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真理の光は永遠に人の心を照らし、私たちを無知か
ら解放します。甘露法語は弟子や真理を探し求め

る人々､一般の人々からのスピリチュアルな質問に対して答え
た、スプリームマスター チンハイの智慧の精選集です。霊修
行､人生､哲学についての最高の智慧の言葉は､私たち生きとし
生けるものの源へと届き、悟りと天上の至福をもたらし､魂に
貴重な甘露を提供してくれます。そして霊修行の四季におい
て、私たちの人生の旅に同行し、困難な状況でも耐えるよう
励ましてくれるのです。

前書き
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 スプリームマスター チンハイのプロフィール

スプリームマスター チンハイは中央オゥラック（ベトナム）で生まれま

した。18歳の時、マスター チンハイはイギリスに留学し、その後フラ

ンス、そしてドイツへと渡りました。その地の赤十字社で働き、ドイツ人の医師と

結婚しました。2年間の幸せな結婚生活の後、夫の祝福のもと、幼い頃からの理

想を実現するため、開悟を求めて結婚生活を後にしました。そして、さまざまな国

への苦難の旅が始まり、ヒマラヤで完全開悟した在世のマスターに出会い、旅は

終わりました。マスターチンハイは内面の光と音の、神からの伝達を授かりまし

た。後に彼女はそれを観音法門と称しました。そして修行に精進したあと、彼女は

完全に開悟を遂げたのです。

真摯に真理を求める人々の切望を満たすため、スプリームマスター チンハイは

あらゆる国籍、宗教、文化的背景の人々に観音法門のメディテーション法を提供

しています。彼女の愛と平和のメッセージは、世界中の人々に霊的な解脱と希望

をもたらし、人生において真理、美徳、美を守ることを思い起こさせてくれます。

 

ス
プリームマスター チンハイは霊性の師であり、芸術作家
でもあり、内面の美を表現することをこよなく愛してい

ます。そういうわけで、彼女はベトナムを「オゥラック」、台湾を
「フォルモサ」と呼んでいるのです。オゥラックはベトナムの古称
で「幸福」を意味します。また、フォルモサは「美」を意味し、 その
島と人々の美しさをより完全に表しています。マスターはこれら
の名称を 使うことで、その土地と住人に霊性の上昇と福報をもた
らすと感じているのです。

 
メッセージ
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 人生とは、 

生まれた時にここで始まり、 

死んだ時に終わるものではありません。 

そして、悟りは始まりにすぎません。 

生命の奇跡と宇宙からの、 

心からの真の愛を 

本当に知りたい人にとって、 

奇跡、奇遇、発見に満ちた 

旅が続くのです。

 
スプリームマスター チンハイ

スプリームマスターテレビジョンスタッフとのビデオ会議
アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス 

2011年12月31日 (英語) DVD #993
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一人ひとりの正しい小さな一歩は、

全人類としての進化に大きな飛躍を

もたらすことができます。この小さな一歩は

とても簡単で、殺さないことだけです。

すべての生命の原則を尊重し、宇宙が与えた

生命に順従することです。それで宇宙の

生命の法を守り続けることができます。

誰もが知っているように、類は友を呼ぶからです。

もちろん、殺さないことには

ビーガンの食事を選択することも含まれます。

スプリームマスター チンハイ
気候変動会議：黄金時代への人類の飛躍

アメリカ ワシントンD.C.
2009年11月8日 (英語) DVD #818

(意識の)進化の飛躍を通して、

私たちはこの欲望と恐怖から離れ、

平和、愛、悟りの真の人生に

向かうことができるのです。 

殺生、苦しみ、暴力の悪循環から、

慈愛、保護、幸福の輪へと

向かうことができます。
 
 
 
 

スプリームマスター チンハイ
気候変動会議：黄金時代への人類の飛躍

アメリカ ワシントンD.C.
2009年11月8日（英語）DVD #818



54

世界に良いことをすれば、

より良いものを得られます。

人を幸せにすれば、

自分もより幸せになります。

スプリームマスター チンハイ
スプリームマスターテレビジョンスタッフとのビデオ会議

アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス 
2012年12月22日 (英語)

私たちは霊性面の本質についてもっと考え、

それと繋がっていなければなりません。

そして、物質的な快適さや貪欲さなどの

一過性のものに甘んじないようにし、

内面の永遠の幸せと

真の至福を探求しなければなりません。

私たちは内面に入り、それと繋がっていれば、

天国はいつも私たちの中にあるのです。

スプリームマスター チンハイ
スプリームマスターテレビジョンスタッフとのビデオ会議

アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス 
 2012年12月22日 (英語)
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良い行いをすることに集中すべきです。できる限りの方法で

最高の霊的パワーに祈り、メディテーションしてください。

人生の隅々にある邪悪な傾向を排除することです。

いつも神を覚えていてください。どんな方法であれ、

できる限り最高の霊的パワーに祈り、メディテーションを

してください。あなたが持っている全てのもの、あなたの

周りや生命のあらゆる恩恵に感謝してください。

世界の幸福を祈りましょう。ビーガンになって、

平和な世界を作りましょう。そして美しい人生に感謝し、

短くも美しい生活を楽しんでください。

スプリームマスター チンハイ
スプリームマスターテレビジョンスタッフとのビデオ会議

アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス 
2013年4月14日 (英語)

高貴に考え、無私無欲で

高貴に行動するたび、有形無形を問わず、

その結果は常に素晴らしいものになります。

そして、あなたが好意を寄せた人、

自分や家族や先祖五世代だけでなく、

全世界に影響を及ぼします。

自身の行動や崇高な考えの壮大さに応じて、

世界さらには宇宙にも影響を与えます。

スプリームマスター チンハイ
フランス国際集会

2012年3月26日（英語）DVD#998
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どんな状況でも自分に誠実であるべきです。

スプリームマスター チンハイ
カンボジア コンポンスプー

1996年7月19日（中国語）ビデオテープ #556

高いレベルの修行であればあるほど、

シンプルになります。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 西湖

1988年10月15日（中国語） MP3 #CG02
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悟りを開いたマスターは

なぜ、何でもできるのでしょうか。 

それは常に集中していて、何かするときは、 

行動、言葉、考えをそこに集中し、 

同時に何千億にも化身できるからです。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 西湖

1991年7月14日（中国語）ビデオテープ #182

100％信じて修行をし続けて生きなさい。

そのうちに結果が表れます。

成果があるほど信心が強くなり、

信心が強くなるほど

もっと成果が多くなります。

スプリームマスターチンハイ
フォルモサ 西湖

1992年2月6日（中国語） ビデオテープ#209
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私たちは肉体ではありません。

真我、大いなる自分自身の中で、

私たちはみな一つになります。

スプリームマスター チンハイ
タイ バンコク

1994年1月1日 (英語) DVD #400

働いていることを知っているのは

自分だけで、神でさえ

知らないかのように働きます。

それが完璧な仕事です。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ ニューヨーク

1995年4月13日-16日（英語） ビデオテープ #471



スプリームマスター チンハイ
ヨーロッパ 

2012年4月3日

14

 
神は偉大な愛です。

私たちがその愛を表せば表すほど、 

神に近づきます。 

それこそが

神を認識するすべてです。

 
 
 
 
 
 

スプリームマスター チンハイ
国際3日間リトリート

アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス
1998年12月18日 (英語) DVD #642
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観音法門の修行をすると、

唯一の共通言語を使い、

簡単に通じ合えるようになります。

皆が同じ理想、奉仕の精神を

持っているからです。

スプリームマスター チンハイ
インドネシア スラバヤ

1992年2月28日 (中国語) ビデオテープ #221

何も期待してはいけません。

そうすれば問題は起きません。

悟りだけを期待すべきです。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 屏東 来義

1992年12月29日（英語） ビデオテープ#302
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私たちは内面に入るほど、

話すことなく、物事を

より理解できるようになります。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ シカゴ

1994年2月19日 (英語) ビデオテープ #402

他者への愛がある人は、

心に神がある人です。

神の子に仕えることは、

神に仕えることです。

スプリームマスター チンハイ
コスタリカ

1991年2月4日 (英語) ビデオテープ #150
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愛は負荷を知りません。

愛は犠牲しか知りません。

スプリームマスター チンハイ
コスタリカ

1991年2月9日 (英語) ビデオテープ #153

私たちは、聖人という

高貴な境界（きょうがい）に

昇らなければなりません。

そのためには、常に思いやりがあり、

愛、理解があり、

そして無私の犠牲を

払わなければなりません。

カンボジア プノンペン
1996年5月14日 (英語) ビデオテープ #548
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他人に利益をもたらすときに、

自分が傷つくことを

恐れないでください。

私たちが歩む道は聖人の道、

マスターの道だからです。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 台南

1989年3月16日（中国語）ビデオテープ#57

マスターが地球に来ると、

弟子たちが向上して

智慧を表すようになるだけでなく、

人類全体が浄化され、

ある種の高い意識レベルにまで

引き上げられるのです。

スプリームマスター チンハイ
コスタリカ

1991年5月29日 (英語) ビデオテープ #171
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内なる智慧を使えば使うほど、

自分がすべてを知っていることが

更にわかるようになります。

スプリームマスター チンハイ
韓国 釜山

1993年5月14日 (英語) ビデオテープ #372

柔軟になるべきです。だからこそ、

ルールや法律だけではなく、

智慧と愛が必要なのです。

愛の法はすべてを超越しています。

愛、純粋さ、智慧で物事を行いなさい。

それだけでいいのです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ コロラド州

1993年4月11日 (英語) ビデオテープ#351
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サマディーとは、悲しみも心配も

恐れもない、至福に満ちた

静かな境界（きょうがい）に

入ることを意味します。

サマディーでは、完全で完璧な

境界を感じ、この世界で私たちを

悩ますものは何もなく、

何も起きていないと感じます。

すべてが完璧です。

スプリームマスター チンハイ
マレーシア

1989年10月1日（英語） ビデオテープ#99

私たちにまだ「自我」があり、

まだ何かを持っていて、

完全に空（くう）になっていなければ、

神から賜る自分のパワーを

完全には受け止めらません。

スプリームマスター チンハイ
ブラジル

1989年6月16日 (英語) ビデオテープ #83



スプリームマスター チンハイ
（ビーガンファーを着用）

ヨーロッパ 
2012年4月4日

29

 
 

自分より他者を愛する人は、聖人か 

菩薩に違いありません。どんな修行をしても、 

必ず非常に高い霊的レベルに到達するでしょう。 

自分より他者を愛することが最大の秘訣です。 

人を愛するか、動物を愛するかは関係なく、 

他者のために自分を犠牲にすることができるなら、 

菩薩のレベルに達したのです。 

間違いありません。

スプリームマスター チンハイ
フランス国際集会

2008年12月17日（中国語） DVD #962
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何をすべきで、何をすべきでないかは、 

永遠に語り尽くせません。自分の智慧と

純粋さで仕事をし、それに従って行動し、

自分が常に純粋であることを

確かめてください。それが重要なことです。

常に聖名を唱え、自分の行いが

正しいかどうか、内なる導きを求め、

疑いがあればメディテーションすることです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ コロラド州

1993年4月11日 (英語) ビデオテープ#351

本当に知識のある人はエゴがない人です。

そうであれば、その知識が輝き、

すべてのことを正しく行うことができます。

それだけです。ですから危険やトラブルを

恐れるのではなく、自分のエゴを恐れなさい。

エゴとは何でしょう。

エゴはどこから来るのでしょう。

それは過去世での印象と蓄積された

習慣、交友関係、背景から来るのです。

スプリームマスター チンハイ
ヨーロッパ3日間リトリート

フランス パリ
2007年8月22日 (英語) DVD #794
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何かをするのは、しなければいけないからです。

人のためにしなければなりません。

感情的に争うためでなければ、

私たちは智慧を失うことはありません。

スプリームマスター チンハイ
ブラジル

1989年11月19日（中国語）

謙虚さとは、謙虚という肩書から

来るものではなく、

内面から生じるものです。

私たちはみな神の子であり、

私たちと父なる神は一つであることを

理解したとき、そこから

真の謙虚さが始まります。

スプリームマスター チンハイ
オーストラリア ブリスベン

1993年3月20日 (英語) ビデオテープ #336
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仮にも自分が偉大だと思うなら、

私たちは偉大ではありません。

スプリームマスター チンハイ
オーストラリア ブリスベン

1993年3月19日（英語）ビデオテープ＃335

エゴをなくすことは、

自己を神に融合させることです。

神と一つになったとき、

私たちは自己がなくなります。

それはこのように簡単なことです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ カリフォルニア
1989年5月27日（英語）
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この世界、ここでは頭脳がすべてを

コントロールしています。先入観、

つまり偏見や収集されたデータが

すべてをコントロールしています。

それで私たちに生来の本性を忘れさせ、

自分はこれらの先入観ではないことを

忘れさせます。私たちは

自分の判断を忘れてはいけません。

生来の智慧を見つけなければなりません。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ カリフォルニア州

1989年5月27日（英語）

印心とは、自分の最も偉大な財産を

思い出させるものです。

そうして過去と在世の、

どんなマスターにも頼ることなく、

毎日、自分の宝物を生かせるのです。

それが私たちの修行法の目的であり、

それ以外に目的はありません。

スプリームマスター チンハイ
オーストラリア ブリスベン

1993年3月20日（英語）ビデオテープ＃336
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耐えれば耐えるほど、耐えていると

感じなくなり、自分のレベルが

より高くなったことがわかります。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 台北

1989年3月7日 (中国語) ビデオテープ #56

嘘をつかないという戒律を

守ることによって、

私たちの話すことが他人の利益になり、

話すことが現実になります。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 桃園C.K.S.国際空港

1989年5月21日（中国語） オーディオテープ #CG13



4140

人に褒められたり、誘惑されたりしたとき、

嬉しくなったり、傲慢になるのは

とても危険です。そのたびに

｢さっきはエゴがなかったか、

いい気になっていなかったか、

傲慢でなかったか｣ と、

すぐに省みなければなりません。

私たちは毎日内省しなければなりません。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 高雄

1989年4月14日（中国語） オーディオテープ #CG13

静かにするとは、空っぽに

することではありません。

心理的な負担や偏見を静かにさせ、

あらゆる無意味なこと、欲望、

不可能な渇望を静かにさせることです。

奉仕ができ、聡明になり、純粋な知性が

表れるために静かにするのです。

スプリームマスター チンハイ
マレーシア クアラルンプール

1992年2月23日 (英語) ビデオテープ #214



スプリームマスター チンハイ
ヨーロッパ 

2009年7月18日

42

 天国は幸せすぎて、霊修行を思い起こさせるものは 

何もありません。地獄は苦しすぎて霊修行はできません。 

この俗世界には苦しみ、幸せ、誤解、無知、智慧、 

悟る、悟らないなど、さまざまな状況があります。 

そのため、私たちはそれぞれの生活の状況から、 

すぐに学ぶことができ、体験することで十分な材料を 

見つけて訓練できます。他の世界では得られない、 

仏陀になる修行の機会があります。ですから、 

人間の体はとても貴重なのです。この機会をつかみ、 

急いで修行しなければなりません。

スプリンムマスター チンハイ
フォルモサ　台北

1986年12月1日（中国語）



4544

観音法門を修行することによって、

振動力がとても速くなり、若者のように

よりエネルギッシュに感じます。

さらに元気になり、理解力がつき、

若者のように聡明になります。

それで若返ったと言えるのです。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 西湖

1989年8月13日（中国語） オーディオテープ #CG15

最も自由な人は、最も責任を負う人です。

責任を負うから、自由なのです。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 台南

1990年3月15日（中国語） ビデオテープ#119
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悟りを開いた魂は、

神聖な芳香と超世界の美徳を放ちます。

それで誰もが近寄りたくて、

誰もが自然に心地よく感じるのです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ カリフォルニア州 

1989年5月25日 (英語)

私たちが何か行動するときはいつも、

神が、自分の行動をどう考えるかを

熟考します。私たちの行いが

神を喜ばせるなら、

それは正しいのです。

スプリームマスター チンハイ
パナマ

1989年11月29日 (英語) ビデオテープ #106
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私たち修行者が、まだ何かを

恐れたり、何かを好んだり、

何かを必要とするなら、

その時、私たちはまだ100％完全に

本物にはなっていません。

スプリームマスターチン ハイ
フォルモサ 西湖

1988年11月26日（中国語） オーディオテープ #CG6

私たち霊修行者は真実を語るべきです。

なぜでしょう。私たちは真理を

求めているからです。

真実でない言葉を話すことは、

私たちに害をもたらすだけです。

スプリームマスターチン ハイ
フォルモサ 台北

1988年12月6日（中国語）
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私たちは常に肯定的に、楽観的に、

勇敢に考えなければなりません。

そうすれば、それが習慣になります。

すべては心が作り出すからです。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 台南

1989年1月12日（中国語） オーディオテープ #CG8

いつも無私で、常に無条件で奉仕しなさい。

どんな状況でも、決して自分のために

利益を望まないことです。そうすれば、

期待以上のものを手に入れることができます。

常に無私で、無条件の奉仕をすることです。

それこそが宇宙の働き方です。

スプリームマスター チンハイ
メキシコ カンクン 

2010年12月9日(英語) DVD #923



5352

人を助ける時は「私は神の名の下に

行っている」と言うべきです。

そうすれば、福報もカルマもありません。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 高雄

1988年10月19日（中国語） オーディオテープ #CG3

私たちが行動、言動、思考を浄化すると、

何をしても正しく、何をしても

「道」に適合します。

ですから修行をするのです。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 台南 

1988年5月13日（中国語） オーディオテープ #CG1
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私たちは愛を代表し、

神を代表しています。ですから、

そのことを忘れたときはいつも、

もう一度思い出さなければなりません。

そうやって私たちは偉大になり、

そうやって神を理解するのです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス

3日間の国際リトリート
1998年12月18日(英語) DVD #642

仕事そのものが祝福です。

神と多くの人のために働いているとき、

あなたの福報は何倍にもなります。

より多くの人々を助ければ、

霊性の進歩というあなたの宝に

何倍もの福報が加わります。

スプリームマスター チンハイ
南アフリカ ケープタウン

1999年11月29日 (英語) DVD #674



スプリームマスター チンハイ
ヨーロッパ 

2012年3月21日
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 私たちが自ら平和を築かなければ、 

神が地球に平和をもたらすことはできません。 

私たちにはその力があります。私たちはここでは 

神の代表であり、ここに存在しているからこそ 

このレベルですべきことをしなければなりません。

自分の内面が平和であって初めて、 

平和を築くことができ、自分の内面の神を見て 

初めて、他者の中の神が見えるのです。

スプリームマスター チンハイ
チェコ共和国 プラハ

1999年5月28日 (英語) ビデオテープ #654
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自分の霊性の進歩と霊的パワーで

守らない限り、私たちを

守ろうとする人はいません。

スプリームマスター チンハイ
南アフリカ ケープタウン

1999年11月28日-30日 (英語) DVD #673

悟りは、この世界の万病への

唯一の解決方法です。

神の愛は、この地球上の

あらゆる問題への唯一の薬です。

スプリームマスター チンハイ
スロベニア リュブリャナ

1999年5月26日 （英語）ビデオテープ #660
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花、絵画、写真などの美しいものを見たり、

素敵な音楽や詩を聴いたりすると、

気分が良くなりませんか。よりリラックスして

愛を感じませんか。そうです。その瞬間、

心が開き、心が広がり、周囲の人々を愛し、

身近な人々を愛します。そして、

自分と他人との関係が急に意味を持ち、

深まり、思考がよりポジティブになるのです。

芸術が私たちの精神を高めるのはこういうわけです。

そして精神が高まれば、この世界も高まるのです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルスビデオ会議

2008年12月12日 (英語) DVD #852

素晴らしい絵画、詩、音楽などの芸術は、

この騒然とした世界にいる私たちの精神を慰め、

和らげ、心を癒やしてくれます。

これらの芸術はまた、ある程度、

私たちの天の家を思い起させ、

懐かしい感情を呼び覚まします。それで、

私たちは真の源に到達するための向上方法を、

探し求めることができるのです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルスビデオ会議

2008年12月12日 (英語) DVD #852
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過去を知る必要はありません。

今を大切にすれば、

美しい未来が訪れます。

スプリームマスター チンハイ
シンガポール

1993年3月9日 (英語) ビデオテープ #328

子どものようであるのは、

責任を負わないことでも、すべきことを

しないとことでもありません。

ただ純粋に喜んで、

何も期待せずに行うことです。

神を神としてわかっているので、

それほど心配する必要はありません。

スプリームマスターチンハイ
アメリカ カリフォルニア州 ロサンゼルス 

 1997年9月13日 (英語) DVD #602
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天の光は、何十億年、何兆年もの

すべての闇を、私たちの魂の内側から

浄化してくれます。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ ハワイ

1993年3月27日（英語） ビデオテープ #341

私はみなさんに信仰、職業、生活方式を

変えなさいと言っているのではなく、

ただ真理を知りなさいと言っているのです。

なぜなら、真理は本来すべての

宗教の奥義に備わっているからです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ ハワイ

1993年3月27日（英語） ビデオテープ #341
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すべての生き物に慈愛と保護を

示せば示すほど、私たちは

この世界でより偉大になります。

偉大になればなるほど、

天国にいるのと同じように感じます。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ ワシントンD.C.ビデオ会議
2009年11月8日(英語) DVD #818

困窮者の苦しみの感覚に触れれば

触れるほど、自分の慈悲心が

動かされるのを感じます。それで、

その人や動物や状況のために

何かをしたいと思うのです。それが

あなたの NQ (Noble Quality高貴な本質)を

成長させるのです。

スプリームマスター チンハイ
フランス パリ　ヨーロッパ 3日間リトリート

2007年8月22日 (英語) DVD #794
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私たち修行者は、内面を見れば見るほど

良くなります。私たちの内面には

善良な品性、最高の智慧、

最大の能力があります。

外側を見ていると、その能力や

智慧の集中力は分散してしまいます。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 西湖

1991年8月18日 (中国語) オーディオテープ #CG37

どんな人のためでも、自分の本性や

個人の風格を失ってはいけません。

そうしてこそ、私たちは本来の自分、

元々の自分、自然な自分でいられ、

吸引力があり、素敵で美しいのです。

誰かの真似をするのは良くないです。

スプリームマスターチン ハイ
フォルモサ 西湖

1992年1月12日 (中国語) ビデオテープ #204



スプリームマスター チンハイ
（ビーガンファーを着用）　

ヨーロッパ 
2012年3月30日
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私たちは自分にとって何が良いのか、 

まったくわかりません。ただベストを尽くし、 

来たものは何でも受け入れるのが良いのです。 

けれども、常にベストを尽くさなければなりません。

そうすれば心が休まり、あなたの力と智慧が 

試されていることがわかります。

スプリームマスター チンハイ
インドネシア スラバヤ

1997年3月19日（英語） ビデオテープ #580
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自分の過去の過ちをわかっていても、

通常は悔い改めるパワーはありません。

本当に悔い改めることができれば、

私たちのカルマは消えてしまいます。

悔い改めたいなら、修行して初めて

できるのです。ですから、やはり

メディテーションをしなければなりません。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 西湖

1991年6月13日（中国語） オーディオテープ #CG33

いったん悟りを開くと、より高い観点から、

より高い知力で物事を見るようになります。

そして、偶然に起こることは何もなく、

私たち自身の行いで起こることは

何もないとわかります。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ ニューヨーク コロンビア大学

1989年11月3日 （英語）ビデオテープ #102A
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私たちはこの世界への欲望は手放しますが、

世界そのものを手放すのではありません。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 西湖

1995年6月3日（英語）

実際、私たちは一体です。互いのために

何をしても、自分のためにしているのと

同じです。私たちは愛し合っているからです。

それが人生の本質です。生命の本質は

愛です。神の本質、仏陀の本質、

アッラーの本質は愛です。

スプリームマスター チンハイ
マレーシア クアラルンプール

2000年4月30日 (英語) DVD #688
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あなたが守り続けている戒律は、

肉体面でも、霊性面でも、知性面でもみな、

清らかで純粋であるかを必ず確かめて

ください。もちろん、再び習慣が出て来たら、

どうしようもないですが、その習慣をやめて、

それに従わず、自分自身に言い訳を

しなければ、打ち勝つことができます。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 西湖

1995年10月31日（英語） ビデオテープ #509

私たちは内面で修行をしていますが、

それを外面でも生かさなければなりません。

そのとき、修行の結果を見て、

修行が非常に役に立ち、自分が順調に

進歩していることがわかり、

とても心地よく感じられます。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 台南

1993年2月18日 (中国語) ビデオテープ #317
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私たちのほんの少しの智慧は

発展することも、消えてしまうことも

あります。崇高な人々や

智慧のある友人と一緒にいると、

私たちの智慧はますます輝き、

ますます発展します。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 西湖

1990年6月24日（中国語）

私たち修行者は物事を慎重に、

明確に判断しなければなりません。

よく理解できないなら、あまり

考えすぎないことです。数日後には

理解できるかもしれません。

スプリームマスター チンハイ
（中国語）
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ポジティブに考え、健康でシンプルな

生活を送るなら、あなたは

自分の最も良い医者になります。

スプリームマスター チンハイ
シンガポール　グループメディテーション

1994年9月28日（英語） ビデオテープ #446

決まっている未来などありません。

私たちが神の恩恵とつながれば、

すべてを変えることができるのです。

スプリームマスター チンハイ
ポーランド ワルシャワ

1999年5月11日（英語） ビデオテープ #657
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他人を尊重すればするほど、

エゴや傲慢さが減り、

エゴを減らせば減らすほど、

より気高く、より聡明で、

より自由になります。

自己の束縛や敏感な感覚がなくなり、

劣等感で傷つくこともなくなります。

スプリームマスター チンハイ
香港

1989年9月24日 (中国語)

修行をすればするほど、自分の問題に

対処する方法がわかるようになります。

自分の内面にあるものが

どれほど豊かで、どのような場面で

それが生かされるかがわかります。

スプリームマスターチン ハイ
フォルモサ 西湖

1991年6月16日（中国語） ビデオテープ #176



スプリームマスター チンハイ
ヨーロッパ 

2013年8月27日
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 世界のすべての大統領やリーダーは、 

物質面ではなく、人々に精神面を思い起こさせるように、 

もっと努力すべきだと思います。修行面は 

長く続くからです。実際、人々に修行を思い起させるのは 

素晴らしいことです。それが私たちに与えられた 

すべてで、永続的な唯一のもので、世界と国家間に 

平和をもたらす唯一のものです。 

すべての国がもっと悟りを開けば、 

私たちは互いにもっと平和になります。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ フロリダ州

2001年6月6日 (英語) DVD #714
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もっと悟りを開けば、もっと愛が深まります。

それが悟りを開く目的です。悟りを開くと、

私たちはもっと愛に満ち、もっと寛容になり、

もっと理解を深めることができます。

それが最高の修行の成果です。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ シアトル

1993年4月7日（英語） ビデオテープ#348

人生で起こるあらゆる出来事は、

自分がどれほど成長したのか、どれほど霊的に

進歩したのかを測るためのものです。

そのように考えられれば、とても良いことです。

そして自分にとって、できる限り

最善のやり方で、それに対応する方法を

知るようにしてください。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ カリフォルニア州 ロングビーチ  5日間リトリート

1996年12月29日 (英語) DVD #571
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メディテーションがあなたを守るのでは

ありません。あなた自身の内なる、

覚醒されたパワーがあなたを守るのです。

自分が神であると悟ることが

あなたを守るのです。

スプリームマスター チンハイ
オランダ アムステルダム

1999年5月9日 (英語) ビデオテープ #64

天国とは平穏で、無欲で、

すべてのものが自ずと満たされる

境界（きょうがい）です。

それを涅槃とも呼びます。

スプリームマスター チンハイ
シンガポール

1992年3月3日 (英語) ビデオテープ #223
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過去、現在、未来のすべてのマスターは、

真の人間には良い本質が備わっていることを、

私たちに実際に示そうとしています。

話すだけではなく、模範を示して

教えようとしています。

愛が深く、寛容であること、そして

常に自分の利益より他人の利益を

優先することを教えようとしています。

スプリームマスター チンハイ
タイ バンコク

1994年6月7日（英語）ビデオテープ#435

より多くの人々が神を知り、

より多くの人々が神と直接つながり、

幸せになればなるほど、

世界はさらに平和になり、戦争も減り、

地上に天国をもたらすことができるのです。

スプリームマスター チンハイ
ハンガリー ブダペスト

1999年5月24日 (英語) ビデオテープ #652
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実際、物事は放っておいても、時がたてば

なんとかなります。けれども、その間、

私たちは人生をより良いものにするために

ベストを尽くし、常に暴力を避ける

努力をしなければなりません。

これが釈迦牟尼仏の物語すべての教えです。

時が来れば、あらゆる事が変わるのです。

スプリームマスター チンハイ
タイ バンコク

1994年6月7日（英語）ビデオテープ#435

自然で賢く、いつも無条件でいることです。

太陽のように、月のように、空のように。

偉大で、壮大で、無限でいることです。

そのとき、あなたはそうなります。

スプリームマスター チンハイ
2010年12月9日 

メキシコ カンクン (英語) DVD #923



9594

何の期待もせず、物事を

自然に行いなさい。それだけでなく、

知的に、無条件に、さりげなく、

自然に行うことです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ フロリダ州 

2001年6月6日 (英語) DVD #714

私たちはメディテーションを

しているだけで良いのではありません。

困っている人々を

助けなければなりません。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ ロサンゼルス（英語）

1993年10月29日 ビデオテープ #388
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正しく仕事をしなさい。少なくとも家族の世話を

するために仕事をして、智慧を使うことです。

余っているお金は、危急な状況下の人々を

助けるために使えます。そうすれば、

雰囲気を霊的に浄化するだけでなく、

経済的にも肉体的にも、他の多くの面で

世界に貢献できます。私たちは

完全な存在になるために、あらゆる面で

自分自身を成長させなければなりません。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ ロサンゼルス

1993年10月29日(英語)ビデオテープ #388

あなたがたくさん持っているなら、少ししか

持っていない人にいくらか分けてください。

そうすれば、誰もが幸せになり、満足します。

分け与える人も幸せになります。試してみて

ください。分け合うことで良い気分になります。

人を幸せにすると、自分も良い気分になり、

自分の責任を果たしたような気分になります。

スプリームマスター チンハイ
タイ  カオシーチャン

1994年1月2日（英語）DVD #401



スプリームマスター チンハイ
（ビーガンファーを着用）

フォルモサ
2011年1月12日
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神が私たちに欠点を与えるなら、 

長所も与えてくれます。自分に欠点があると 

思うなら、神が与えてくれた長所を探してみてください。

そうすれば、生活のバランスを保てます。 

それは神が与えてくれたものだからです。 

自分の欠点にこだわって、意志消沈してはいけません。 

その代わりに、神が与えてくれた自分の長所を伸ばし、 

才能を発揮し、生活のプラス面を見て、 

そうして自分自身を高めるのです。

 
スプリームマスター チンハイ

フランス パリ　
1997年1月26日（英語）
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私たちの智慧が再び開くと、

毎日より賢く、より愛が深くなります。

私たちのところに来る人を無意識に

助けたいと思うかもしれません。

他人の痛みを自分のものとして感じ、

私たちが接する

すべての人に幸せを届けたいと

願うようになるのです。

スプリームマスター チンハイ
ハンガリー ブダペスト

1999年5月24日 (英語) ビデオテープ #652

思いやりを持つよう努力してください。

それは他人のためではなく自分のため、

自分の意識の感度をより高めるためです。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ ニュージャージーセンター

1992年6月18日 (英語) ビデオテープ #256
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何をするにしても、私たちは

他の人のためにします。

自分のことはあまり考えません。

人のためにできることは、

何でもすぐにします。

それが聖人の本質です。

スプリームマスター チンハイ
タイ バンコク

1996年4月2日 (中国語) ビデオテープ #542

私たちの内面が純粋で静かでなければ、

メディテーションしても静かになれません。

静かになればなるほど、

私たちはより進歩し、

リラックスし、幸せを感じます。

そのうえ、さらに聡明になります。

スプリームマスター チンハイ
フォルモサ 台北  国際7日間リトリート 
1994年5月27日（中国語）MP3 #CR-15
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悟りの探求に、常に

集中していることが重要です。

それが自分を早く進歩させる

唯一の方法です。

スプリームマスター チンハイ
マレーシア

1992年2月27日 (英語) ビデオテープ #220

自分を誇りに思ったり、特別だと

思った瞬間、すぐに落ちてしまいます。

スプリームマスター チンハイ
ハンガリー　ヨーロッパ リトリート　

2005年2月24日（英語）
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望むものは何でも手に入ります。

それが宇宙の法則です。悪いものであれ、

良いものであれ、望めば必ず手に入ります。

ただ早いか遅いかの問題です。

ですから気をつけなさい。

自分が何を望んでいるかをよく考えなさい。

スプリームマスター チンハイ
ハンガリー　ヨーロッパリトリート

2005年2月24日（英語）

私たちは崇高な方法で人々に奉仕し、

彼らを父なる神、母なる神に再会させたり、

彼らの苦しみからの解放のために

良いニュースを広めたりするたびに、

天国への特別なファーストクラスの

チケットか何かを獲得します。

とても幸運なことです。それは、

私たちが本当に望んでいたのではなく、

単なるご褒美です。

スプリームマスター チンハイ
アメリカ  サンフランシスコビデオ会議

2002年8月25日 (英語) DVD #748
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この世界のすべての人が

相手のことを考え、

他の人の立場を考えるなら、

戦争、残酷なこと、動物の殺生、

飢餓さえなくなります。

スプリームマスターチンハイ
フランス国際集会

2009年7月25日（英語） DVD #874

私たちが慈悲深く、思いやりある

ビーガンになることで、

今すぐ自分自身を救うことができます。

私たちが他の人への思いやりを持つと、

天も私たちに思いやりを持つでしょう。

因果の法則は常にとても正確です。

スプリームマスター チンハイ
タイ  パトゥムターニービデオ会議

2008年10月11日 (英語) DVD #846



スプリームマスター チンハイ
ヨーロッパ 

2008年12月29日
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 永遠の幸せを手に入れ、 

さらに平和になるために、 

私たちは集中力を使って、 

高次元に行かなければなりません。 

そうしてこそ、人生の崇高な目的や 

宇宙の崇高な智慧を学べるのです。 

そうして、私たちはこの世界での成功者に 

なるだけでなく、世界と宇宙を祝福する 

聖人や仏陀にもなれるのです。 

スプリームマスター チンハイ
日本 東京

2000年5月7日 (英語) DVD #693
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スプリームマスター チンハイは真理を知りたいと心から
望む誠実な人々に、印心を通して観音法門を伝授して

います。中国語の「観音」とは音の振動を観るという意味で、こ
の法門には内在の「光」と「音」の双方を観ることが含まれてい
ます。こうした内なる体験は、古代より世界中のさまざまな宗教
的文献やスピリチュアルな文献に何度も述べられてきました。 
 
聖書には「初めに言(ことば)があった。言(ことば)は神と共にあっ
た。言(ことば)は神であった」（ヨハネ 1:1）と記されています。この
言(ことば)が内在の音であり、ロゴス、シャブド、タオ、音流、ナー
ム、あるいは天上の音楽などとも呼ばれています。

スプリームマスターチンハイは「それはすべての命あるものの中
で振動し、宇宙全体を支えているものです。この内なる旋律はあら
ゆる傷を癒し、あらゆる望みを満たし、あらゆる世俗の渇きを癒す
ことができるのです。それは非常に全能であり、愛そのものです。
なぜなら、私たちはこの音から創られているので、この音と繋がる
と心に平安と満足感がもたらされるのです。この音を聞くと、私た
ち個人のすべてが変わり、人生観が大きく変わります」と述べてい
ます。

印心－観音法門 内在の光と神の光とは、「悟り」という言葉で呼ばれる同じ光を指
しています。その光の強さは、かすかな光から何百万個の太陽の
輝きにも及ぶものです。内在の光と音を通して、私たちは神を認識
するのです。

観音法門の印心は秘密の儀式とか、新しい宗教に入るための式
典といったものではありません。印心の間に内在の光と内在の音
のメディテーション（座禅）について特別な注意事項が指示されま
す。そしてスプリームマスターチンハイがスピリチュアルな伝達を
します。 

この最初の神聖な体験は沈黙の内に行われます。あなたのため
にこのドアを開けるのにスプリームマスター　チンハイがその場に
いる必要はありません。このスピリチュアルな伝達は法門にとって
欠くことのできない重要な部分です。マスターの恩恵なくして、方
法それ自体は何ら利益をもたらすものではありません。

印心の最中に即座に内在の音を聞くことができたり、内在の光を
見ることができたりするため、「即刻開悟」と呼ばれます。

スプリームマスター　チンハイは、さまざまな背景や宗教を持つ人
の印心も受け入れます。現在信じている宗教を変える必要もなけ
れば、信仰を変える必要もありません。組織に入ることを要求され
ることもなく、現在の生活にそぐわない方法で活動するよう求めら
れることもありません。
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五つの指針

1. 殺生をしない
ビーガン（完全菜食）を守ること。肉類、乳製品、魚介類、家禽類、
卵（有精卵、無精卵も）を食べてはいけない。また卵、乳製品、動
物成分が含まれている食品も食べてはいけない。　

2. 嘘をつかない
3. 盗みをしない
4. 邪淫をしない
5. 酒を飲まない

酒類、麻薬、タバコ、ギャンブル、ポルノ、過度の暴力映画や書
物、テレビゲームど、心身に悪影響を与えるものは用いないこと。

印心は無料で提供されます。

生涯を通してビーガン（完全菜食）になることが、印心を受けるた
めに必要な条件です。

印心を受けたあとで課せられることは、毎日観音法門のメディテ
ーション（座禅）をすることと、五つの指針を守ることだけです。指
針とは、あなた自身と他のあらゆる生き物も傷つけないようにする
ための指標となるものです。こうした実行が最初の悟りの体験を
より深く、より強くしていくことでしょう。そして最終的には、最高の
悟りを開くレベルに、また神性に達するのです。日々の修行を怠る
と、悟ったことをまったく忘れてしまい、普通の意識レベルに戻っ
てしまいます。

スプリームマスターチンハイの目的は、私たちに自力で成し遂げ
ることを教えることです。ですから、私たち誰もが自分でできる法門
を教えているのです。何の小道具も、装置もいりません。スプリーム
マスター　チンハイは追随者や崇拝者、弟子を求めているわけで
はありません。会費制の組識でもありません。お金や贈り物を受
け取らず、礼拝されることも望みません。そうしたことをする必要は
まったくありません。

スプリームマスター 　チンハイはあなたの日々の生活においての
誠実さと、聖人へと向上したいというメディテーション（座禅）の修
行の誠実さだけを受け入れるのです。 
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•  神はすべての面倒を見る　智慧の漫画集 
 オゥラック語 中国語 英語 フランス語 日本語 韓国語　

•  光輪がきつすぎる！　悟りの笑い話集 CD付き
      オゥラック語 中国語 英語
•  気軽に修行する秘訣
      オゥラック語 中国語 英語　
•  平和への道～神と直接つながる     1999年 ヨーロッパ講演ツアー
       中国語 英語
•    神と人間と～聖書物語からの洞察
       中国語 英語　
•    健康を理解する～自然な正しい生き方に戻る
       中国語 英語 
•    私はあなたを家に連れて帰る　I Have Come To Take You Home
       アラビア語 オゥラック語 ブルガリア語 チェコ語 中国語 英語 フランス語 
     ドイツ語   ギリシャ語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 
     モンゴル語 ポーランド語  スペイン語 トルコ語 ルーマニア語 ロシア語 
•   甘露法語1
       中国語 英語 ドイツ語／フランス語　日本語／英語 韓国語／英語 
       ポルトガル語／スペイン語
 •   甘露法語2
  　 中国語 英語 日本語

• 即刻開悟の鍵　
     オゥラック語(１～15巻) 中国語(1～10巻) 英語(1～5巻) フランス語(1～2巻)
 　フィンランド語(1巻) 　ドイツ語(1巻) ハンガリー語(1巻) インドネシア語(1～5巻) 

日本語(1～5巻) 韓国語(1～11巻) モンゴル語(1、6巻) ポルトガル語(1～2巻) 
ポーランド語(1～2巻） スペイン語(1～3巻) スウェーデン語(1巻) 

　 タイ語(1～6巻) チベット語(1巻) 
• 即刻開悟の鍵　問答集 

オゥラック語（1～4巻） 中国語（1～3巻）ブルガリア語(1巻）チェコ語（1巻）英語 
フランス語（1巻）ドイツ語（1巻）ハンガリー語（1巻）インドネシア語（1～3巻）日本語

（1～2巻）韓国語（1～4巻）ポルトガル語（1巻）ポーランド語　ロシア語（1巻） 
• 即刻開悟の鍵　特別編 1993年 世界講演ツアー
     英語 中国語（各1～6巻）
• 即刻開悟の鍵  特別編 1992年 三地門７日間リトリート

英語　オゥラック語
• 即刻開悟の鍵  マスターと弟子の往復書簡
     英語（1巻） 中国語（1～3巻） オゥラック語（1～2巻）スペイン語（1巻）
• 即刻開悟の鍵  神秘体験集 
     オゥラック語（1～2巻） 中国語（1～2巻）
• マスターが話す「物語」
     オゥラック語 中国語 英語 日本語 韓国語 スペイン語 タイ語
• 生命を彩るために　霊性の教理精選集  

オゥラック語 中国語 英語 

出版物の紹介 
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   •     Thoughts on Life and Consciousness   
          Dr.Janes 著　中国語
   •     SMセレスチャルクローズ集
　       中国語／英語(6巻)
  

•  スプリームキッチン～世界のベジタリアン料理集　
       英語/中国語 オゥラック語 日本語訳（別冊）
•    スプリームキッチン～家庭料理集　
       英語/中国語
•    音楽を通して、平和な一つの世界を
      中国語／英語／オゥラック語
•    スプリームマスター チンハイ 芸術創作集
      英語 中国語 
•    ドッグ イン マイライフ1，2
     オゥラック語 中国語 英語 ドイツ語 日本語 韓国語 スペイン語 ポーランド語
•  バード イン マイライフ
       アラビア語 オゥラック語 中国語 英語 フランス語 ドイツ語 インドネシア語    
     韓国語 モンゴル語 ロシア語　 
•    高貴な野生動物
       オゥラック語 中国語 英語 フランス語  ドイツ語 韓国語 
•    セレスチャルアート
      中国語／英語
•    危機から平和へ
      オゥラック語 英語 中国語 オランダ語　韓国語 フランス語 ハンガリー語 
    インドネシア語 日本語 ノルウェー語 スペイン語 スウェーデン語 タイ語 
    ポルトガル語 ポーランド語 ロシア語 ルーマニア語 ドイツ語 テルグ語
    マレー語
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・      夜の夢       (オゥラック語) MP3 DVD MP4 
・      T-L-C, Please      （オゥラック語）MP3
・      Please Keep Forever    （オゥラック語）MP3
・      スプリームマスター チンハイの歌と作曲　MP3 DVD MP4
         英語 オゥラック語 中国語
・      愛の歌DVD MP4      オゥラック 英語
・      Good Night Baby　   MP3 英語
・      The Jeweled Verses    （オゥラック語）MP3　1、2　 DVD 1、2　MP4
・      黄金の蓮    （オゥラック語）MP3 DVD MP4 
・      An Ancient Love     （オゥラック語）MP3 DVD MP4
・      Love for the Homeland     （オゥラック語）DVD MP4
・      仏陀の悲しみ     （オゥラック語）DVD MP4
・      Since I’ve Loved You   （オゥラック語）DVD MP4
・      Love for the Homeland MP3 DVD MP4 1、2（オゥラック語と17言語の字幕）
・      A Path to Love Legends     MP4 1、2、3（オゥラック語）

       

・    真の愛  ミュージカル「真の愛」
・    沈黙の涙
　  オゥラック語 中国語 英語 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 タガログ語 
     ドイツ語/フランス語/英語
・    無子詩
      オゥラック語 中国語 英語
・    蝶の夢
      オゥラック語 中国語 英語
・    過去の足跡
      オゥラック語 中国語 英語
・    The Old Time
      オゥラック語 中国語 英語
・    Pebbles and Gold
      オゥラック語 中国語 英語
・    失われた記憶
      オゥラック語 中国語 英語
・    世紀の愛
     オゥラック語 中国語 英語 フランス ドイツ語 韓国語 モンゴル語 スペイン語
・    Loving the Silent Tears   ミュージカルLoving the Silent Tears
・    Talking to a Stone Buddha MP3 MP4 DVD
・    真の愛　ミュージカル「真の愛」  DVD、MP4
・    Shade of Time（Beyond the Realm of Time）（オゥラック語）MP3 DVD MP4
・    A Touch of Fragrance  （オゥラック語）MP3
・    That and This Day    （オゥラック語）MP3

　　詩　集 
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スプリームマスター チンハイ インターナショナルアソシエーション
中華民國36899苗栗西湖郵政九號信箱　

P. O. BOx 730247, San JOSe, Ca95173-0247, U.S.a

スプリームマスター テレビジョン
Eメールl:Info@SupremeMasterTV.com /http://www.suprememastertv.com/

Tel:886-2-2706-8727#25,1-626-444-4385 Fax:1-626-444-4386

スプリームマスター チンハイ インターナショナルアソシエーション出版社 
Eメールl:smchbooks@Godsdirectcontact.org/http://www.smchbooks.com

Tel:886-2-23759688 Fax:886-2-23759689

セレスチャルショップ
http://www.theCelestialShop.com（英語）

Eden Rules: http://wwwdenRules.com (中国語)

書籍出版部  Eメール: divine@Godsdirectcontact.org
ニュースグループ  Eメール: lovenews@Godsdirectcontact.org

スピリチュアル インフォメーションデスク
E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org 

S.M. セレスチャル社  Eメール: smcj@mail.sm-cj.com
 Tel:(886)3-4601391/Fax:3-4602857 http://www.sm-cj.com

Loving Hutインターナショナルカンパニー
http://www.lovinghut.com

Tel: (886) 3-468-3345 / Fax: (886) 3-468-5415 
Eメールl: service@lovinghut.com/http://www.lovinghut.com/tw/

私たちへの連絡方法
スプリームマスター チンハイの講義、音楽、コンサートのDVD、MP3、MP4は、 
多言語で入手できます。
アラビア語 アルメニア語 オゥラック語 ブルガリア語 カンボジア語 広東語  
中国語 クロアチア語 チェコ語 デンマーク語 オランダ語 英語 フィンランド語  
フランス語 ドイツ語 ギリシャ語 ヘブライ語 ハンガリー語 インドネシア語  
イタリア語 日本語 韓国語 マレー語 北京語 モンゴル語 ネパール語 
ノルウェー語 ペルシャ語 タガログ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 
ロシア語 シンハラ語 スロベニア語 スペイン語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 
ズールー語

書店Webサイトでカタログとコンテンツの概要をダウンロードできます。
http://www.smchbooks.com（中国語と英語）

無料サンプル小冊子のダウンロード
即刻開悟の鍵(80言語)
http://sb.godsdirectcontact.net/（フォルモサ）(アメリカ) 
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet（オーストリア）

観音ウェブサイト
 God’s direct contact－スプリームマスター チンハイ インターナショナルアソシエ
 ーショングローバルインターネット
http//www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm
世界中の観音ウェブサイトで多言語で閲覧できます。
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