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2014年 12月 第 12巻第 12号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「すべての師は一つです。神の同じ力

が彼ら全員を通じて働いています」 

（ホーリー・マザー シュリー・サー

ラダー・デーヴィー） 

 

「わたしは天と地の一切の権限を授か

っている」 

（イエス・キリスト 『マタイによる

福音書』28 章 18 節） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2015 年 2 月の予定 

・2014 年 11 月の逗子例会 

「神様を探さないで神様を見てくだ

さい（Do not seek God but see God）」 

スワーミー・メーダサーナンダに 

よる講話 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

今月の予定 

2015 年 2 月の予定 

 

・生誕日 

 

スワーミー・アドブターナンダ  

2 月 3 日（火） 

シュリー・ラーマクリシュナ  

2 月 20 日（金） 

 

・協会の行事 

 

2 月のスケジュール 

 

2 月 7 日（土）  14:00～16:00 

東京・インド大使館例会  

※ID カードをお持ちください 

講演：バガヴァッド・ギーター（無料）  

場所：インド大使館 ：03-3262-2391 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

2 月 1 日（日）、8 日（日）、15 日（日）、

22 日（日）  14:00～15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス 

場所：新館アネックス  

＊体験レッスンもできます。 

お問い合わせ：080-6702-2308（羽成淳） 
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2 月 15 日（日） 10:30～16:30 

逗子例会  

講話：スワーミー・メーダサーナンダ 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

2 月 21 日（土） 15:15～16:45 

淑徳大学にて講話 

テーマ：スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダと岡倉天心 

詳 細 ：

http://ext.shukutoku.ac.jp/course/

detail/2712/ 

 

27 日（金） 

ホームレス・ナーラーヤナへの奉仕活

動 

現地でのお食事配布など。 

お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304 

 

3 月のスケジュール 

 

3 月 7 日（土）  14:00～16:00 

東京・インド大使館例会 

※ID カードをお持ちください  

講演：バガヴァッド・ギーター（無料）  

場所：インド大使館 ：03-3262-2391 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

3 月 1 日（日）、8 日（日）、22 日（日）、

29 日（日）  14:00～15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス 

場所：新館アネックス  

＊体験レッスンもできます。 

お問い合わせ：080-6702-2308（羽成淳） 

2 月 15 日（日） 10:30～19:30 

シュリー・ラーマクリシュナ 

生誕祝賀会   

場所：アネックス 

06:00  マンガラ・アラティ、朗誦、 

       賛歌 

10:30  礼拝(プージャ),アラティ, 

       花奉献(プスパンジャリ) 

13:00  昼食(プラサード) 

14:45  輪読、講話、賛歌、瞑想 

15:45  特別音楽プログラム 

16:30  お茶 

18:00  夕拝、賛歌 

 

21 日（土） 

ウパニシャッド スタディークラス 

東京・インド大使館例会 03-3262-2391 

※ID カードをお持ちください 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

27 日（金） 

ホームレス・ナーラーヤナへの奉仕活

動 

現地でのお食事配布など。 

お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304 

 

関西地区講話 13:30～17:00  

場所：大阪研修センター 

内容：「バガヴァッド・ギーターとウ

パニシャッドを学ぶ」  

 

皆様のご参加をお待ちしております。 
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2014年 11月の逗子例会 

「神様を探さないで神様を見てくださ

い（Do not seek God but see God）」 

スワーミー・メーダサーナンダによる

講話 

 

ブラフマン、神様、神様の化身は、す

べてその本性がサチダーナンダ、すな

わち絶対の存在、絶対の知識、絶対の

至福であり、どれも同じです。唯一の

違いは、有形の神様か無形の神様か、

神性が現れているかいないか、超越的

か内在的かということです。 

 

ブラフマン、すなわち神様を見ること

はできるのでしょうか。神様は経験で

きる、見ることができると説く聖者が

います。サマーディに達し心とハート

と魂がブラフマン（アートマン）と合

一すると神様を見ることができるので

す。例えば、ギャーナ・ヨーガの実践

を通じてサマーディでブラフマンと合

一したり、バクティ・ヨー他の実践で

シヴァやクリシュナ、イエス、ラーマ

クリシュナを見たりできるのです。こ

れらに関しては文書による証拠があり

ます。では、どうしたら可能になるの

でしょうか。 

 

もちろん、シュリー・ラーマクリシュ

ナを写真で見ることができますし、ブ

ッダを仏像で見ることができます。神

様の化身を写真や像などで見るとき、

その写真や像は生きているのです。シ

ュリー・ラーマクリシュナの御姿が見

たいからと言ってベルル・マトに行く

必要はありません。写真を見れば、神

様が生きていらっしゃる、私たちと一

緒にいらっしゃるのだと感じることが

できるのです。 

 

 

 

神様はいつもいらっしゃる 

 

神様は遍在です。神様はどこにでもい

らっしゃるので、神様の存在を感じる

のに写真や像を見ることも必要ではあ

りません。生きとし生けるもの、森羅

万象が神様なのです。 

 

知識には、サットワ的知識、ラジャス

的知識、タマス的知識の 3 種類がある

という概念が『バガヴァッド・ギータ

ー』の第 18 章で論じられていますが、

神様の存在についてこの 3 種類の知識

から考えてみると面白いでしょう。神

様は写真や像の中にだけいらっしゃる

と考えるのはタマス的知識です。シュ

リー・ラーマクリシュナが見られるの

はこの写真の中だけだ、とか、ブッダ
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が見られるのはあのお寺の像の中だけ

だ、と考えるのはタマス的知識です。

これは、神様が遍在であるという霊的

真理と矛盾します。 

 

『ウパニシャッド』では、万物はブラ

フマンであると説いています。『ギータ

ー』の第 13 章 14 節にはこう書かれて

います。 

 

‘Sarvatha pani padam thath,     

Sarvatho akshi siro mukham,  

Sarvatha sruthimalloke, 

Sarvamavrithya thishtahi’ 

 

すなわち「あらゆる処にその手や足が

あり、目も頭も口もそして耳も、宇宙

の到る処にもっている。つまり、それ

（ブラフマン）は、宇宙全体を覆いつ

くし、充満している」クリシュナはあ

らゆる場所に、すべての中にいらっし

ゃいます。水の中にも、土の中にも、

山頂にもいらっしゃいます。また、『ウ

パニシャッド』には ‘Sarvam khalu 

idam Brahma’、すなわち「宇宙（創造）

という形の中にある多様性はすべて、

本質的にブラフマンである」と書かれ

ています。 

 

『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパ

ニシャッド』にはこれらの原理が詩で

描写されており、ブラフマンの遍在性

について次のように書いてあります。

「汝は女なり、汝は男なり。汝は少年

なり少女なり。汝は杖に寄りかかって

歩く老人なり。様々な姿を取っている

のは汝のみなり」また、『イーシャー・

ウパニシャッド』の第 1 節には、 

 

‘īśāvāsyam idam sarvam, yat kiñca 

jagatyām jagat’ 

 

 すなわち「この宇宙の万物は、命あ

るものもないものも同じく、ブラフマ

ンから生まれた」とあります。聖典に

は、神様が全能であるという記述にあ

ふれています。イエスは「木を割りな

さい。私はそこにいる」とおっしゃい

ました。預言者ムハンマドは「アッラ

ーの魂はあまねく行き渡っている」と

おっしゃいました。 

 

これらの引用からも明かですが、神様

は天国の中にだけ見つけられるのでは

なく、写真や像、寺院や巡礼地にだけ

見つけられるのではありません。神様

は普遍の存在ですから、全く逆です。 

 

ラジャス的知識では、神様はここかし

こに見出すことができるが、ヒンドゥ

ー教の神様、キリスト教の神様は別の

神様であると考えます。 

 

では、神様についてのサットワ的知識

とは何でしょうか。神様は遍在で、あ

らゆる所にいらっしゃり、すべては同

じ神様が異なる姿で現れているだけだ

と考えるものです。これが真の知識で
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す。 

 

神様を探すのをやめて神様を見る 

 

神様はすべての場所にいらっしゃる

ということが分かれば、すべてが神様

であるということになります。ですか

ら、神様を探すのをやめて神様を見ま

しょう。これは論理的ではないですか。

神様がどこにでもいらっしゃりあらゆ

るものになっていらっしゃるのであれ

ば、目を開いて神様を見ましょう。こ

の論理的な考え方は聖典にも見られま

すが、本当にそれを体験できるものな

のでしょうか。 

 

シュリー・ラーマクリシュナの生涯を

思い起こすと、師はカーリー母神を信

仰し、生きた御姿を現してほしいと何

度も母神に懇願しました。カーリーは

本当にいるのかそれとも想像上の存在

に過ぎないのか、石像に過ぎないのか

真に存在するのか、知りたかったので

す。遂にその願いは叶えられました。

しかも、シュリー・ラーマクリシュナ

が見たカーリー母神は、母神の姿とし

てだけではありませんでした。母神は

ドアであり、部屋であり、祭壇であり、

礼拝の対象であると同時に礼拝者でも

あったのです。 

 

ヒンドゥー教では、家庭でも寺院でも、

神様への供物として作った食べ物を神

様に捧げる前に人や動物などに少しで

もあげることは、冒涜極まりない行為

であると見なされます。しかし、神職

にあったシュリー・ラーマクリシュナ

がカーリー寺院にいたとき、聖殿の中

に迷い込んだと思われる猫に母神への

供物をやっているところを寺院の職員

に見られてしまいました。この異様な

行為に職員らはひどく腹を立て、寺院

の所有者に対し神職の恥ずべき行為に

ついて苦情を言いました。シュリー・

ラーマクリシュナは後にこのときのこ

とを、猫の中にカーリー母神の生きた

存在を見て、供物を母神に捧げたのだ

とおっしゃいました。神職の行為の真

の目的は職員のような普通の人々には

到底理解できなかったため、このよう

な行為に腹を立てたのは無理もありま

せん。 

 

繰り返しになりますが、ギャーナ・ヨ

ーガの見地から言えば、ブラフマンは

万物の中にいる、すなわちすべてがブ

ラフマンです。食べ物を食べることに

当てはめれば、お皿も食べ物もブラフ

マン、食べる人もブラフマンです。ラ

ーマクリシュナ僧団では食事の前に、

『バガヴァッド・ギーター』の中でこ

の概念を表している一節を唱える習慣

があります。 

 

Om Brahmārpanam Brahma havir, 

Brahmāgnau Brahmanā hutam, 

Brahmaiva tena gantavyam, 

Brahma-karma-samādhinā. 
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Om śāntih śāntih śāntih. 

 

この詩の意味は、「手、食べ物、人々、

食べる行為、消化の火、すべてがブラ

フマンである」です。これは食事をす

るときに唱えるのが伝統になっていま

すが、毎日儀式のように唱えて心の中

で思い浮かべるように努めています。 

 

この真理を経験するのはまれである 

 

しかし、スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダ（スワーミージー）のようにこ

れを本当に経験することは、極めてま

れです。これについてある話をしまし

ょう。 

 

あるときシュリー・ラーマクリシュナ

は、ドッキネッショル寺院内の住居で、

聖典に「あらゆるものはブラフマンで

ある」と明言してあると説明されてい

ました。この概念は、たいていの人に

は理解できません。「すべてが神である

なんて、あり得ません。机は机で、人

は人、動物は動物です。おっしゃる意

味が分かりません」容貌の美しいもの

とそうでない者。聖者と罪人。人々の

働きや、レベルは様々であるのに、す

べてがブラフマンだなんて。無限なる

存在のブラフマンが、カップや皿など

の陶器のような、時間と空間に限定さ

れるものにどうやってなり得るのか。

皆、そう考えます。 

 

スワーミージーが米国で大胆にも「私

は彼
．
である」と宣言されたとき、この

ような考えを神への冒涜であると考え

た人が数多くいました。信者が自分を

神だと宣言するのは非常に良くないこ

となのですが、スワーミージーはよく

そうおっしゃいました。神様が自分の

中にいらっしゃる、ではなく、私は神

である、というのです。神様が私たち

の中にいらっしゃると言えば、異を唱

える人は少ないでしょうが、「私は神で

ある」というのは全く別です。神様に

取って代わる、ということですから、

冒涜行為とも言えるうぬぼれです。神

様は全知全能、普遍的存在で、天と地

を創造されたという考えは広く受け入

れられていますが、「私は神である」と

いう考えには気分を害する人もいるで

しょう。「あなたは人間に過ぎない」と

人々が言うのに対して、スワーミージ

ーは言われたのです。「私は神である」 

 

話を戻しましょう。当時若きナレンド

ラナート（ナレン）であったスワーミ

ージーがドッキネッショルを訪ねてい

るときに、シュリー・ラーマクリシュ

ナが「Sarvam khalu idam Brahman（ま

さに、すべてがブラフマンだ）」とおっ

しゃるのを耳にしました。スワーミー

ジーはすぐさまベランダに出て行きま

した。そこには、何かと問題の多い人

物ハズラが座っていました。ナレンは

師の言葉に懐疑的で、大声で言いまし
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た。「そんなことがあり得るものか。こ

の水差しは神、カップも神、私たちま

でもが神だなんて。これ以上ばかげた

ことがあるか！」二人は大笑いしまし

た。これを聞いたシュリー・ラーマク

リシュナはベランダに出られると、半

ば意識のない状態のまま、何を話して

いるのかと二人に質問されました。そ

して、シュリー・ラーマクリシュナが

ナレンに触れられた途端、ナレンの笑

いもおしゃべりも止みました。この一

触れがナレンを圧倒し、ナレンの人格

は完全に変わったのです。 

 

ナレンはすぐにコルコタの自宅へと

帰りました。後になってナレンはこの

ときのことをよく話したのですが、馬

車はただの馬車に見えず、人々や建物

もただの人や建物には見えなかったそ

うです。物質でできているものは何も

なく、すべてが意識でできていました。

馬車は形がありましたが意識でできて

いました。人や建物も、形はあっても

意識でできていたのです。お腹を空か

して帰宅したナレンに、母親が食事を

出してやりました。食べ物も意識であ

るのが見えました。想像してみてくだ

さい。意識でできたカレー、意識でで

きた豆や米、水も意識。食事を出して

くれる母親も意識そのものでした。 

 

ナレンの母親は、息子に何が起きてい

るのか分からず、食べながら寝ている

ように見える息子を大変心配しました。

死んでしまうのではないかと思ったの

です。その後約 2 週間、ナレンにはあ

らゆるものが意識でできているのを見

続けました。あるとき公園で鉄のフェ

ンスを見ると、フェンスに額をぶつけ

始めました。フェンスが鉄でできてい

るのか意識でできているのか確かめよ

うとしたのです。後のスワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダは、これは想像で

はないことが分かりました。『ウパニシ

ャッド』の言葉である「Sarvam khalu 

idam Brahman」も想像ではありません

でした。人は、これを実際に経験する

ことができるのだと分かりました。遠

い昔の賢者の経験ではなく、現代の、

今この瞬間のことだというのが分かっ

たのです。 

 

スワーミー・ブラフマーナンダジーは、

弟子を指導されていたときに、問題な

く瞑想ができるか、何か困ったことは

ないかとよくお尋ねになりました。あ

るとき、弟子の一人が答えました。「マ

ハーラージ、問題がないか、困ってい

ないかとマハーラージに聞かれると、

自分たちのことを気遣ってくださるの

だと知って頑張ろうと思います」する

とブラフマーナンダジーはこう答えら

れました。「確かにそう尋ねることもあ

るが、君たちは皆、神だと感じるとき

もある。そんなとき、神である君たち

を私が指導するなんて、と思うよ」 

 

この概念を表した話があります。ある
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信者が、万物はヴィシュヌ、神様だと

グルから教わり、それを信じていまし

た。ある日、この信者が自分で食べる

パンを作っていると、犬がやって来て、

パンを一つくわえて逃げていきました。

インドでは、パンを食べるときにはバ

ターを塗る伝統があります。その方が

味がよくなるからですが、犬はバター

を塗っていないパンを取っていったの

です。信者はバターのビンを手に持っ

て犬の後を追いかけました。「主よ、お

待ちください！そのパンにはまだバタ

ーを塗っていないのです。バターを塗

らせてください、その方がおいしくな

ります！」これが信仰です。神様はあ

らゆる所にいらっしゃいます。神様の

絵や像の中だけではなく、四国八十八

ヶ所だけではなく、ベナレスやエルサ

レム、ローマやメッカにだけいらっし

ゃるのではなく、どこにでもいらっし

ゃり、万物の中にいらっしゃるのです。 

 

すべての場所に神聖さを見出す 

 

シュリー・ラーマクリシュナはある歌

が大変お好きで、スワーミージーにそ

の歌を歌うようにとよく頼んでいらっ

しゃいました。今から、どなたかにそ

の歌の日本語訳を読んでいただきまし

ょう。原語はヒンディー語で非常によ

い歌詞です。（ここで、例会の参加者が

日本語の歌詞を読み始める） 

 

あるものすべてはあなた
．．．

。 

私はハートをあなた
．．．

にくっつけた。 

あるものすべてはあなた
．．．

です。 

 

私はあなた
．．．

しか見出さない、あなた
．．．

は

あるものすべてであられるのだから。 

おお主よ、わがハートの愛人よ。 

あなた
．．．

はすべてのものの我が家。 

本当にあなた
．．．

の宿っておられるハート

があるだろうか。 

あなた
．．．

はあらゆるハートにお入りにな

った。 

あるものすべてはあなた
．．．

です。 

 

賢者であれ、愚者であれ、ヒンドゥー

であれ、回教徒であれ 

あなた
．．．

は相手を意のままになさる。 

あるものすべてはあなた
．．．

です。 

天国にもカーバにも、あなた
．．．

はどこに

でもいらっしゃる。 

あなた
．．．

には皆、頭を下げねばならない。 

あなた
．．．

はあるものすべてでいらっしゃ

るのだから。 

 

大地から最高の天まで 

天上界から最も深い地の底まで 

私は目路（めじ）の限りにあなた
．．．

を見

る。 

あるものすべてはあなた
．．．

です。 

 

熟考の末私は理解した。 
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疑いの余地もなくそれを見た。 

あなた
．．．

に比べうるものは一つも見いだ

せない。 

ジャーファルに、あなた
．．．

はあるものす

べてであられることが示された。 

 

このように考えると、この場所は神聖

だがあの場所は違うなどと言うことは

できません。あらゆる場所が神聖であ

り、あらゆる所に神様がいらっしゃる

のです。シーク教の開祖グル・ナーナ

クについて面白い話があります。ある

日ナーナクがメッカの巡礼に出ました。

カアバの近くまで行くと、疲れを感じ

たので眠ることにしました。寝ている

間に、足がカアバ神殿の方を向いてし

まいました。すると、イスラム教の聖

職者がこれを見て、足を神聖な場所に

向けていると言って激しく怒りました。

ナーナクは目を覚ますと、こう言いま

した。「分かりました。では、私の足を

神聖でない場所に向けてください」聖

職者はこれを聞くと、相変わらず怒っ

たまま、ナーナクの足を反対の方向に

動かしました。そのとき聖職者には、

カアバ神殿もその方向に動いたように

見えました。自分は勘違いをしたのか

と思って、ナーナクの足を別の方向に

向けました。するとまた、カアバ神殿

がその方向に動く光景が見えたのです。

これは実話です。この話の意味すると

ころは何でしょうか。すべての場所に

神様がいらっしゃって、誰もが神様で

あると言うことです。 

 

スワーミージーも経験されて説かれ、

聖典にも書いてあるのに、なぜ私たち

には理解できないのでしょうか。それ

は、私たちのハートが純粋でないから

です。では、不純とは何でしょうか。

不純は、うぬぼれであり、欲望です。

不純の源はエゴです。エゴは、「私は肉

体だ、私は心だ、私は知性だ」と言い、

その結果、有限の私、未熟な私、小さ

い無知な私になるのです。これがエゴ

です。エゴを取り除けば、私たちは至

る所で神様を経験します。シュリー・

ラーマクリシュナがスワーミージーに

触れたとき、スワーミージーのエゴは

とても薄かったため、即座に消えたの

です。しかし、私たちには分厚いエゴ

の層があります。神様を見たいのなら、

常に神様と真理について考えていなけ

ればなりません。神様に集中する訓練

をすれば、私たちのエゴは少しずつ消

えていきます。 

 

神様を見るために、二つの実践が必要

です。エゴを取り除く努力をすること

と、神様のことを常に考えることです。

そうすれば、最後には誰もが神様であ

るというビジョンを見ることができま

す。この人は罪人であるとかあの人は

聖者であるなどと考えることはなくな

ります。誰もがラーマクリシュナであ

り、誰もがクリシュナ、イエスなので

す。 
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明かな矛盾に惑わされない 

 

しかし、日々の生活の中で、すべての

ものの中に神様を見るということに矛

盾を感じるかもしれません。シュリ

ー・ラーマクリシュナがされた面白い

話をしましょう。 

 

ある信者が、すべてのものはブラフマ

ンであるとグルから習いました。ある

日、信者は、「危ない！」「狂った象が

来るぞ！」「危ない、今すぐ逃げろ！」

と言う叫び声を耳にしました。しかし

信者は、すべては神様であるというグ

ルの言葉を思い出し、あの象も神様だ

と考えました。そこで信者は、象の進

路に立ちはだかると、聖典の賛歌を歌

いながら神に祈り始めました。象は信

者を見つけると、鼻を巻き付けてつま

み上げ、投げ飛ばしました。信者はひ

どい傷を負って意識を失いました。こ

れを聞いたグルは、信者を自分のアシ

ュラムに運ばせて、水や牛乳を与えて

やりました。信者の意識が回復すると、

兄弟弟子が尋ねました。「なぜ逃げなか

ったのだ。逃げろという声が聞こえな

かったのか」信者は弱々しい声で答え

ました。「すべてはブラフマンだとグル

が教えてくださったから逃げなかった

のです」これを聞いてグルは言いまし

た。「息子よ、お前の言うことは正しい。

だが、なぜあの象だけがブラフマンだ

と考えたのだ。危ないと言った象遣い

もブラフマンだと考えなかったのかね。

あの象遣いは逃げろと警告したのに、

お前は聞き入れようとしなかった」 

 

この話にある通り、すべてが神様、誰

もが神様ですが、私たちはよく気をつ

けて識別し、内省しなければなりませ

ん。そうでないと、誤った行動を取る

可能性があります。シュリー・ラーマ

クリシュナは水の例えを挙げられまし

た。ヒンドゥー聖典には、すべての水

はヴィシュヌ、神であると書いてあり

ます。汚れた水もブラフマンですが、

私たちはそれを飲むことはしません。

水によって、これは飲料水、これは洗

い物用、など違う使い方をします。ま

たシュリー・ラーマクリシュナは、虎

もライオンもすべて神様だからと言っ

て、動物園に行って檻を開けてもらい

中に入って虎を抱きしめたりしたら、

虎神様に食べられてしまう、ともおっ

しゃっています。 

 

心を純粋にする努力をし、神様はあら

ゆる場所にいらっしゃるのだと考える

ようにしたら、その結果どうなるので

しょうか。憎しみや怒り、欲望のよう

な悪い感情が取り除かれ、普遍の愛と

至福を得られます。あらゆる場所に神

様を見ると、至福を感じます。ではど

うしたら神様が見えるようになるので

しょうか。まず、神様の存在を信じな

ければなりません。次に、神様を好き

にならなければなりません。そうすれ

ば、神様への愛が育まれ、最後には神
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様を見たくなります。そのレベルにな

ったら、神様を像や寺院の中にだけ見

るのではなく、あらゆる場所で見なけ

ればなりません。このことを理解して

ください。スワーミージーは、「神はあ

なたの目の前にいる」とおっしゃいま

した。それを信じて、神様のお世話を

してください。 

すなわち、貧しい人々、病気の人々な

ど、すべての人が神様なのです。神様

はお寺の像の中にだけいらっしゃるの

ではなく、あなたの目の前にいらっし

ゃるのです。南インドにシヴァの大き

な寺院がありますが、そこにスワーミ

ージーの言葉が大きな文字で書かれて

います。「シヴァ神の像だけを崇拝する

人は二番目であり、万人の中にいるシ

ヴァ神を信仰し奉仕する者が一番であ

る。彼らがシヴァ神を最も信仰する者

である」これは、シヴァやイエス、ブ

ッダ、シュリー・ラーマクリシュナを

お寺の中でだけ礼拝するのは信仰の最

高の形ではない、というのと同じ意味

です。すべての人、すべての場所に神

様を見るのが最高の形です。このよう

に考えて、他者のお世話をしてくださ

い。ただお寺に行って神様を礼拝する

だけでは十分ではありません。あらゆ

る人の中に、あらゆる場所に、神様を

見てください。そうでないと、あなた

の信仰は幼稚園レベルのままです。私

たちはそこからさらに進歩する必要が

あります。 

 

スワーミー・メーダサーナンダ 

11月各地講話 

 

11 月 2 日 サットサンガ in 山形 

 

11 月 6 日～11 日 サットサンガ in 

韓国 

 

11 月 29 日 明治大学講話 

 

忘れられない物語 

 

ハヤブサと枝 

 

昔、ある王様が二羽の見事なハヤブサ

を贈られた。それは王様がそれまでに

見た中で一番素晴らしいハヤブサだっ

た。王様はこの大切なハヤブサを、訓
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練のために鷹匠のかしらに預けた。 

 

何か月かたったある日のこと、鷹匠の

かしらが、ハヤブサのうち一羽は堂々

と空高く舞い上がるが、もう一羽は連

れてきた日からずっと同じ枝に止まっ

たままだと報告した。 

 

王様は治療師や魔術師を国のあちこ

ちから呼び寄せてハヤブサを治療させ

たが、誰もこのハヤブサを飛ばすこと

はできなかった。 

 

王様は家来たちにもハヤブサを飛ば

すよう命じたが、翌日宮殿の窓から見

ると、このハヤブサは相変わらず同じ

枝に止まっていた。 

 

あらゆることを試したのち、王様は

「田舎には誰かこの問題の本質をわか

る者がいるかもしれない」とひそかに

考え、家来たちに向って「誰か農夫を

連れに行ってこい」と大声で命じまし

た。 

 

朝になると、王様は例のハヤブサが宮

殿の庭を空高く舞い上がるのを見て非

常に喜んだ。そして、家来たちに向っ

て「奇跡を起こした人間を連れてこい」

と言った。 

 

家来たちは奇跡を起こした農夫をす

ぐに見つけ出し、王様の前に連れて来

た。王様は「どうやってあのハヤブサ

を飛ばしたのだ」と尋ねた。 

 

農夫はお辞儀をして答えた。「とって

も簡単なことです、陛下。あの鳥が止

まっている枝を切り落としただけで

す」 

 

教訓： 

 私たちは皆、飛ぶようにできている

のです。創造主の子として素晴らしい

可能性を実現するために。しかし、私

たちはしばしば自分の枝に止まったま

ま慣れ親しんだものにしがみついてい

ます。可能性は限りないのに、私たち

の多くはそれを発見できないまま、慣

れ親しんで居心地が良くありふれたも

のに従うのです。ですから、私たちの

人生は刺激的でわくわくして充実した

ものではなく、たいていは平凡なので

す。私たちがしがみついている無知と

いう枝を折り、自分自身を解き放って

大空を舞う栄光を手にしましょう 。 

 

―作者不詳 

 

今月の思想 

 

「信仰とは、まだ暗さの残る夜明けに

光を感じる鳥である。」 

（ラビンドラナート・タゴール） 
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