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知花敏彦  DVD 講話リスト
No． タ イ ト ル 内  容 ✽

A1 クリスマス研修会 クリスマスは覚者⽅（⽩⾊同胞団）が祝福を与える
A2 ⼈間は何ぜ神か？ 知花から聞いた話は答えではない A

A3 想念波動 想念は実現の⺟、思いは4倍で跳ね返る Ð

A4 神の⾃覚 全てが神と学んだが、神だと思っていない
A5 ⽣命とは何か ⾁体とは何か 死の体験、霊的体験
A6 霊とは何か 物質とは何か 知花を⼿ぶらで帰さないで下さい
A7 ⾁体を⾼分⼦化するには 精妙体になると超伝導になります F

A8 原点に帰る 今、悔い改めないと地球はない M

A9 魂の解放 器が消滅して、⼤海に帰る
A10 変性変溶の法則 物質性から霊性に変える
A11 霊魂⾁ 三位⼀体 C

A12 汝の密室にて祈れ この世の影響を受けない深い意識状態
A13 犠牲とは何か 犠牲とは奉仕であり損すること
A14 霊気とは何か 霊気は電気、宇宙は電気
A15 ⾔葉は波動 神の⾔葉は、神の波動が出ます
A16 ⾃⼒とは何か 他⼒とは何か ⾁体は他⼒ 魂は⾃⼒
A17 空とは何か ⾊とは何か 悟った⼈は悟空と⾔います
A18 意識は智慧と⼒なり 何ぜ ⾁体に智慧や⼒、⼼はない
A19 無限は天国 個⼈は地獄 何ぜ 個⼈個⼈はなく、無限無限があるだけ
A20 カルマの法則 神我にカルマはない
A21 ⾃分とは何か 何だと思ってるかで、悟りか迷いか決まる
A22 直感とは何か 直接、内から感じるもの
A23 磁場 地球は12極モーターのようなもの K

A24 ⾃分を知る ⾃分を⾒る 形の無いものはイナービジョンで⾒ます AP

A25 ⽣命の⽊ 全ては⼀つの元に繋がっています
A26 瞑想とは何か 瞑想は教えられない、⾃分で掴むもの A

A27 意識したところに⾃分は居る 意識は⼀つ、個⼈意識か 普遍意識か
A28 後光とは何か ⼼が調和すると後光がさす
A29 天国と地獄 霊幽⾁の説明 C

A30 ⽣命は天 ⾁体は地 何ぜ 天命を全うする
A31 魂とは何か 原始細胞の説明 E

A32 原始細胞と⾁体細胞の識別 原始細胞は⼀つ、⾁体細胞は複数 E

A33 魂の進化 鉱物→植物→動物→⼈間→
A34 界⾯活性 細かくなるとエネルギーが⾼くなる F

A35 ⾔葉 ⾔葉は神＝エネルギー
A36 難⾏苦⾏ 悟りにあらず ⼈間として⽣きることが難⾏苦⾏
A37 忘れる 神を忘れている、忘れるとは離れること
A38 天照⼤神とは何か 先⽣の霊的光の体験談 N

A39 霊的思考と物的思考 ⼼で考えるか頭で考えるか
A40 瞑想とは何か（同時通訳） 瞑想とは⾃⼰放棄 A

A41 神は⼈を通して語る 智慧の紫の光、お釈迦様の話し
A42 不動⼼ 絶対に変化しない、揺れ動かない⼼
A43 極楽浄⼟ お釈迦さまの蓮の花のたとえ
A44 原点と接点は⼀体 ⽣命は原点 ⾁体は接点
A45 無限は天国 個⼈は地獄 何ぜ 電磁波、光君の説明 K

A46 波動とは何か ⼼は創造原理、⾁体は⼼の操り⼈形 Ð



知花敏彦  DVD 講話リスト
No． タ イ ト ル 内  容 ✽

A47 キリストとは何か 最後のクリスマス研修会 許しと愛 O

A48 クリスマス研修会 アダムとイブ、アメーバ説と移住説
A49 全て神 何ぜ ヨハネの⽣まれ変わり親鸞聖⼈、原⼦と電⼦ K

A50 ⽣命と⾁体の識別 ⼀体でありながら完全に独⽴した存在
A51 類は類を呼ぶ 気が合うとは波⻑が合う
A52 天はエネルギー 地は物質 何ぜ 天は男性原理 地は⼥性原理
A53 愛は無形無双の⼤気 何ぜ 愛には姿形がない
A54 ⼈間は実在しない 何ぜ 実際にあるのは原⼦細胞と電⼦細胞 E

A55 健康と病気 病気とは罪・不調和 神は健康 J

A56 ⼈⽣の荒波 泡は⼤海の波に弄ばれる O

A57 奉仕とは何か 神我は与える喜び ⾃我は得る喜び
A58 霊体 幽体 ⾁体 三位⼀体 ⽔蒸気、⽔、氷は同じもの C

A59 ⾁体は感覚体 幽体は感情体 霊体は精神体 ⾁体、幽体、霊体の説明 C

A60 霊は光の⾃分 ⾁体は陰の⾃分 霊的体験とは光の体験
A61 ⼤宇宙と⼩宇宙 ⼀つの原⼦核に12の電⼦、⼈核神 EＫ

A62 雑念とは何か 外念、⾃我瞑想、憑依霊 AＮ

A63 霊性進化 どうすれば霊性が進化するか AＣ

A64 魂の光輝 イルミネーション 光の⾃覚に応じて、器が光るものとなる
A65 神我の祈り ⾃我の祈り 今⽣こういう話を聴くと知っていた
A66 正しく⾒る 釈迦は正しく⾒ることを教えました B

A67 全ては無限 何ぜ オーバーシャドウ
A68 ⼼の調和について ⼼が調和した時、ユートピアが訪れる
A69 細胞 私たちは元を正せば、⼀つの原⼦です EＦ

A70 右脳と左脳の働きについて 脳は送・受信機、循環すると知恵者 K

A71 ⾁体存在の⽬的 神我顕現 KO

A72 意識の⾼め⽅ 意識はもともと普遍意識、宇宙意識
A73 実在とは何か 氷ではなく⽔、初めからあるもの
A74 悟りとは神の愛を受け 愛を与える能⼒ 宇宙エネルギーを認めて、現すこと
A75 ⽣命は万物の親 エネルギーが⽗ 質料は⺟
A76 空は実相世界 ⾊は仮相世界 何ぜ ⼤往⽣とは、固体が⼤気に還ること
A77 ミクロとマクロ ミクロは⾒えない マクロは⾒える K

A78 健康について ⾎液、酸素、カルシウム ⽣き⽅ GＪ

A79 原始細胞と⾁体細胞 原始細胞は神意識 ⾁細胞は⾁意識 E

A80 ⼼とは何か ⼼を知らないなら⾃分を知らない
A81 魂とは何か 魂は⼼ ⼀つしかない
A82 神理の実践 神我に⽣きること、愛そのもの O

A83 天とは何か 実在、出てきた所
A84 中⼼とは何か 原点、⼀点でありながら無限⼤ 内なる⼼ K

A85 井の中の蛙 ⼤海を知らず ⾃我意識 ⼤霊を知らない
A86 輪廻とは何か 個⼈は輪廻する、悟れば輪廻しない
A87 愛とは何か 無限のエネルギーと質料の調和
A88 三途の川とは何か 固体、液体、気体は…本質的に同じ C

A89 波動の⾼め⽅ 我神なりは最⾼の波動 Ð

A90 ⼀⼼集注とは何か ⼀つの⼼しかない、不動⼼
A91 因果の法則 原因が神なら、結果も神
A92 体験と実験 体験しないとわからない O



知花敏彦  DVD 講話リスト
No． タ イ ト ル 内  容 ✽

A93 キリストの誕⽣⽇ イエスの誕⽣⽇ではなく、神我の誕⽣
A94 完成を⾼めるには 完成とは完全性、即ち愛
A95 愛は実在 ⼈間は⾮実在 何ぜ（誘導瞑想） 愛は絶対実在、本当のあなたは愛
A96 視野の拡⼤について 部分を⾒るのではなく、全体を⾒る B

A97 精⼼とは何か 精⼼とは何か問われたら、答えられない
A98 カルマの克服 真理を知らないでカルマの克服は不可能
A99 ⾁体を霊化するには ⾁体と思っているかぎり霊化されない
A100 潜在能⼒とは何か 無限能⼒がありながら、認めて使ってない K

A101 ⽺飼いと⼦⽺ 神我は⽺飼い ⾁体は⼦⽺、復活祭とは
A102 縦の愛と横の愛 ⼗字架の説明 N

A103 宇宙法則 宇宙法則は⾃然法則の影響を受けない K

A104 空は実在 ⾊は⾮実在（誘導瞑想） ⾒えない物がある ⾒える物はない
A105 細胞とは何か 宇宙は⼀つの同胞関係、細かい包み
A106 空は実在界 ⾊は仮相界（誘導瞑想） ⾝も⼼も空にした時、無限の広がりを体験する
A107 神には内外はない 何ぜ ⽕の洗霊と⽔の洗霊
A108 空と⾊の識別 酸素の通る器官を神経という G

A109 想念は実現の⺟ 何ぜ⽗ではなく⺟なのか？ Ð

A110 全き愛 全てを⽣かしているのは愛
A111 ⼤覚者とは何か ⾃分が⼤きいことに⽬覚めた者
A112 ⽣命に年齢はない ⽣命は年をとらない
A113 開花とは何か 霊花を開くこと、泥沼と蓮の花の例え
A114 運命とは何か 運転⼿は⼀⼈ ÐO

A115 誕⽣とは何か 死とは何か ⼤霊が⾁体⾐装を纏うと誕⽣、脱ぐと死
A116 クリスマス研修会 イエスキリスト イエスの降臨
A117 愛は天と地の掛橋 愛は全てを癒す J

A118 ⽬覚めた魂と眠れる魂 今あなた⽅は寝てるんですよ！
A119 科学と化学の識別 宇宙アバターと地球アバター K

A120 無我とは何か ⾃分はない、無限⼤の我
A121 背後霊とは何か 全ての背後には霊がある NO

A122 ⽣命は本物の⾃分 ⾁体は偽物の⾃分 ⽣命を⼀度⾷べたら忘れない
A123 吾神なりの⾃覚 ⾃分が神だと思っていない
A124 神性とは何か 原⼦と電⼦の中性⼦ K

A125 遺伝⼦とは何か ⼈間が陰陽のイオンバランスを崩した ＨＪ

A126 直感⼈間と五感⼈間 直感は神我 五感は⾃我
A127 光明と無明 無明の⾁体が霊を受け⼊れると、光る者となる A

A128 実在と⾮実在の識別 ⾒える物があるというのは⽬の錯覚
A129 個⼈は実在しない 何ぜ その何ぜ、何ぜ、何ぜが答えを出す NO

A130 霊と物質（祝福） 物質とは霊質
A131 ⾼級我とは何か 低級我とは何か ⼈間は⼆重⾯相、⼆つの側⾯がある Ð

A132 ⽣命は空 ⾁体は⾊ 無限⽣命は空海
A133  分⼦とは何か 全て神の分⼦、進化したものは分⼦の数が多い F

A134 病気にならない⽅法 ⾁体中⼼に⽣きると病気 酸・アルカリ・カルシウム IＪ

A135 宇宙エネルギーとは何か（⾷のバランス） フリーエネルギー 電気 酸・アルカリ・農薬 IＪL

A136 ⼈間とは何か ⼈間と名前をつけただけ、即神 B

A137 ⽣命エネルギー 悟ったらエネルギー体、⾷⽣活と睡眠が不要 L

A138 全てはエネルギーと質料 こういう話を聞けるのは祝福されたもの



知花敏彦  DVD 講話リスト
No． タ イ ト ル 内  容 ✽

A139 普遍意識とは何か 意識は満ち満ちている、⽇本の⽂字は真理、核酸 J

A140 ⼈間は⽣きていない 何ぜ ⼈間は⽣命の器
A141 神の国は霊と⽔の国 ⽔そのものが神、⽣⽔とは命を纏った⽔、⽔を汚してい H

A142 真実（祝福） 真実を知らないと真実を語れない
A143 天は男性原理 地は⼥性原理 天と地が⼀つになって愛
A144 霊と物質は同⼀の物 何ぜ 物質とは形をとった霊
A145 ⾃⼰開放 ⾃分があると他⼈がある
A146 神性汝の内に有り 我々は神性そのもの
A147 神理は汝の内に有り 何ぜ 物を⽣み出す原理、創造原理
A148 空の⾃分と⾊の⾃分 空は永遠の⾃分、脳間、気耕栽培 G

A149 意識はエネルギー 宇宙意識は宇宙であるという思い Ð

A150 意識は波動（バイブレーション） 波動を⾼める＝意識を⾼める K

A151 意識は波動 振動によって細胞が変化する F K

A152 バランスを取る⽅法 原理を⽇常⽣活に⽣かす事 FG
KO

A153 ⼈間と⾷⽣活について 物でなくて、エネルギーを⾷べている  L

A154 宇宙⾷と⾃然⾷ 宇宙⾷はエネルギー、プラナ  L

A155 真我と偽我の識別 神の世界には善悪はない J O

A156 ⼼の波形について ⼼の波形と電気的波形は⼀つ K

A157 ⽣命と⼈間 実在しているのは⼈間でなく⽣命 N

A158 気体とは何か 液体とは何か 固体とは何か 無重⼒にならないと三途の川を渡れない C

A159 死は存在しない 霊的あなたは永久運動
A160 全ては無限  何ぜ 個⼈は存在しない 思いを個⼈から無限に変えるだけ Ð

A161 魂と⾁体は⼀体 ⾁体と幽体、2つ⾐装を着けている C N

A162 ⼈間は何ぜ病気になるか 病気は不調和の結果 J

A163 霊体×⾃然体＝⾁体 ⾁体は霊と質料の結果 KNO

A164 内観とは何か 外観とは何か 本質を⾒る事が内観
A165 普遍意識とは何か 今からなるのでなく始めから普遍意識 MＮ

A166 気体は天 固体は地 何ぜ（誘導瞑想） 瞑想は⼤気に⼀⼼集注 N

A167 無限は天国 個⼈は地獄 何ぜ（誘導瞑想） 集団で悟るのは地球では始めて
A168 神は絶対実在 初めから神、今も神、未来永劫に神
A169 霊は光の⾃分 ⾁は闇の⾃分 何ぜ（誘導瞑想） 物質性→霊性に変化した時、光を受ける
A170 ⾃⼰解放とは何か 形の中に⾃分を閉じ込めている N

A171 空は⾼バイブレーション ⾊は低バイブレーション(誘導瞑想) 我は空なりという意識を起こして下さい AＮ

A172 根源神と神々について 形を取っても神、取らなくても神 N

A173 病気とは何か エネルギー⽋乏 J

A174 ⼈間と細胞は⼀体 細胞とは⼈、⼈とは細胞 OＰ

A175 原因と結果は⼀体 ⾒える物と⾒えない物の法則
A176 無限は悟り 個⼈は迷い 何ぜ（誘導瞑想） 個⼈と⾒るから迷う
A177 ⽗と⼦は⼀体 創り主と創られたものは⼀体
A178 意識は波動 思っている通りの物にしかならない N O

A179 神我は空なり ⾃我は⾊なり ⾒えるものは⾃我、⾒えないものは神我
A180 ⽣命のみが独存す 何ぜ ⽣命の我は⾄る所に存在している
A181 真実と現実の識別 現実は想念の結果 Ð N

A182 神我は神 ⾃我は⼈間 ⼈間もあって神もあるのではない N

A183 霊 霊とはエネルギー、⾃分 N

A184 遺伝⼦ 遺伝は記憶のコピー、本来は完全遺伝⼦ E K



知花敏彦  DVD 講話リスト
No． タ イ ト ル 内  容 ✽

A185 霊とは何か 本当の⾃分
A186 ⼈間は⽣きていない 何ぜ ⽣きているのは⼤霊のみ
A187 ⽣命は普遍我 ⾁体は⼩我 有機物（ゴミ）の多い⽔を飲んでいる。意識拡⼤の体験 FHP

A188 病気と元気 気はエネルギー J L

A189 疑問 知ってしまえば疑問は解ける
A190 本質は天 形体は地何ぜ 内に7つの意識階層がある、今は外側
A191 神我は不死遠⽣（祝福） 真の我を忘れないで下さい M

A192 キリストを信じる者は救われる 信ずるとは知ること、理解すること
A193 最後の審判 ⾃我⼈間と神我⼈間のふるい分け M

A194 鉱物.植物.動物.⼈間は全て愛 何ぜ 実際にあるのは形体でなく愛 N

A195 ⽔晶⼈間とは何か イズラエル⼈、光と⽔のバランス
A196 ⽣命は無形無双のエネルギー ⾒える物の背後にある普遍を⾒よ N

A197 悪とは何か 無知、真理を知らない
A198 罪とは何か 真理を知ることによって罪は消える O

A199 空とは何か ⾊とは何か 空は真理、創造の原理、原点
A200 個⼈は存在しない 個⼈的⽣命はない、⽣命は全体者
A201 霊視 霊視能⼒は⼆通り N

A202 地縛霊 この世を本物だと思い、執着している者 N

A203 常識と⾮常識の識別 常にある意識と、常ならぬ意識 Ð

A204 ⾃分を知った時 ⾃分は消える 始めから⾃我はない、始めから⽣命
A205 ⼼霊とは何か ⼼は神、意識、宇宙に⼀つしかない N

A206 ⽣と死の実体 死とは、氷が形を無くした状態 C N

A207 空とは何か ⾊とは何か 空から⾊を⾒るべき
A208 不死不滅の魂 魂は完全
A209 霊性の開発 霊的⾃覚、忍耐と努⼒が必要  L N

A210 ⽣命は⼀つにして多⾝ 何ぜ ⼀つの⽣命が無数の形を表現している O

A211 ⽣命は唯⼀の救い主 ⾃分を知ることのみが唯⼀の救い
A212 神は何ぜ完全か 中性であるが故に完全、±の法則 H O

A213 命は神 真理に対して論じ合う事は深い瞑想以上 A

A214 神は万象万物の管理者 ⽣命が⽣命を産む 神が神を⽣む Ð O

A215 ⽣命は万物の造り主 ⾃我で去ったら⼀⼨先も⾒えない暗闇、その時は近い
A216 霊的⾃覚 今⽣悟らなければ消滅、⼤変な苦しみ M

A217 吾即宇宙エネルギー 知識でなく 実感せねばならない
A218 空とは何か ⾊とは何か ⼈間.個⼈.⾁体ではない、空である
A219 ⾃⼰完成とは何か 偽物の⾃分が落ちる、落成、完成 M

A220 神我は潜在意識 ⾃我は表⾯意識 何ぜ 本質を意識している事を潜在意識 P

A221 献⾝とは何か 献⾝は外念の世界になく憶念の世界にある
A222 霊は神我 ⾁は偽我 何ぜ 精妙体も粗雑体も霊の⾐装
A223 霊体.幽体.⾁体 三位⼀体 三位⼀体を理解しないと中間に留まる C O

A224 愛の法則 陰陽のバランスそのものが愛 M J

A225 空はエネルギー ⾊は物質 何ぜ 空は真空エネルギー 活性酸素 G H

A226 無限と個⼈は不可分 無限に還るのに特別な事は必要ない
A227 復活とは何か 真の⽣まれ変わり O

A228 神我は調和 ⾃我は不調和 ⽣命の次元でみれば不調和はない
A229 ⽣命とは何か 実感するものであり説明できない
A230 ⾃分を知らぬは最⼤の罪 ⾃我だから罪を犯す



知花敏彦  DVD 講話リスト
No． タ イ ト ル 内  容 ✽

A231 霊道とは何か 神に⾄る道 L

A232 ⾃分とは何か 答えは汝の内にあり 何ぜ 神という答えしかない O

A233 忍耐 神我を求める忍耐 AＮ

A234 ⼈類救済 ⾃我では救済できない
A235 原点と接点の識別 原点は⼀つ O

A236 ⼈間は⽣きていない 何ぜ 霊が働き、霊が⽣きる L

A237 個⼈は迷い 無限は悟り 何ぜ 個⼈は偽物、何も為せない N

A238 聖霊とは何か 聖霊が下るとは如来 N

A239 本質は内的⾃分 形は外的⾃分  何ぜ（誘導瞑想） 内を⾒れば神 外を⾒れば⼈間 N

A240 宇宙とは何か ⾃分は宇宙エネルギーそのもの O

A241 罪 犯した罪が⼀なら報いは三倍、地上界は罪⼈の集団 N O

A242 霊魂とは何か 霊が形を取ったら霊魂
A243 催眠術とは何か ⾃分で⾃⼰催眠をかけている ÐP

A244 ⽣命は光 ⾁体は闇  何ぜ ⽣命の光を⾁体に閉じ込めている O

A245 進化論について 進化とは進んで化ける、意識の拡⼤ P

A246 霊太陽とは何か 霊太陽は原光、魂は分光 O

A247 神我即聖霊 聖霊が下るとは神我が現れたこと O

A248 宇宙⼈とは何か あなたは宇宙
A249 神我と⾃我の識別 ⾃我があると思い込んでいる B G

A250 真我と⾃我の関係 真我と⾃我を理解しないと解らない N

A251 魂と⾁体の関係 ⾁体、幽体は魂の⾐装
A252 何ぜ神は⼤調和か 宇宙の法則とは愛  L O

A253 ⽣命は天 ⾁体は地  何ぜ ⽣命を徹底して意識、追及する P

A254 光は天 影は地 光と影の戦い M

A255 空は久遠 ⾊は無常 何ぜ 雑念を捨て、空を悟ること
A256 真我は宇宙 ⼩さな⾃分で⼤きい⾃分は⼊らない N

A257 愛眼とは何か ⾁眼とは何か 愛と思うか⼈間だと思うか O

A258 憶念 神が神を探すから、絶対に⾒つからない N

A259 空は男性原理 ⾊は⼥性原理（誘導瞑想） 陰陽のバランス N O

A260 ⽣命 全て⽣命、全てが⼀つ N O

A261 神我は天 ⾃我は地 ⾃我に迷っている、天に還すは誰？
A262 無我とは何か ⾃分が無い、神我しかない N

A263 無知とは何か 無知を知らない無知 E

A264 外なる闇は内なる光には勝てなかった 光を認めた時、闇に勝つ O

A265 時間空間は存在しない 形は有限、真実なるものは永遠・無限 N

A266 夫婦の愛 親⼦の愛 縦横の愛 K O

A267 賢者と偶者 本物を知った者は賢者 N

A268 時空意識の克服 ⼀つのものの中には時空間がない
A269 霊的結婚と⾁的結婚の識別 霊と⽔の結婚が、神との結魂 K O

A270 真の結婚とは何か ⼤霊と⾁体との⼀体感 O

A271 ⽣命は天照⼤神 霊太陽、霊光、⽣命の光
A272 ⼈間の本質は霊と⽔ 何ぜ ⼈間は⽔素と酸素の仮の姿 IK

A273 ⼤⽣命と分⽣命は⼀体 世の中は今刈り込みが始まっている MO

A274 内は霊 外は物質  何ぜ ⾁体という物質は霊が纏っている⾐装
A275 ⽣命と⾁体 原因が結果を⽣む
A276 本⼼と偽⼼の識別 本⼼は変化しない不動⼼



知花敏彦  DVD 講話リスト
No． タ イ ト ル 内  容 ✽

A277 ⽣命とは何か ⾁体とは何か（誘導瞑想） ⽣命は表現者 ⾁体は媒体 O

A278 愛光 愛は光 O

A279 究極神とは何か 内なるものの探求 Ｂ

A280 空は⾼次元 ⾊は低次元 何ぜ（誘導瞑想） 次元を⾼めねばならない（誘導瞑想４回） AÐ

A281 ⼈と神は不可分 何ぜ（誘導瞑想） 本⼼から語る、本⾳で語る
A282 ⼤愛は全ての本質 何ぜ（誘導瞑想） 愛は⼼の⽬でしか⾒えない BP

A283 魂とは何か 宇宙には寛⼤な魂しかない O

A284 空とは何か ⾊とは何か ⽔には⾒える⽔と、⾒えない⽔がある
A285 霊は原因体 物質は結果体 何ぜ（誘導瞑想） 朝晩刺激されて、霊的⾃覚が⾼まる
A286 ⼤霊は真実の⾃分 ⾁体は偽りの⾃分 何ぜ（誘導瞑想） 瞑想は形に捉われなくてよい A

A287 ⼼とは何か ⼼は⼀つしかない ÐO

A288 霊とは何か 物質とは何か 始めに霊があった、物質は仮相 N

A289 霊は光 物質は闇 何ぜ 闇に慣れた⼈間が、急に光は⾒れない A

A290 本質は神 形は⼈間 何ぜ ⼈間を⾒るのでなく⼈間の本質を⾒る
A291 気体は天 固体は地 何ぜ 固体（⾊）と気体（空）の分離感 ＧH

A292 天と地の識別 天と地が分離した状態を不完全
A293 光と影は不可分 何ぜ（誘導瞑想） ⼀なる光が様々な影を⽣み出している
A294 天と地は不可分 何ぜ ⼤気だという前提で物を⾒る AMO

A295 本質は実相の⾃分 形は仮相の⾃分 何ぜ 個⼈的本質は無い、本質は無限⼤ Ｂ

A296 解脱とは何か 正しく⾒る 正しく思う 正しく語る Ｂ

A297 仏陀とは何か ⾃分に打ち勝たねばならない N

A298 求めよさらば与えられん 求め⽅に忍耐がない O

A299 悟り ⾃⼰追求、⼰を知った時 神を知る
A300 カルマの克服 ⼈間があるという思いがカルマ、⼈核神 N

A301 神眼を開くとは何か（誘導瞑想） 神を⾒ていたなら、 神眼が開かれている
A302 不可視と可視は⼀体 普遍的原質・質料 中性質料 久遠質料 宇宙質料

アルファベット⽂字；対応 ※ 参考区分であり、講話内容の全てではありません
Ａ 瞑 想 Ｉ 酸・アルカリ
Ｂ 正⾒ 正思 Ｊ 健康と病気
Ｃ 霊・幽・⾁（三位⼀体） Ｋ 科学・法則
Ｄ 想 念 Ｌ ⾷⽣活
Ｅ 原始細胞・原⼦細胞 Ｍ 終期末
Ｆ 界⾯活性 Ｎ 学ぶにあたっての注意事項
Ｇ 酸素・⼤気 Ｏ ⽇常的対処
Ｈ ⽔について Ｐ 霊的イメージ、イナービジョン
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  瞑 想
A26 瞑想とは何か 瞑想は教えられない、⾃分で掴むもの
A40 瞑想とは何か（同時通訳） 瞑想とは⾃⼰放棄。オーバーシャドウ、覚者⽅の祝福
A233 忍耐 神我を求める忍耐、朝晩15分,1⽇に2~３回でも瞑想する
B90 ⾃⼰を⾒つめる瞑想 朝、夜の時間を15分でも真剣に求める者のみが神に到達する
B172 何ぜ瞑想は⼤切か 瞑想中に⼤いなる⾃⼰が、⼩さな座って瞑想する⾃分を⾒る

B253 神の⼼ ⼈の⼼
瞑想状態とは、神意識・普遍意識になること。光り輝く
釈迦の時代の習慣について。最後10分間瞑想

明 想
A60 霊は光の⾃分 ⾁体は陰の⾃分 霊的体験とは光の体験。６、７才の時に光の体験。明想

A127 光明と無明
無明の⾁体が霊を受け⼊れると、光る者となる
⼤霊をイメージするやり⽅

A286 ⼤霊は真実の⾃分 ⾁体は偽りの⾃分 何ぜ(誘導瞑想)
瞑想は形に捉われなくてよい。本物を⾒ている時は明想。霊という
光への⼀⼼集中。下から上でなく、上から下を⾒る

A289 霊は光 物質は闇 何ぜ 闇に慣れた⼈間が、急に光は⾒れない。コウモリ⼈間

伝導瞑想

A281 ⼈と神は不可分 何ぜ（誘導瞑想）
本⼼から語る、本⾳で語る。この話は何千年に⼀回しか聞けない。
聞いてるうちに何となく解るようになる。後ちょっと

A294 天と地は不可分 何ぜ
⼤気だという前提で物を⾒る。覚者になるには知花の刺激は
必要、伝導瞑想。これだけのヒントと⾃覚は得られない

B282 無形は無限 有形は有限（誘導瞑想）
本来これを認めるのに1年もかからない。ただ⽬を瞑って迷
妄に明け暮れることが瞑想ではない。神が着座するまで

講話・ディスカッション

A53 愛は無形無双の⼤気 何ぜ
愛には姿形がない。私が愛そのものの時、常にあなたと共に
おる。話を聞いたのは1時間瞑想した、それは深い瞑想状態

A213 命は神
真理に対して論じ合う事は深い瞑想以上。ここで話を聞いている時
は瞑想状態。話を聞きながら直接理解する

A222 霊は神我 ⾁は偽我 何ぜ
精妙体も粗雑体も霊の⾐装。マイルーパ、光⼦体。⾁は努⼒しても
霊にならない。ここで聞く話は個⼈でやる瞑想以上

瞑想の危険性
A62 雑念とは何か 雑念瞑想、憑依霊。瞑想は⼤切でありながら危険が伴う

A63 霊性進化
どうすれば霊性が進化するか、神にチャンネルを合わす。
瞑想の注意点、霊性進化の体験談

祝福・異⾔
A1 クリスマス研修会 クリスマスは覚者⽅（⽩⾊同胞団）が祝福を与える
A6 霊とは何か 物質とは何か 知花を⼿ぶらで帰さないで下さい。宇宙語は共通
A130 霊と物質（祝福） 物質とは霊質。皆さんは宇宙⼈

A142 真実（祝福）
真実を知らないと真実を語れない。皆さん⽅の叫び声を聞い
た神が、この知花を送った

A191 神我は不死遠⽣（祝福）
沖縄最後の講話。真の我を忘れないで下さい。思い出しまし
たか？ 我々は現象の友。皆さんに栄光があらんことを…

A250 真我と⾃我の関係 真我と⾃我を理解しないと解らない。過去世病、異⾔、祝福
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⾃問⾃答

A2 ⼈間は何ぜ神か？
知花から聞いた話は⾃分の答えではない。何ぜそうなのか？
⾃分で納得がいくまで答えを出すこと

A204 ⾃分を知った時 ⾃分は消える
始めから⾃我はない、始めから⽣命。この知花を超えるものとなり
なさい。毎朝晩、瞑想を通して⾃分の中から答えを出す。声なき声

B209 ⾃分は誰 ⾃分がやろうとするからできない

⼼か頭か
A39 霊的思考と物的思考 ⼼で考えるか頭で考えるか。頭で考えると⾔葉につまづく

A221 献⾝とは何か
献⾝は外念の世界になく憶念の世界にある。頭(⽬⽿)で考え
ると左→右へ抜ける、⼼は⼀つしかないから抜ける所がない

A282 ⼤愛は全ての本質 何ぜ（誘導瞑想）
頭でなく⼼で考えれば単純明瞭。頭を空っぽにせねばならな
い。瞑想とは⾁の⽬を閉ざし、⼼の⽬を開くよう努⼒する

B252 真の⾃⼰は宇宙エネルギー 瞑想は五感の⽬を閉ざして、⼼の⽬で⾒れるよう訓練をする

原始細胞

A31 魂とは何か
原始細胞の説明。⼼臓に魂、中性⼦という個細胞。⾁体細胞
が雑念で邪魔して神を記憶しない

A32 原始細胞と⾁体細胞の識別
原始細胞は⼀つ、不死不滅。⾁体細胞は複数、初めと終わり
がある。

A54 ⼈間は実在しない 何ぜ 実際にあるのは原⼦細胞と電⼦細胞

A69 細胞
私たちは元を正せば⼀つの原⼦です。原⼦細胞は神の細胞。
セラミック、微粒⼦。⼈体図での説明

A79 原始細胞と⾁体細胞 原始細胞は神意識、⾁細胞は⾁意識。⼆通りの意識がある

魂
A33 魂の進化 鉱物→植物→動物→⼈間→ いつか魂はなくなるが個性は残
A81 魂とは何か 魂は⼼、⼀つしかない
A161 魂と⾁体は⼀体 ⾁体と幽体、2つ⾐装を着けている。憑依霊現象

A208 不死不滅の魂 魂は完全。寛⼤な魂
A251 魂と⾁体の関係 ⾁体、幽体は魂の⾐装。乗り船。運転⼿と⾃動⾞の関係

A283 魂とは何か
宇宙には寛⼤な魂しかない。⼀歩近づいたら神は百歩近づいてくれ
る。キリスト神我に栄光あれ！聖なる⽕、⽕の洗霊

不動⼼
A42 不動⼼ 絶対に変化しない、揺れ動かない⼼。神の⼼

A90 ⼀⼼集注とは何か ⼀つの⼼しかない、不動⼼
A287 ⼼とは何か ⼼は⼀つしかない。不動⼼は直流型。意識は創造原理、⼼の毒

霊・幽・⾁ 三位⼀体
A29 天国と地獄 霊幽⾁の説明
A58 霊体 幽体 ⾁体 三位⼀体 ⽔蒸気、⽔、氷は同じもの
A59 ⾁体は感覚体 幽体は感情体 霊体は精神体 ⾁体、幽体、霊体の説明
A88 三途の川とは何か 固体、液体、気体は…本質的に同じ
A158 気体とは何か 液体とは何か 固体とは何か 無重⼒にならないと三途の川を渡れない
A223 霊体.幽体.⾁体 三位⼀体 三位⼀体を理解しないと中間に留まる
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超微粒⼦
A34 界⾯活性 細かくなるとエネルギーが⾼くなる
A77 ミクロとマクロ ミクロは⾒えない マクロは⾒える
A133  分⼦とは何か 全て神の分⼦、進化したものは分⼦の数が多い
A151 意識は波動 振動によって細胞が変化する。セラミック、界⾯活性

A152 バランスを取る⽅法 原理を⽇常⽣活に⽣かす事。微粒⼦、⾼分⼦⽔で洗濯。カルシウム

科学・法則
A23 磁場 地球は12極モーターのようなもの。法則。遊星⼈の⽀援

A45 無限は天国 個⼈は地獄 何ぜ 電磁波、光君の説明。雷、オゾンO3について

A61 ⼤宇宙と⼩宇宙 ⼀つの原⼦核に12の電⼦、⼈核神
A84 中⼼とは何か 原点、⼀点でありながら無限⼤。内なる⼼
A156 ⼼の波形について ⼼の波形と電気的波形は⼀つ
A163 霊体×⾃然体＝⾁体 ⾁体は霊と質料の結果。右巻き・左巻き

イルミネーション…
A64 魂の光輝 イルミネーション 光の⾃覚に応じて、器が光るものとなる
A190 本質は天 形体は地何ぜ 内に7つの意識階層がある、今は外側

覚者⽅・⼤師
A101 ⽺飼いと⼦⽺ 神我は⽺飼い ⾁体は⼦⽺。復活祭
A119 科学と化学の識別 宇宙アバターと地球アバター

クリスマス講話
A47 キリストとは何か 最後のクリスマス研修会、許しと愛
A48 クリスマス研修会 アダムとイブ、アメーバ説と移住説
A49 全て神 何ぜ ヨハネの⽣まれ変わり親鸞聖⼈。原⼦と電⼦
A93 キリストの誕⽣⽇ イエスの誕⽣⽇ではなく、神我の誕⽣
A242 霊魂とは何か 霊が形を取ったら霊魂。転換期とはあなた⾃⾝のこと

クリスマス上映会（最近のもの）
A216 霊的⾃覚 今⽣悟らなければ消滅、⼤変な苦しみ

A217 吾即宇宙エネルギー 知識でなく 実感せねばならない。⼀度⾷べた味は忘れない

A218 空とは何か ⾊とは何か ⼈間.個⼈.⾁体ではない、空である

A219 ⾃⼰完成とは何か 偽物の⾃分が落ちる、落成、完成

A242 霊魂とは何か 霊が形を取ったら霊魂。転換期とはあなた⾃⾝のこと

A243 催眠術とは何か ⾃分で⾃⼰催眠をかけている。誘導催眠

A244 ⽣命は光 ⾁体は闇  何ぜ ⽣命の光を⾁体に閉じ込めている。イエスの復活後。⾃然葬

A245 進化論について 進化とは進んで化ける、意識の拡⼤。宇宙アバターと地球アバター

A246 霊太陽とは何か 霊太陽は原光、魂は分光。如来、天下り。無⾔の奉仕

A268 時空意識の克服 ⼀つのものの中には時空間がない。意識は⼀つ

A269 霊的結婚と⾁的結婚の識別
霊と⽔の結婚が神との結魂。処⼥懐妊、初めから結魂者。愛⼈、恋
⼈。物はパーセンテージ、⼈間は50：50。進化論

A270 真の結婚とは何か
⼤霊と⾁体との⼀体感。＋ーは引っ付き合う、中性を愛。中性にな
ると結婚できない。⾄福感・法悦感
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A271 ⽣命は天照⼤神
霊太陽、霊光、⽣命の光。天皇、王の中の王。神国、⽇は東から上
る。開放者はただ⼀⼈、⾃分⾃⾝。物は太陽を中⼼に回る。魂約

A272 ⼈間の本質は霊と⽔ 何ぜ
⼈間は⽔素と酸素の仮の姿。微⽣物の結婚、好気と嫌気。磁⽯
NS、酸とアルカリ、中性⽔。空⾶ぶ円盤。⽇出国幸い近し

A295 本質は実相の⾃分 形は仮相の⾃分 何ぜ
個⼈的本質は無い 本質は無限⼤。正しく思う、正しく⽣きる、神
が着座。今は迷いが定着。真実を語る。地球は⼀変。相対性理論

A296 解脱とは何か
正しく⾒る.正しく思う.正しく語る。議論、⾃⼰主張。難⾏苦⾏悟
りに⾮ず、神に素直であれ。沈黙。瞑想してる⼩さな⾃分が⾒える

A297 仏陀とは何か
⾃分に打ち勝たねばならない。仏陀は皆さんの中に。⾁体離脱。な
ろうとするから成れない。認めるものは現れる。形に名前つけた

A298 求めよさらば与えられん
求め⽅に忍耐がない。三つ⼦が⺟を想うが如し。後ろを振り向く。
仕事中に100回は意識してる。真実でなく物を求めている

A299 悟り
⾃⼰追求。⼰を知った時、神を知る。⾃分がある限り苦しむ苦界。
神とは何か？あなたの知ってるものは何か。神を知る者は救われる

イエス・キリスト
A116 クリスマス研修会 イエスキリスト イエスの降臨
B188 汝の信ずるもの表現する イエスの啓⽰

祈り
A65 神我の祈り ⾃我の祈り 今⽣こういう話を聴くと知っていた

神我顕現
A74 悟りとは神の愛を受け 愛を与える能⼒ 宇宙エネルギーを認めて、現すこと
A71 ⾁体存在の⽬的 神我顕現

普遍意識
A139 普遍意識とは何か 意識は満ち満ちている、⽇本の⽂字は真理、核酸
A165 普遍意識とは何か 今からなるのでなく始めから普遍意識

A258 憶念
神が神を探すから絶対に⾒つからない。最⾼の悟り。仏国⼟は何億
光年にある？ 普遍意識に移⾏し、表⾯意識へ帰れない体験

お釈迦さま・仏陀
A41 神は⼈を通して語る 智慧の紫の光、お釈迦様の話し
A43 極楽浄⼟ お釈迦さまの蓮の花のたとえ
A113 開花とは何か 霊花を開くこと、泥沼と蓮の花の例え

A297 仏陀とは何か
⾃分に打ち勝たねばならない。仏陀は皆さんの中に。⾁体離脱。な
ろうとするから成れない。認めるものは現れる。形に名前つけた

正しく⾒る・正しく思う
A66 正しく⾒る 釈迦は正しく⾒ることを教えました

A249 神我と⾃我の識別
⾃我があると思い込んでいる。お釈迦様の⼋正道の第⼀正に
正しく⾒るというのがある

A295 本質は実相の⾃分 形は仮相の⾃分 何ぜ
個⼈的本質は無い、本質は無限⼤。正しく思う、正しく⽣き
る、神が着座する。今迷いが定着している

A296 解脱とは何か 正しく⾒る 正しく思う 正しく語る
B186 全ては⼤⽣命の表現 全託したとき正⾒.正思.正語、正しく⽣活、正しく定めに⼊
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B273 意識の拡⼤ ⼩宇宙と⼤宇宙は⼀体。正しく⾒る、思う。⾃分は⼤宇宙

忍耐・努⼒
A209 霊性の開発 霊的⾃覚、忍耐と努⼒が必要
B117 ⼤霊は真我 ⾁体は偽我 ⻑い⼈になると3年かかります

カルマ・罪
A20 カルマの法則 神我にカルマはない
A86 輪廻とは何か 個⼈は輪廻する、悟れば輪廻しない
A98 カルマの克服 真理を知らないでカルマの克服は不可能
A197 悪とは何か 無知、真理を知らない
A198 罪とは何か 真理を知ることによって罪は消える

酸素・脳間
A108 空と⾊の識別 酸素の通る器官を神経という
A148 空の⾃分と⾊の⾃分 空は永遠の⾃分、脳間、気耕栽培
A225 空はエネルギー ⾊は物質 何ぜ 空は真空エネルギー 活性酸素

A249 神我と⾃我の識別
⾃我があると思い込んでいる。お釈迦様の⼋正道の第⼀正に正しく
⾒る。酸素の原⼦番号は8番、無限を象徴。⼋⽣の地

A291 気体は天 固体は地 何ぜ
固体（⾊）と気体（空）の分離感。覗き⾒。⾼⾎圧症、⾎液
を運ぶのは酸素。溶存酸素の多い⽔、アトピー。酸素の機械

健康・病気
A55 健康と病気 病気とは罪、不調和 神は健康
A78 健康について ⾎液、酸素、カルシウム、⽣き⽅
A134 病気にならない⽅法 ⾁体中⼼に⽣きると病気、酸・アルカリ・カルシウム
A162 ⼈間は何ぜ病気になるか 病気は不調和の結果
A173 病気とは何か エネルギー⽋乏
A188 病気と元気 気はエネルギー

⽔の⼤切さ・飲み⽔
A141 神の国は霊と⽔の国 ⽔そのものが神、⽣⽔とは命をまとった⽔、⽔を汚している
A187 ⽣命は普遍我 ⾁体は⼩我 有機物（ゴミ）の多い⽔を飲んでいる、意識拡⼤の体験
A212 神は何ぜ完全か 中性であるが故に完全、±の法則

⽇常⽣活・法則
A51 類は類を呼ぶ 気が合うとは波⻑が合う
A70 右脳と左脳の働きについて 脳は送・受信機、循環すると知恵者
A92 体験と実験 体験しないとわからない
A125 遺伝⼦とは何か ⼈間が陰陽のイオンバランスを崩した
A135 宇宙エネルギーとは何か（⾷のバランス） フリーエネルギー、電気、酸・アルカリ、農薬
A152 バランスを取る⽅法 原理を⽇常⽣活に⽣かす事
A153 ⼈間と⾷⽣活について 物でなくて、エネルギーを⾷べている
A154 宇宙⾷と⾃然⾷ 宇宙⾷はエネルギー、プラナ
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⽇々の鍛錬・修練

A218 空とは何か ⾊とは何か ⼈間.個⼈.⾁体ではない、空であると朝晩10回唱える

A278 愛光
愛は光、地上界は闇。光と闇は同居できない。愛の実践が天国に⼊
るレッスン、まず1,2ヶ⽉やってみる。無苦。後光、病気治療。

A302 不可視と可視は⼀体
普遍的原質,質料、中性質料、久遠質料。消滅、⾮物質化/物質化。
テレポート、イエスキリスト⽇本に来た。神隠し、⽕葬と埋葬。

⽔晶⼈間
A195 ⽔晶⼈間とは何か イズラエル⼈、光と⽔のバランス

図形・絵イメージ
A25 ⽣命の⽊ 全ては⼀つの元に繋がっています
A84 中⼼とは何か 原点、⼀点でありながら無限⼤、図形
A96 視野の拡⼤について 部分を⾒るのではなく、全体を⾒る
A102 縦の愛と横の愛 ⼗字架の説明
A105 細胞とは何か 宇宙は⼀つの同胞関係、細かい包み
A174 ⼈間と細胞は⼀体 細胞とは⼈、⼈とは細胞
A184 遺伝⼦ 遺伝は記憶のコピー、本来は完全遺伝⼦

知花先⽣の体験談
A38 天照⼤神とは何か 先⽣の霊的光の体験談、沖縄時代、釈迦の内観について
A56 ⼈⽣の荒波 泡は⼤海の波に弄ばれる、ボリビアでの体験

先⽣のお⼿本

A257 愛眼とは何か ⾁眼とは何か
愛と思うか⼈間だと思うか。知花は愛を⾒ることが3度の飯
よりも楽しい、今朝も3時からその世界にいた。

A298 求めよさらば与えられん
求め⽅に忍耐がない。三つ⼦が⺟を想うが如し。後ろを振り向く。
仕事中に100回は意識してる。真実でなく物を求めている

A292 天と地の識別
天と地が分離した状態を不完全。陰陽の法則、原因結果の法則、縦
横の愛、⼗字架。私は⼀⽇のうち7，8時間も普遍意識状態でおる

21世紀・明るい未来
A68 ⼼の調和について ⼼が調和した時、ユートピアが訪れる

A272 ⼈間の本質は霊と⽔ 何ぜ
⼈間は⽔素と酸素の仮の姿。微⽣物の結婚、好気と嫌気。磁⽯
NS、酸とアルカリ、中性⽔。空⾶ぶ円盤。⽇出国幸い近し

２万６千年周期，厳しい
A8 原点に帰る 今、悔い改めないと地球はない
A193 最後の審判 ⾃我⼈間と神我⼈間のふるい分け
A215 ⽣命は万物の造り主 ⾃我で去ったら⼀⼨先も⾒えない暗闇、その時は近い
A216 霊的⾃覚 今⽣悟らなければ消滅、⼤変な苦しみ

A273 ⼤⽣命と分⽣命は⼀体
今刈り込みが始まっている、実のならない⽊は切り倒す。神の器。
私のハートは痛み続ける。フリーエネルギー開発

その他
A201 霊視 霊視能⼒は⼆通り。ベートーヴェン、⾳楽
A202 地縛霊 この世を本物だと思い、執着している者
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A203 常識と⾮常識の識別 常にある意識と、常ならぬ意識
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