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スプリームマスターチンハイの 
人道支援の旅 (写真 1995  アフリカ・
コートジボワール)
スプリームマスターチンハイの愛と
思いやりは10匹の犬と22羽の鳥を含
む、動物の友に示される　さながら
家族のようである　彼女の犬ベニー
と鳥カドゥーラと共に　(写真 2001 
アメリカ・CA フロリダ)

1991年、1992年に、 
スプリームマスターチンハイは 
アメリカ・ニューヨークの国連
で、1993年にはスイスのジュ
ネーブの国連にて講義を行う 
(写真 1992 米国・NY 国連)

「彼女は偉大なる人の光であり、全人類にとって慈悲の天使です」
 ～フランク F・ファシ　ハワイ・ホノルル市長（1993）

スプリームマスターチンハイは有名な人道主
義者、芸術家、精神指導者です。彼女の愛と援助は、あらゆ
る文化の境界を越えて、世界中の何百万という人々に差し伸
べられてきました。スプリームマスターチンハイは中部オゥ
ラック（ベトナム）に生まれ、ヨーロッパに留学し、その後
当地の赤十字社で働きました。まもなく地球の至る所、あら
ゆる文化の中に苦しみがあることに気付き、その救済方法を
探し出すことが彼女の人生の目標となりました。

当時彼女は、ドイツ人医師と幸福な結婚生活を送っていまし
た。二人にとって離別は、困難な決断でしたが、夫はそれを
承諾しました。こうして、彼女の二年におよぶ霊性の悟りへ
の探求の旅が始まりました。インドのヒマラヤ山中で、つい
に真のマスターを探し当て、内在の光と音の神の伝達法を伝
授されました。それを彼女は後に観音法門と呼んでいます。
誠心誠意の修行期間を経て、彼女は偉大なる悟りに達したの
です。

ヒマラヤから戻るとまもなく、周囲からの熱心な懇願に応え
て、スプリームマスターチンハイは人々に観音法門を伝授し
始めました。内面を静観し、自身の神聖な偉大さを思い出す
よう人々を励ましたのです。まもなく、マスターチンハイは
アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アフリカ
から講演を依頼されるようになりました。

また、スプリームマスターチンハイの思いやりある心は、さ
まざま状況の恵まれない人々への非常にきめ細かい心遣いに
も表れています。彼女の芸術作品からの収入は、神の子供た
ちが最も助けを必要とする時に、大きな慰めをもたらすため
に使われています。

最近、スプリームマスターチンハイは3冊の本、「バードイ
ンマイライフ」「ドッグインマイライフ」と「気高い野生動
物」を執筆しました。それらは世界的にベストセラーの第一
位に輝きました。これらの本は、動物の友の深い感情や思い
を明らかにし、読者に彼らの高貴な精神と無条件の愛を読者
に認識させるのです。

人々の慈善行為を表彰するため、またこの世界の善良な面の
発展への貢献のため、スプリームマスターチンハイは、2006
年3月に「輝く世界の指導者賞」を設立しました。それ以
来、彼女はその他の誉れ高い賞、例えば「輝く世界の慈悲
賞」「輝く世界の英雄賞」「輝く世界の誠実賞」「輝く世界
の保護賞」「輝く世界の知性賞」と、「輝く世界の発明賞」
も設立しました。この栄誉は、例えば、第2代スロベニア共
和国大統領、ヤネス・ドルノウシェク博士、ジェーン・グド
ール博士、セーブ・ザ・チルドレンといった、私達の地球の
調和、美しさと持続性に大いに貢献している、模範となるそ
の偉業に対して、個人、国、組織に贈られます。

スプリームマスターチンハイは今日の私達の社会で、注目す
べき先駆者の一人です。賢明に、勇敢に気候変動に対する懸
念を表明してきました。実際20年以上にわたり、彼女は環境
保護について話しています。動物性製品を食べない、慈悲の
ある生き方を推進するためのキャンペーン「もう一つの生き
方」と「SOS地球温暖化」を打ち出しました。スプリーマス
ターチンハイが言い始めた「ベジになって、エコを実践、地
球を救おう」は、今や有名なスローガンになっています。

スプリームマスターチンハイは、世界の人々が貴い地球の明
るい未来のため、疲れ知らずにたゆまず人々を援助していま
す。本当に、この時代に無私で貢献している一個人です。
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スプリームマスターチンハイ

「この世界で最も重要なのは、
その使命にかかわらず、
他人を愛することです」

スプリームマスター チンハイ
1995年9月10日　タイ

人類の苦しみを軽減することが、現在のスプリームマスターチンハイにとって、極めて重要な
ことなのです。実際、これこそ彼女が悟りを追求する理由だったのです。

何年にもわたり、彼女は疲れ知らずに世界中を旅し、恵まれない人々へと援助の手を差し伸べ
てきました。彼女の慈悲の活動は全ての境界を越え、受刑者、高齢者、精神障害者、病人、貧
しい人々、ホームレス、退役軍人、そして自然災害の被災者へと届いています。彼女の思いや
りは、世界中の数え切れない人々の心に感動を与え、彼女の無私の手本は国際団体を組織する
ことを啓発しました。

瞑想を通して、スプリームマスターチンハイは生来の多様な才能を発展させ、芸術作品、例え
ば絵画、音楽、詩、ジュエリー、そしてファッションデザインを通して表現しています。その
芸術作品の収益により、恵まれない人々を援助してきました。

以下は、スプリームマスターチンハイ国際団体の人道的な救済活動の一例の概要です。

（一部を以下に提示します） 

世界的な災害の救済－洪水、地震、火事など（2008年6月～12月）

中国・四川省、雲南省　地震救済（2008年5月～9月）

ミャンマー サイクロン・ナルギス救済（2008年5月）

ハイチ、ドミニカ共和国、キューバ、メキシコ 
ハリケーンノエル救済（2007年11月～12月）

北朝鮮 洪水救済（2007年8月～11月）

ペルー 地震救済（2007年8月）

IRC／Not on Our Watch 慈善団体－米国 
ダルフール人道支援（2007年6月）

米国、ハビタット・フォー・ヒューマニティーの恵まれない人々のための安価な家建設費用（2007年2月）

フィリピン　ドリアン台風救済と人道活動費（2006年11月～12月） 
　フィデル･ラモス平和開発財団 
　フィリピン　カトリック司教会議 
　フィリピン工芸大学 
　アースセーバードリームアンサンブル 
　セントポール大学 
　フィリピンコミックアートと科学協会 
　フィリピンの言語に関する委員会

アゼルバイジャン難民救済援助寄付金（2006年11月）

ブルンジ青少年センターへの寄付（2006年9月）

モロッコ　動物救済団体ハナネ・アドデルモウッタリビ（2006年9月）　

（金額USドル） 
$1,000,000以上

$328,600

$126,000

$73,800

$76,700

$70,100

$200,000

$20,000

$430,000

$22,000

$30,000

$10,000

スプリームマスターチンハイの
世界各地での人道活動の一例
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スプリームマスターチンハイの
世界各地での人道活動の一例

オゥラック(ベトナム)慈善団体への寄付金(2006年7月) 
ブラインド・ベトナム・チルドレン 基金 
ギビング・イット・バック・キッズ 
ベトナム児童のための人道サービス 
プロステティック・アウトリーチ基金 
ベトナム児童支援プログラム 
ベトナム救済活動

ケニアの干ばつ救済のための井戸掘り(2006年4月～10月)

カシミールとパキスタンの地震救済(2005年10月)

米国　ハリケーン・カトリーナ救済(2005年8月～9月)

ブルガリア　洪水救済(2005年8月)

英国　バンド・エイド慈善信託(2005年3月)

コスタリカ　洪水救済(2005年1月)

インドネシア、スリランカ、南アジア　津波救済(2004年12月～2005年2月)

イラン　地震救済(2003年12月)

タイ北部僻地のタイ先住民(2003年11月)

韓国　台風メイミー救済(2003年9月－11月)

インド　北西部農家のための種子購入費(2003年7月)

アルジェリア　地震救済(2003年5月)

アルゼンチン　洪水救済(2003年4月～11月)

アフガニスタン　難民支援(2001年10月)

米国　9・11同時多発テロ救済(2001年9月)

エルサルバドル　デング熱、恵まれない人々と  孤児の支援(2000年10月～11月)

南アフリカ　人道支援訪問(1999年12月) 
ダーバン　児童支援のため世界宗教議会 
スルヤランガ・ダンス・カンパニー 
ズールー・チルドレン・ダンサー 
ヨハネスブルクのキッズ・ヘブン 
トランスケイのイカマグー協会 
コーザ族の給水システム改善

フォルモサ(台湾)　地震救済(1999年9月)

トルコ　地震救済(1999年8月)

国際赤十字社を通してコソボ戦争被害者支援(1999年6月～8月)

アルメニア　人道支援訪問(1999年5月) 
コミタス室内楽コンサートホール 
首都エレヴァン 
ヘイヤー文化センター慈善募金 
ギュムリ市 
ギュムリ・チルドレンズ・ホーム 
ギュムリ老人ホーム＆インターネット 
ヴァナゾール孤児院 
Aznavour Pour LiArmenia Vanadzor 
エレヴァン・スペシャル・チャイルド・ホーム 
エチミアツィン大聖堂

(金額USドル) 
$65,000

$96,100

          $202,400

$92,700

$20,000

$100,000

$41,000

$135,500

$70,000

$2,000

$49,900

$29,900

$153,400

$29,000

$100,000

$361,000

$75,700

$161,800

$439,000

$135,000

$100,000

$250,000
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スプリームマスターチンハイ

スプリームマスターチンハイの
世界各地での人道活動の一例

フィリピン 森林再生と土壌保護活動(1999年2月)

米国CA州ロサンゼルス、シュラインオーディテリアムで行われた「One World...音楽を通し
て一つの平和な世界を」慈善コンサートにて(1998年12月)

聖ジュード小児研究病院 
スターライト児童基金

ホンジュラス ハリケーン・ミッチ救済(1998年11月～12月)

国際赤十字社を通してスーダンの戦争犠牲者の飢餓救済(1998年9月)

米国 アメリケア(1998年4月)

カナダ 氷雨救済(1998年1月)

米国ワシントンＤＣのＤＡＲコンスティテューションホールで行われた｢芸術と霊性｣慈善コンサ
ートにて(1997年12月)

米国退役軍人局
ベトナム児童基金

チリ 洪水救済(1997年7月)

ルワンダ 戦争犠牲者支援(1997年4月) 

フォルモサ(台湾) 冬期救済を行う慈善団体へ(1996年11月～12月)

ベネズエラ 洪水救済(1996年7月～8月)

バングラデシュ 竜巻救済(1996年6月)

北朝鮮 飢餓救済のための米2000トン(1996年6月)

ドミニカ 慈善団体および政府(1996年3月)

英国の慈善事業(1995年8月)
英国家児童虐待防止協会
アクション・エイド
世界自然保護基金

チェチェンとボスニア　戦争避難民への寄付金(1995年2月)

日本阪神大地震救済(1995年1月)

カンボジア 干ばつ救済のための米6000トン(1994年12月～1995年2月)

米国中西部洪水救済(1994年2月～3月)
イリノイ州、ミズーリ州、アイオワ州、ミネソタ州、カンサス州、ウィスコンシン州の各州政府

米国 癌とエイズ医療研究(1994年1月)

米国 CA州南部の火災救済(1993年11月)

ウガンダの霊修行団体(1993年5月)

オゥラック(ベトナム)ロンアン省の洪水救済(1991年12月)

中国 洪水救済(1991年7月)

フィリピン ピナツボ火山噴火と洪水救済(1991年6月～10月)

ドイツ オゥラック(ベトナム)寺院(1990年7月)

香港 オゥラック(ベトナム)難民キャンプ(1990年～1993年)

フォルモサ(台湾)の恵まれない家庭、寺院、県政府、地域団体への寄付金  (1989年
～1993年)

(金額USドル)$100,000

$250,000

$28,800

$99,900

$100,000

$42,300

$200,000

$30,000

$100,000

$767,700

$33,400

$10,000

$526,300

$55,000

$15,000

$100,000

$124,700

$1,632,800

$450,000

$100,000

$64,100

$55,000

$220,500

$331,200

$734,400

$320,000

$288,195

$366,282

救済活動は現在も続いています
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スプリームマスターチンハイ

栄誉と受賞歴

2008年 大統領の

アクティブライフスタイル賞
2008年　マハビール賞

2009年

ロサンゼルス郡 表彰状

スプリームマスターチンハイは、奉仕の精神に基づき、
真の愛と友情の模範となる。

スプリームマスターチンハイは霊性面と物質面の両方
で、この世界に多大なる貢献をしています。彼女はその
無私無欲の貢献に対して、承認を求めていないにも関わ
らず、世界中の政府代表者や市民組織が、スプリーム 
マスターチンハイに数えきれないほどの機会で、名誉あ
る賞を贈呈しています。

その中には、グシ平和賞(2006年)
第27回　年次テリー賞　銀賞第一位 (2006年)
ロサンゼルス・ミュージック・ウィーク表彰状(2002年)
世界精神指導者賞(1994年)
世界市民人道主義者賞(1994年)などがあります

さらに、2月22日と10月25日は、米国の政府高官により
スプリームマスターチンハイデーとして宣言されていま
す。世界に対する彼女の献身的な援助は、今日まで続い
ており、何百万人という指導者や市民から感謝されてい
ます。

ヤング・インディアン・ベジタリアン

(YIV)がスプリームマスターチンハイの

慈悲と動物に対する非暴力の

メッセージを称えて贈呈

第43代アメリカ合衆国大統領ジョージW.

ブッシュより、スプリームマスターチンハイへ

規則的な身体面での意欲的なライフスタイルを

維持することへの、その献身を認めて

ロサンゼルス郡は

スプリームマスターチンハイの

全市民のための多数の貢献を称える
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2006年　テリー賞

2003年　黄金帝舜

トロフィーと

帝舜賞勲章

1999年　アルメニア

政府からの表彰

1995年　カンボジアの

国家建設賞

2006年

グシ平和賞

2002年　ロサンゼルス

ミュージック・ウィーク受賞者

フィリピンのグロリア・マカパガル・アロヨ大統領が、

スプリームマスターチンハイに名誉あるグシ平和賞を贈呈

この賞は東洋のノーベル賞に相当するもので、

慈善および人道活動の模範的功績をたたえる

ロサンゼルス・ミュージック・ウィークと

米国カリフォルニア州ロサンゼルス市から、

スプリームマスターチンハイの音楽界への芸術的貢献を

たたえ、クリスタル製の盾が贈られ、ジェームズ・ハーン

ロサンゼルス市長からは表彰状が贈られた

スレン・アブラハミヤン　エレヴァン市長とナデーズジャ・

サルキシャン国会議員がスプリームマスターチンハイの

アルメニアでの慈善活動をたたえ、表彰状と銀メダルを贈呈

アルメニアの民営化大臣Pavel Kaltakhchan(左)が

国の貴石で作った花瓶を贈る。それには

スプリームマスター チンハイの像が彫刻されている

スプリームマスターチンハイの詩を取上げた

交響詩｢平和の探求者｣が米国で全国放送され、

テリー賞の銀賞第一位を獲得

カンボジアの第一および第二首相が、

スプリームマスターチンハイに

カンボジアの国家建設賞を贈呈

米国帝舜文化国際大学が授与

また、スプリームマスターチンハイを

名誉校長に招聘し、

彼女の銅像を披露
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1994年　世界市民

人道主義者賞

1994年　

崇高な生命の星賞

1994年　世界精神指導者賞
2月22日　スプリームマスター チンハイデー

1994年人道主義者の

模範勲章

1994年　

国際人道主義者賞

アジア太平洋青年自由連盟フィリピン支部会長、

ルネ G サントス博士より授与

ギエルモ・メンドーサ

記念奨学金財団とフィリピン

社会生活開発協会が

スプリームマスターチンハイを

表彰

国際平和ラジオと世界教育大学の創始者、

国連経済社会理事会NGO顧問の

リヒャルト・シュナイダー博士から

スプリームマスターチンハイに贈呈

タイ政府とメディアが

スプリームマスターチンハイの

人類への卓越した貢献に対して贈呈

アメリカのイリノイ、アイオワ、ウィスコンシン、

カンザス、ミズーリ、ミネソタ州知事が、

世界文化交流アソシエーション書記長の陳洪鋼氏と共に、

スプリームマスターチンハイのアメリカ中西部6州での

洪水被災者への多大な寄付に対して授与
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1994年　表彰状と祝辞

1994年　世界人道主義

指導者賞

1993年

エクスカリバー賞

1993年　10月25日　

スプリームマスターチンハイデー

アメリカ中西部6州が、スプリームマスター

チンハイの同州での洪水被災者への

寄付に感謝 し、表彰状を授与

過去と現アメリカ大統領が

スプリームマスターチンハイの

世界精神指導者賞に対し祝辞を送った

アメリカ中西部6州が、スプリームマスター

チンハイの同州での洪水被災者への

寄付に感謝し、表彰状を授与 アメリカ癌学会から評価され

表彰される

米国・ハワイ州ホノルル

フランク・ファシ市長は、1993年10月25日を

スプリームマスターチンハイデーと定めた

加えてスプリームマスターチンハイに名誉市民権を授与し、

彼女のブロンズ像が公共の場に永久に設置
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1993年　名誉市民権

1991年　感謝のペナント

1991年　感謝の盾 1991年　表彰の盾 1991年　表彰の盾

1991年　市の鍵

1993年　表彰状

199２年　市の鍵

フィリピンとフォルモサ（台湾）の

国会議員協会は、ピナツボ火山噴火の

被災者へのスプリームマスターチンハイの

援助に感謝しペナントを授与

フィリピン・マニラの人権社会福祉

コミュニティーセンターは、

スプリームマスターチンハイの

人権推進と世界統一への

功績に対して表彰

米国アリゾナ州 ファイフ・サイミントン知事が

スプリームマスターチンハイに

名誉市民権を授与

アジア太平洋青年自由連盟（フィリピン支部）

委員長ルネ・サントス博士は

スプリームマスターチンハイの平和主義者としての

優れた指導力、善意、オゥラック（ベトナム）難民への

慈善活動と理解に対して贈呈した

米国CAサンフランシスコ市フランク・ジョーダン市長が

スプリームマスターチンハイの世界的な

人道主義的貢献に対して送った

フィリピン・マニラ市長、メル ・C・ロペス氏は

スプリームマスターチンハイに

市の鍵を贈呈

フィリピン記者クラブが、

スプリームマスターチンハイの

ピナツボ火山噴火による

被災者への援助を表彰し、

人道主義者の模範賞を授与

米国CAフロリダ　ボーカラトーン　

エミール・F・ダンチュウ市長が

スプリームマスターチンハイへ市の鍵を贈呈
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スプリームマスターチンハイ

各界の要人と芸術家

講義の要請に応じたり、人道的活動のた

め、20年以上世界中を旅する間にスプリー

ムマスターチンハイは数え切れない要人から

賓客として丁重に迎えられました。アメリカ

からアジア、ヨーロッパへと大陸を横断して

様々な文化圏の指導者や人々に温かい歓迎を

受けてきました。

1. Zdenka Cebasek・トラヴニク博士

スロベニア人権オンブズマン（2008）
2. バーバラ・Žgajner Tavš女史

スロベニア国会議員（2008）

2007年に、ユネスコの国際演劇協会

(ITI)はスプリームマスターチンハイに

フランス・パリでの世界演劇デーへの

出席の招待を伝えました。

世界演劇デーは演劇界の著名人が

集まって、世界に平和と団結を

もたらす演劇の特別な力を確認するために、

毎年3月27日に開かれる

国際的な催し。

3. マンフレート・バイルハルツ

国際演劇協会 国際理事

4. ラメンドゥ・マジュンダール

国際演劇協会　副理事

国際演劇協会　バングラデシュセンター会長

5. ジャンピエール・Guingane
国際演劇協会 　副理事

国際演劇協会 　アフリカ地方局長

6. ジェニファー・Ｍ．ウォルポール

国際演劇協会 　事務局長

7.  Faynia・ウィリアム

受賞歴のある劇場及びオペラ監督 BBCプロデューサー

8. サイード・サレム

アラブ首長国連邦　 国立劇場支配人

9. アリ・マフディ

国際演劇協会　スーダン理事長

10. サミラ・マフマルバフ

受賞歴のあるイラン映画制作者

スプリームマスター チンハイと
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スプリームマスターチンハイ

各界の要人と芸術家

シャールジャ首長 シェイク・スルタン

ビン・モハメド・アルカシミⅢ世博士

フランス、ユネスコ本部にて(2007)

スロベニア大統領ヤネス・ドルノウシェク博士

スプリームマスターチンハイより

「輝く世界の指導者賞」を贈られる

スロベニア(2007)

セシール・Guidote・アルバレス 

フィリピン大統領文化顧問

スプリームマスターチンハイを

フォルモサ（台湾）に訪問 (2007)

元フィリピン国会議員 ヘヘルソン・アルバレス

スプリームマスターチンハイより

「輝く世界の指導者賞」を贈られる

フォルモサ（台湾）(2007)

グロリア・マカガパル・アロヨ大統領

グシ平和賞授賞式の際

スプリームマスターチンハイと歓談

フィリピンにて(2006)

元大統領フィデル・バルデス・ラモス

フィリピン（2006）

エミー賞複数回受賞　米国

テレビ司会者　フィル・ドナヒュー

聖ジュード小児研究病院 

19回目年次慈善祭典

米国 カリフォルニア

ビバリーヒルズ(1999)

シーン一家：ジャネット・シーン

エミー賞及びゴールデングローブ賞受賞

米国人俳優　マーティン・シーン

ゴールデングローブ賞受賞　チャーリー・シーン

スプリームマスターチンハイを自宅に招く

米国　カリフォルニア州 マリブ(1999)

スプリームマスターチンハイ中秋節の催しを伝説的オゥラック(ベトナム)の

作曲家スー・ホー氏（右）及び「オゥラック(ベトナム)のベートベン」と言われる

ファム・ズイ氏(左)と楽しむ

米国 カリフォルニア州（1997）

エミー賞受賞米国人女優

スージー・カーツと

エミー賞及びゴールデングローブ賞受賞

米国人俳優 マーティン・シーン

スターライト児童基金

15周年記念 ザ・マジック

オブ・スターライト慈善祭典

米国・CA ビバリーヒルズにて(1999)

元大統領夫人

イメルダ・R・マルコス

フィリピン（2006）
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スプリームマスターチンハイと

スティーブン・セガール

有名米国人俳優

聖ジュード小児研究病院 

19回目年次慈善式典

米国　ＣＡ ビバリーヒルズ（1999）

ステラ・スティーブンス

ゴールデングローブ賞受賞　米国人女優

「オスカー俳優百人の夜」慈善祭典

米国ＣＡビバリーヒルズ （1999）

ミハエル・ヴァルダニャン　ギュムリ市長

アルメニアの都市ギュムリに対する

スプリームマスターチンハイからの寄付

10万ドルを受け取って　

アルメニア ギュムリ市（1999）

ロッド・スタイガー

オスカー受賞　米国人俳優

「オスカー俳優百人の夜」慈善祭典

米国ＣＡビバリーヒルズ（1999）

米国宇宙飛行士 バズ・オルドリン

月の地を踏んだ史上二人目の人物

「オスカー俳優百人の夜」慈善祭典

米国ＣＡビバリーヒルズ （1999）

デイヴィッド・キャラダイン

伝説的米国俳優

「オスカー俳優百人の夜」慈善祭典

米国ＣＡビバリーヒルズ（1999）

Noric Sardanyan　ヴァナゾール副市長

スプリームマスターチンハイから美しい絵画を贈られる　

アルメニア（1999）

シラク・ペトロシャン知事

スプリームマスターチンハイ

米国訪問の際に同行 （1999）

デビー・レイノルズ

伝説的米国人女優

「One World...音楽を通して一つの

平和な世界を」慈善コンサートにて

(1998年12月)
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スプリームマスターチンハイ

各界の要人と芸術家

クメール向上団体代表　リヴ・アン博士と夫人

カンボジア（1996）

ビル・コンティ

オスカー、エミー賞両賞に輝いた

米国人作曲家

「One World...音楽を通して

 一つの平和な世界を」

慈善コンサートにて

米国CAロサンゼルス（1998）

ホンジュラス台湾駐在大使　ダニエル E・ミラ氏と夫人、令嬢

フォルモサ（台湾）の旧正月の祝典に訪れて

スプリームマスターチンハイと共に(1996)

カーニーとウェンディ・ウィルソン

有名なビーチボーイズ　

ブライアン・ウィルソンの娘

「One World...音楽を通して

一つの平和な世界を」

慈善コンサートにて

(1998年12月)

ベナン　アグボリ・アグボ・デジラニ王と王子

スプリームマスターチンハイを歓迎して

ベナン共和国　アボメー市にて（1995）

キウ・チン

著名なオゥラック（ベトナム）人女優

｢芸術と霊性｣慈善コンサートにて

米国ワシントン D.C.(1997年12月)

カンボジア第一副首相ニム・バンダ氏と

その他の政府閣僚

タイにスプリームマスターチンハイを訪問し、

伝統的レリーフの絵画を

感謝と友好の印として贈る

（1994）

趙 淳 ソウル市長

スプリームマスターチンハイに対し

出来るだけ韓国を訪れ、韓国国民に

霊性の講演会を催す希望を示した。

大韓民国 ソウル市にて（1997）

ラリタ・ラジャーラム博士

シュンムガム・ジャヤクマール外務大臣

兼法相夫人

シンガポール（1996）

スプリームマスターチンハイと
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スプリームマスターチンハイ

ノロドム・ シハヌーク・ヴァルマン国王陛下

スプリームマスターチンハイを

カンボジア、プノンペンにある

王宮に迎えて　友好の印の

花瓶を贈る（1996）

サムデク・フン・セン首相

及びバン・ラニー夫人

カンボジア（1996）

マハ・チャクリ・シリントーン王女殿下

タイ （1994）

トーマス・ワン・ウルフ

ネイティブアメリカン・ スクアミッシュ族長老

長老は「偉大なる方である、

あなたに敬意を込めて御挨拶します」と

メッセージを送られて

米国カリフォルニア (1993）

ノロドム・ラナリット皇太子殿下

及びマリー・ラナリット皇太子妃殿下

カンボジア（1996）

クリスピン・Sorhaindo大統領

ドミニカ共和国 （1996）

スダーラット・ケーユラパン

タイ政府次席広報女官

Nimitr Ajchariyakitisakool
外務省秘書官に付き添われた

スプリームマスターチンハイを

外務省主催の歓迎晩餐会に迎えて

タイ （1993）

エディソン・ジェームズ首相

ドミニカ共和国 （1996）

大統領晩餐会

米国 ワシントンDC (1993)

リエット・ベディエ大統領夫人

コートジボアール（1996）

ピーター・スポルディング

アメリカ大使館重役

フィリピン（1994）

フランク・ファシ ホノルル市長

2月22日をスプリームマスター

チンハイデーとする宣言を述べて

米国 ハワイ州 ホノルル市(1993)
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趙 光 少将

スプリームマスターチンハイの

誕生日を祝い　韓国（1993）
米国下院議員 アール・ハットー

スプリームマスターチンハイを議会に招く

米国ワシントンDC(1993)

クララ・クルス エスピリチュ女性知事

フィリピン パラワン（1993）

セシリア・ディアス・ラウレル副大統領夫人

フィリピン（1992）

米国及び日本領事館

スプリームマスターチンハイを歓迎して

インドネシア（1993）

サルバドール・ラウレル副大統領

フィリピン（1991）

オスカル・アリアス・サンチェス大統領

コスタリカ（1991

コラソン・コジュアンコ・アキノ大統領

難民移住問題を話し合うために

スプリームマスターチンハイと会合

フィリピン（1992）

マルガリータ・ペノン・ゴンゴラ

元大統領夫人

コスタリカ（1991）

スプリームマスターチンハイと

その他…
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スプリームマスターチンハイ

スプリームマスターチンハイの報道記事

更 な る 情 報 は

SABC TV

南アフリカ共和国 ケープタウン

1991年12月1日

SABC TV

南アフリカ共和国 ケープタウン

1991年12月1日

全ての命への敬意

世界会議

インド  プネー市

1997年11月11日

フランス　ラジオアンギャン

フランス・パリ

1997年1月27日

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
www.GodsDirectContact.org 

スプリームマスターテレビジョン 
www.SupremeMasterTV.com
e-mail: info@SupremeMasterTV.com
電話: +1.626.444.4385

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  フォルモサ（台湾）台北 
www.SMCHbooks.com
e-mail: SMCHbooks@GodsDirectContact.org 
電話: +886.2.8787.3935

観音ウェブサイト
世界中の観音ウェブサイトは、こちらから 
多言語にて閲覧できます。
www.GodsDirectContact.org/links

RFIラジオ

フランス・ パリ

1997年1月27日

・アメリカンチャイニーズニュース（米国 シカゴ 1994）
・アメリカスタイムズレコーダー(米国 ジョージア 2007)
・アルメニアンビジネスウイークリー(アルメニア 1999)・
　バレーブ アルメニア国営放送（アルメニア 1999）
・ビジョルカTV（フランス パリ 1997）
・シカゴタイムス（米国 シカゴ 1994）
・チャイニーズアメリカンボイス(米国ニューヨーク 1995)
・チャイニーズラジオネットワーク(米国ニューヨーク 1995)
・CNN（米国 1996）
・DZRM国際ラジオ放送（フィリピン 1992年3月19日）

・アースタイムズ オンライン新聞（アイルランド 2007）
・イーストコーストラジオ（アイルランド 2008）
・エンバイラメンタリサウンドラジオ(米国ニューヨーク 2008)
・FOX 2 KTVI TVチャンネル(セントルイス市ミズーリ州 　
　2007)
・ゴー ビーガンラジオ（米国 カリフォルニア 2008）
・ハヤスタン新聞（アルメニア 1999）
・ハヤスタニ・ハンラペツテュン新聞（アルメニア1999）
・ハートアンドソウルＴＶシリーズ(南アフリカ共和国 1999)
・ヒンズー新聞（インド 2007）
・ヒッピーグルメTV（米国 カリフォルニア 2008）
・HOW2USAマガジン、特集記事（米国 2008年4月）

・インチ ヴォルテーゲ エルブ新聞（アルメニア 1999）
・インデペンデントウイークリー新聞(アルメニア 1999)・
　インターディメンショナルＴＶ(米国ニューヨーク 1995)
・中国国際放送（フランス 1993）
・イランTV（イラン 2008）
・イランTV放送網(南アフリカ共和国 ケープタウン 1999)
・アイリッシュインデペンデント新聞社(アイルランド 2008)
・ジャーメ・ジャム紙（イラン 2008年11月12日）

・KBOOラジオ（米国 オレゴン 1993）
・KTVUTV(米国 カリフォルニア サンフランシスコ 1993）
・フィリピン国営放送(NBN)(フィリピン 2006）
・KTYDラジオ「ノヴァレポート｣（サンタバーバラ 1995）
・RTVスロベニアTV(スロベニア・リュブリャナ 2008）
・南アフリカTV(SABC)(南アフリカ ケープタウン 1999）

その一部

・KLDEオールディーズラジオ 104.9（米国 テキサス 1993）
・KTRK TV 13CH（アメリカ米国 ヒューストン 1993）
・フィガロ紙（フランス パリ 1997）
・ロサンゼルスタイムズ(アメリカ米国 カリフォルニア 1998)
・マニラ スタンダード トゥデイ紙(フィリピン 2006)
・メヘルニュース（イラン 2008年11月12日）

・ニュータイムニュースペーパー（アルメニア 1999）
・ニューヨーク シノラジオ放送（米国 ニューヨーク 1995）
・ニューヨクークタイムズ紙（米国 ニューヨーク 2008）
・オナ・オーラマガジン（スロベニア・リュブリャナ  2008）
・オレンジ郡レジスター紙（米国 カリフォルニア 1998）
・ピーオプルズパワープレス（モンゴル人民共和国 1998）
・エンギエンラジオ（フランス パリ 1997）
・ラジオ・ナショナル・アンテルナショナル(フランス・パリ 1994)
・ラジオファイブオンサンデーフォーカス（タイ 1994）
・ラジオフォーピースインターナショナル(米国オレゴン 1993)
・ラジオ イシ エ マントナン(フランス 1994)
・アルメニア共和国新聞（アルメニア 1999）
・Ser新聞(アルメニア 1999）
・スロヴェンスケ・ノヴィーチェ新聞（リュブリャナ2008）
・スピリチュアルアウェイクニングラジオ米国 2008）
・ラジオ番組「サン、ムーンアンドスターズ」（香港 1994）
・テヘランタイムズ紙（イラン 2008年11月12日）

・テメクラヴァレーニュース（米国 カリフォルニア2008）
・サーストオブライフ（フィリピン 1991）
・ウラルツ紙（アルメニア 1999）
・オレゴンベジタリアン協会（米国 オレゴン 1993）
・WJXT CH4（米国 フロリダ ジャクソンビル 2008）
・ウーマントゥデイSAFMラジオ（ケープタウン 1999）
・ワールドジャーナル（アメリカ米国 シカゴ 1994）


