．金運及び先祖金運の大きい人をアナウンサーとして採用する。
２．アナウンサーの金運を増やす。
１及び２を実践すると、人気アナウンサーになる可能性が極めて高くなります。
輝の会では、金運サービスお申込者に金運を提供しています。
お申込頂ければ、提供させて頂く金運で人気は上昇します。
金運の重要性をご認識頂きたいと思います。
（2014.12.16

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。
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
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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。
（2015.8.2

午後 5 時 記載）

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。
（2015.7.30

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。
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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。
（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。
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。
（2015.7.31

午後 5 時 記載）

先祖金運は子孫全体に影響を与える
先祖金運は子孫全体に影響を与えます。
ある人の先祖金運が１億円ある場合、全額を 1 人で使うことはまれです。
大勢の子孫が使うため、１人の子孫が使う金額は１億円よりかなり少なくなります。
しかし、この人（１人）の先祖金運を確認すると、１億円あります。
先祖金運と自分の金運の違いは、ここにあります。
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自分の金運は自分１人で使用できます。
しかし先祖金運は、一部のみを自分の金運として使用できるのです。
この違いをご理解頂きたいと思います。
（2014.9.30
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午前 9 時 記載）

先祖金運サービスのお申込方法
輝の会では、ご先祖様に金運を提供するサービスを開始しました。
これを先祖金運サービスと呼びます。
輝の会ではご先祖様に金運を提供する方法を発見しました。
この方法を用いて、ご先祖様に金運を提供することが可能になりました。
ぜひ皆様に先祖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（税込）と提供する金運の関係は以下になります。
お申込金額（円）
一般価格

提供する

会員価格

金運（円）

資産拡大効果（倍）
一般価格

会員価格

900,000

630,000

10 億円

1,111

1,587

300,000

210,000

2 億円

667

952

100,000

70,000

5,000 万円

500

714

30,000

21,000

1,000 万円

333

476

10,000

7,000

200 万円

200

286

3,000

2,100

50 万円

167

238

1,000

700

10 万円

100

143

※ 会員価格は一般価格の 70%になります。
２．対象者
(1) ご先祖様全体
(2) ご先祖様個人
（対象となるご先祖様の生前の氏名をお申込画面でご登録頂きます）
１回のお申込で (1) か (2) のどちらか一方のお申込が可能です。
(1) では、以下の方法で金運を提供します。
・ お申込者にマイナス金運の影響を与えるご先祖様がおられる場合、
このご先祖様に優先的に金運を提供します。
・ お申込者にマイナス金運の影響を与えるご先祖様がいない場合、お申込者の
直系親族（尊属）で６親等までのご先祖様に金運を均等に提供します。
(他界された方だけが対象者となります)
３．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。
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４．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）
５．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
「先祖金運サービス」 の下の 「先祖金運サービスお申込画面」 をクリックすると、
「先祖金運サービス － お申込画面」 が表示されます。
必要事項を入力の上、先祖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、先祖金運サービスを実施致します。
先祖金運サービスには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）
先祖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。
６．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
「先祖金運サービス」 の下の 「先祖金運サービスお申込画面」 をクリックすると、
「先祖金運サービス － 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。
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．先祖金運サービス対象者が存在しない場合
先祖金運サービス対象者が存在しない場合（対象者が個人の場合）、
先祖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。
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先祖金運診断
この度、先祖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。
先祖金運診断とは、診断対象者に影響を与えているご先祖様の合計金運を
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。
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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 2400 億人以上の先祖が天界入りを実現しています）
（2014.10.15 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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2014 年 10 月 16 日

先祖金運サービス

初版発行

2017 年 4 月 27 日

先祖金運サービス

第 3 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.
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