真我への橋渡し
エゴの道 予想される未来

崖

エゴの道を歩むと
真我の道へは行けない

真我の道 予想される未来

黄金（究極の喜びの人生）

真我の道を歩むと
エゴの道へは行けない

橋渡しをすることで
小判を拾いながら
「黄金」へ向かうことができる
・天のプレゼント
・日常の変化の数々
・一見悪そうなことも小判

オ ン ラ イ ン

書

佐 藤 康 行

店
佐藤康行の言葉のエネルギーが、
不安と恐怖のコロナの時代に
免疫力と生命力をアップさせる！

毎月１,５００円(税込)で佐藤康行の電子書籍が月２０冊読み放題！

あなたの意識次元を上げるコンテンツ
❶今月の新刊

❹一日一生 魂のメッセージ

『真我 第１巻 コロナの時代から真我の時代へ』

毎日更新！ 佐藤康行からのメッセージ

❷真我の本棚

❺今月の心構え

佐藤康行の電子書籍が毎月 20 冊読み放題！

毎月更新！ あなたの生命力を高めるメッセージ！

➌お悩み相談 佐藤康行の質問箱

❻特別映像コーナー

コロナの時代をどう生き抜くか！？佐藤康行に直接質問！

佐藤康行の特別映像を公開！

参議院議員の
佐藤正久先生との対談映像！

✓特典１ 公開「佐藤康行の人生相談」 (来場・Web) 参加権
✓特典２ 太陽のカウンセリング
✓特典３ 伝説の講演会音声ダウンロード

佐藤康行書店

運営/ゴマブックス株式会社

ご入会登録はこちらから！

https://bit.ly/31iXzQ0

■お問合せ 真我の実践会 運営事務局
TEL 03-5962-3747 MAIL shinga@shinga.com

太陽のカウンセリング
/

とは
「太陽のカウンセリング」の「太陽」とは、「本当のあなた＝真我」のことです。空には太陽
と、黒い雲、白い雲があります。その雲が人の心だと思って下さい。
黒い雲は、ネガティブな心。白い雲は、「私は大した何の問題もない、十分これでいいんだ」
と思う心です。でも、白い雲も黒い雲も太陽ではないのです。太陽にアクセスしたら、間もな
く黒い雲はより大きくなり、雨が降ってきます。雨が降った後はカラッと晴れ、「心が晴れる」の

佐藤康行

です。
このカウンセリングでは、あなたの意識が真上に上がっていき、雲の隙間から太陽の光がスーッと出て
きます。その太陽の光線によって、あなたの意識をさらに上げていきます。

太陽、すなわち真我に目覚めると色々な問題が自動的に解決していきます。あなたの問題だけではなく、あなたの家族、
まわりまでこの太陽の光の恩恵を受けます。大きく広く上に上がれば上がるほど、心のくもりを全部きれいに晴らすのです。これが太陽
のカウンセリングです。ほんのわずかな時間をご用意いただければ、来場もしくはどこにいてもインターネットでご体験頂けます。

～太陽のカウンセリング体験者の声より、一部抜粋～
「自分のやりたいことが明確になった上に、人とのコミュニケーション
が大変スムーズになりました。お陰で仕事の能率が大きく UP しまし
た」 (30 代男性)
「両親へのわだかまりが完全に取れ、夫との関係が良くなりました。するとひ
きこもりの息子が元気に学校へ行けるようになり、未来が明るくなりました」
(40 代女性)
「一度ふみ出してみると、本物であることが体感できました。愛と感謝の心が
あふれて、180 度変わりました。短時間での意識の変化に驚きました。そして
受ける前よりも、心の器が大きくなりました」 (50 代男性)

～太陽のカウンセリングは、カウンセラー側も素晴らしく変化します～
「相手の方が一瞬で真我に目覚めていかれる姿を見て、何事にも代
えがたい喜びを感じ、共に歓喜を共有することができました」
(カウンセラー・60 代女性)
「相手の方から〝このカウンセリングは無限の価値がある〟と言われ
て、喜びを感じました。一緒に浄化されて、心が透明になっていきまし
た」 (カウンセラー・40 代男性)
一度でも「太陽のカウンセリング」を受けたことのある方は、カウンセラーになることができます。
詳しくは YS カウンセリングセンター東京本部までお問合せください。

ズ

ー

ム

東京・大阪・名古屋の各会場および、インターネット（Zoom）を用いた
◎Zoom ご希望の方は、
カウンセリングからお選びいただけます。 東京のセンターまでご連絡ください
下記、東京・関西・名古屋の
各センターへお電話ください。

別紙「ＦＡＸ申込書」にご記入後、
各センターへ送信ください。
info@yscounseling.com

https://bit.ly/3bw5nA5

※ご希望の会場（センター名）を明記ください

※「太陽のカウンセリング」特別版は、YS カウンセリングセンター公認のカウンセラーが行います。

東
京

YSカウンセリングセンター東京本部
お問合せ

TEL 03-5962-3508
FAX 03-5962-3748
営業時間

平日１０：００～18：００

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町 11-7
ビーエム兜町ビル 1F
<交通> ●東京メトロ銀座線 日本橋駅 歩 7 分 ●都営浅草線 日本橋駅 D1 口より歩 3 分
●東京メトロ日比谷線、東西線 茅場町駅 12 番口より歩 2 分
●JR 東京駅八重洲中央口より八重洲通り経由 歩 18 分

大
阪

YSカウンセリングセンター関西
お問合せ

TEL 06-6307-3022
FAX 06-6307-3023
営業時間

平日１０：００～18：００

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島 5-14-10
新大阪トヨタビル 6F （アイジーエー関西支部内）
<交通> ●JR 新大阪駅 歩 3 分 ●阪急京都線 南方駅 歩 7 分
●地下鉄御堂筋線 新大阪駅 ⑦番出口 歩 1 分
●地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 歩 7 分

名
古
屋

YSカウンセリングセンター名古屋
お問合せ

TEL 052-201-7830
FAX 052-201-7833
営業時間

平日１０：００～18：００

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目 9 番 6 号
名和丸の内ビル２F （アイジーエー名古屋支部内）
<交通> ●地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅より歩 4 分
●地下鉄桜通線 丸の内駅より歩 5 分

真我開発講座のご案内

本当の自分に出会う、
あなたの人生を変える1 日。
真我開発講座は、あなたの心の一番奥にある「本当の自分（真我）
」に出逢い、
その心を現実の仕事・家庭・人間関係・経済・健康などあらゆる面に生かしていくためのセミナーです。

はじめての方はこちらからがおすすめ

未来内観

宇宙無限力体得
コース

コース

〜最高の人生、死から生を見る〜

〜宇宙意識、完全から全てを見る〜

目標は一番遠いところから立てないと、目的を誤ってし

私たちは、日本、地球、宇宙…あらゆる次元（空間）に

まいます。人生の目標は「なんていい人生だったんだろ

存在します。しかし、低い次元から全体を見る事は出来

う！」と言い切れる、「最高の人生」の最期です。その

ません。一番高い次元、完全なる宇宙意識から全体を

瞬間を迎えるとき、人は「本当の自分」に出逢います。

見たとき、今まで不完全に映っていたあらゆるもの

その時の心を今、体感し、その心で毎日を生き

の完璧さが見えます。その瞬間、あなたの内な

たとき、あなたは使命に導かれ「最高の

る宇宙と一体になり、人生に起こるすべ

人生」を全うできるのです。

ての完璧さが見え「本当の自分」
に目覚めます。
※未来内観コース、宇宙無限力体得コース、天使の光コー
ス、
真我瞑想コース、
真我プロカウンセラー実践養成コー
スは、どこからでも受講できます。

天使の光

真我瞑想

歓喜の世界に入る〜

〜一瞬で宇宙と
ひとつになれる〜

コース

コース
〜執着を捨て、

過去のすべての出来事が、使命・天命を示す、

日常生活で常に意識を真我に合わせ、喜び

神からの無数のメッセージだったとい

の人生を実現するシンプルで奥の深い

う事実に気づく、真我体感の真髄

究 極 の 瞑 想 法 で す。「神 成 瞑 想」

の上級コースです。

も新たに加わりました。

真我
プロカウンセラー
実践養成

コース

〜今、世の中から最も必要とされています〜
周りの人の心に内在する光を引き出し
ていく究極のカウンセリングの手
法です。

真我開発講座各コースの日程は、別紙スケジュールまたは、心の学校・アイジーエーホームページ〈http://shinga.com/〉をご覧ください。
◎真我開発講座のお問合せは・ご質問等はこちら

TEL 03-5962-3541
http://shinga.com/

心の学校・アイジーエー【東京本部】
平日10時〜18時まで

【東京本部】 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町11-7 ビーエム兜町ビル1F・3F TEL:03-5962-3541 FAX:03-5962-3748
【関西支部】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル6F TEL:06-6307-3022 FAX:06-6307-3023
【名古屋支部】〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-9-6 名和丸の内ビル2階A号室TEL：052-201-7830 FAX：052-201-7833

真我のサブスク誕生！
真我のサブスク誕生！

過去 30 年間の佐藤康行のセミナーを含む全ての真我のコンテンツを月々1 万円でご提
供します。真我＝本当の自分（最高のあなた）に出会い、その真我を現実生活で実践し
ていくことであなたの人生が大好転するでしょう。あなたの一生涯のすべての問題や悩
みを解決する最高の人生のパスポートであり、人生の保険ともいえます。さあ、「真我
の実践会」で新しい人生のスタートです！

～佐藤康行 真我の実践会サービス内容
真我の実践会サービス内容～
内容～
あなたの真我を

1.真我開発講座
1.真我開発講座（
真我開発講座（5 コース）
コース）
思いっきり開きましょう！
・未来内観コース

・真我瞑想
・真我瞑想コース
瞑想コース

・宇宙無限力体得コース ・真我プロカウンセラ
・真我プロカウンセラー
プロカウンセラー実践養成コース
実践養成コース
・天使の光コース

会場：東京、大阪、名古屋
（詳細は事務局まで
会場：東京、大阪、名古屋 その他、
その他、地方、海外開催あり。
（詳細は事務局まで）
事務局まで）

2.真我開発講座開発者 佐藤康行の最新セミナー
佐藤康行の最新セミナー
&フォロー講座
真我開発講座開発者佐藤康行
真我開発講座開発者佐藤康行が
開発者佐藤康行が直接行う超ホットな最新セミナー
直接行う超ホットな最新セミナーの
最新セミナーの数々。
あなたの真我を
あなたの真我を全開に！！（
真我を全開に！！（Web
全開に！！（Web 受講あり）
受講あり）

3.佐藤康行
3.佐藤康行スペシャル
佐藤康行スペシャルグループカウンセリング
スペシャルグループカウンセリング

4.佐藤康行
4.佐藤康行映像
佐藤康行映像セミナー
映像セミナー
真我をビジネス等、
真我をビジネス等、

佐藤康行が行う少人数制のグル
佐藤康行が行う少人数制のグル
現実生活で活かし切る
ープカウンセリング。あなたの
ための実践に役立つ
意識次元が一気に上がります。
意識次元が一気に上がります。
（Web 受講あり）
受講あり）

5.フォロー
5.フォローアップ
フォローアップ教室
アップ教室

6.真我の実践会
真我の実践会 会員サイト
会員サイト

真我の実践フォロークラス、
真我の実践フォロークラス、

日常で真我を開き
日常で真我を開き続ける
で真我を開き続ける為
続ける為の真我オンラインサービス
○Web セミナー：毎月
1 本映像追加。過去の映像を
セミナー：
見ながらワークができます
○Web 真我瞑想コース ○佐藤康行の音声や言葉
○ワークと体道マニュアル
○真我Ｑ＆Ａ
○真我Ｑ＆Ａ等々
Ｑ＆Ａ等々

真我プロカウンセラー
真我 プロカウンセラー実践
プロカウンセラー 実践
養成コースフォロー
養成コース フォローな
フォロー な ど の
テーマで随時開催

セミナーが
セミナーがラインナップ

心の学校グループ
心の学校グループ創始者
学校グループ創始者佐藤康行

１日 12 万円の佐藤康行の高額セミナーを含む、
万円の佐藤康行の高額セミナーを含む、
すべてのコンテンツが月々1
すべてのコンテンツが月々1 万円で受け放題！

「佐藤康行 真我の実践会」会員
※サブスクとは、
※サブスク

①個人会員

…

月額 10,000 円（＋税）／ ご本人様
（年払い特典あり）

サブスクリプションの略で
会員制の定額サービスを

②家族会員

③法人会員

…

…

月額 20,000 円（＋税）／ ご本人様およびご家族の方
（年払い特典あり）

意味します。

月額 30,000 円（＋税）／ 法人の代表者様およびすべての従業員様

* セミナーやフォロー … 参加費はサービスに含まれますが、会場費は実費（1 開催につき 1,000 円～
5,000 円）を別途ご負担いただきます。
* 家族会員制度・法人会員制度 … 制度の詳細は、
「真我の実践会」会員サイトの規約をご覧ください。

お申し込みは「佐藤康行 真我の実践会」事務局まで
ご連絡ください。
「佐藤康行 真我の実践会」事務局（心の学校アイジーエー 東京本部内）
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 11-7 ビーエム兜町ビル 301
TEL
Email

03-5962-3747（10～18 時）

FAX

03-5962-3748（24Ｈ）

shinga@shinga.com

お申込みは下記
お申込みは下記「佐藤康行 真我の実践会」特設 Web サイトでも受け付けております
驚きの会員特典のすべても、こちらの Web サイトで公開しています！

●お申し込みページ

https://ysmethod.com/jissenkai/

このたび佐藤学長が、「佐藤康行 真我太陽の会」を立ち上げられました。
※プロボラは自分が
培ってきたスキル、専門知識、経験を
活かして、他人のために無報酬で行う社会貢献活動
であり、得意分野を活かせるため生産性の高い
活動ができるのが特徴です。

この会は、「佐藤先生が真我を世に発信する」
そのお手伝をしたい方のための会になります。
佐藤先生に、天に、そして人類にお返しする
という趣旨で、共に佐藤先生が示す方向を見て、
佐藤先生の発想を献身的に具現化する会となります。

具体的には、私たちが今できることを発見し、佐藤先生に提案し、
それぞれの人生で培った体験や経験や技術や技能や資本など様々なものを

プロフェッショナルボランティア（プロボラ）※として出し合い、
皆で遂行していくという献身的で自主的な会です。
純粋に佐藤先生のお役に立ちたいと思われる方であれば、どなたでも参加頂けます。
事務局長 マイク岡本

「太陽の会ホームページ」で、活動の詳しい事例をご確認いただけます。

https://ysmethod.org/
また、「佐藤康行の真我の拡散ナビ」では、心の学校や発信者に関する

会費は、無料
■お問合わせ

あらゆる知りたい情報をナビゲーションしております。

https://shinga-ys-world.com/

「佐藤康行 真我太陽の会」事務局 担当：中根、宇田
TEL

03-5962-3541

FAX

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 11-7 ビーエム兜町ビル 3０１号室

03-5962-3748

MAIL

taiyo@shinga.com

キリトリ

「佐藤康行 真我太陽の会」申込書
ふりがな

お名前
ご住所

〒

と思う方は、
資格

得意分野
メモ(太陽の会参加にあたって、提案、希望、やりたいことなど)

記入日

ー

TEL

月

日

ー
＠

MAIL
現職
特技、
スキル、
専門知識

例：Excel、Word、パワーポイント、イラストレーター、
フォトショップなど

など
例： 真我カウンセリング、ZOOMカウンセラーなど

ペスト菌も寄せ付けなかった、真我の免疫力！
インドのマザーテレサの施設で看護師をしていたある女性が、真我開発講座を受講し、
その後で私に次にように伝えられた。
『佐藤先生、ありがとうございました。私は真我開発講座を受けて、
「成功と幸福を呼ぶ言葉」を
読んでいなかったら、インドでペスト菌に感染してきっと死んでいたでしょう。
実は、イタリア人で日本人嫌いの同僚がいたのですが、日本語を聞くのも嫌いな、その彼女で
さえ「成功と幸福を呼ぶ言葉」は大変良い波動を持っているので、毎日読んでほしいと言ってい
たのです。
私は感謝を込めて、毎日この言葉を読んでいました。そのうち、この言葉を読む人がどんどん
増えてきました。患者だけでなく、職場でも病原菌にかかって死んでいく看護師がいましたが、
この「成功と幸福を呼ぶ言葉」を読むようになってからというもの、病原菌で亡くなる方がいな
くなりました。
あらゆるものを敵と認識した瞬間に、それは本当に敵になって私たちに襲いかかってくる。し
かし、すべてのものに対して感謝の念を抱いた時に、ペスト菌でさえ味方になるのだということ
がわかりました。
佐藤先生のおかげで命が救われました。本当にありがとうございました。」
現代人が考えないといけないことをまさに、彼女が明快な形で私に
話してくれた。

今回ご紹介したエピソードは、下記
の本に詳しく掲載されています。

佐藤康行 著書

もしも目の前に犬がいたとする。この犬に向かって拳を振り上げ、
大声で怒鳴ったら、犬は敵愾心を持って襲いかかってくるかもしれ
ない。ところが、座って手のひらに餌を乗せて「さあ、おいで」と
優しく言えば、きっと尾っぽを振ってすり寄ってくるだろう。

『真我 第２巻 幸せの法則』
P155～に掲載

私たち人間社会もまさに同じ原理なのだ。ペスト菌ですら味方に
なる。これは人類が考えなければならない問題なのではないだろうか。
まさに、彼女の「真我の実践」によって、多くの人たちの命が
救われた実例だと言える。
真我 100 巻 大全集完成！

「真我の実践」
「真我の和解」
「真我の拡散」を心の中で常に唱えること。
この３つを繰り返し唱えても良いですし、１つだけを唱え続けても良いです。
佐藤康行
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アメリカ「９．１１ 同時多発テロ」から、奇跡的に難を逃れた実話
真我開発講座を受講したニューヨーク在住のＫさんという女性は、
ニューヨークでテロのあった前日の二〇〇一年九月十日、突然、目
に黒いもやのようなものがかかったそうである。英語が堪能ではな
い彼女は、ご主人に翌日病院について来てもらうように頼み込んだ
のである。

佐藤康行 著書

『たった２日であなたを
神に目覚めさせてみせる』
（新装版）

詳しくは、P87～に掲載

そのご主人が、テロで崩壊した世界貿易センタービルの八十二階
で働いていたのだ。欠勤など一度もしたことのなかったご主人が、
さすがに奥さんの異常ということで、初めて会社を休んだ。
そして、翌日の朝、Ｋさん夫妻は、病院の待合室で、煙をもくもくと
上げている世界貿易センタービルを目の当たりにするのだった。そ
の彼女から手紙をいただいたので、ここで紹介する。

「二〇〇一年九月十日午後十時頃、突然右目の中央に黒い帯状の物がおりてきて、
思わず怖くなり目をつむりました。明日一番で病院へ行かなければと思いました。
ところが、かかりつけの日本人の眼科医の先生は休診中。別の病院へ行くことに
したのですが、言葉の問題で心細く、主人に連れて行ってもらうことにしました。
九月十一日、朝八時三十分頃、病院の待合室の窓から見えたものは、黒煙をあげ
燃えているワールドトレードセンターの信じられない光景でした。
実は、主人はあのワールドトレードセンターの八十二階で働いていたのです。し
ばらくすると、ビルは崩壊し、跡形もなくなってしまいました。
その光景を見ながら、私は「真我」のおかげで主人の命は助かったとまず思いま
した。神様が私を通して、主人を会社へ行かせないようにして下さったと思いまし
た。
前夜、私の目の調子が悪くなったこと、そして、その日に限って、日本人のかか
りつけの医師が休診だったこと、どう考えても偶然にしては出来過ぎです。
私は前年に真我開発講座を受け、「真我」が究極のものであることを体感し、こ
れからは「真我」を開くことだけをいつも頭において過ごそうと決心しました。
今回ほど「真我」のすごさ、有難みを感じたことはありません。幸いにも、私の
目もガラス体がはがれただけで大したこともなくすみました。
本当に真我に出会えて良かったと思います。」
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