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2016年 1月 第 14巻第 1号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「富、名声、および快適な生活のよう

なかりそめのものに対する執着が、日

に日に少なくなりますように、と神に

祈るのだ」 

（シュリー・ラーマクリシュナ、『ラー

マクリシュナの福音』より） 

 

「至高の神に身を委ねる者は物事を成

し遂げる。その他の行為は大願成就の

役に立たない」 

（グル・ナーナク） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016年 2月～3月の予定 

・2016年クリスマス・イブ礼拝  

「イエス・キリストのメッセージ」 

スワーミー・メーダサーナンダによ

る講話 

・マハーラージ、国際ベンガル学会 

 第 4回大会でスピーチ 

・マハーラージ、熊本サットサンガで

講話 

・元旦のカルパタル 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

今月の予定 

 

・生誕日（2月） 

 

スワーミー・ブラフマーナンダジー 2

月 10日（水） 

スワーミー・トリグナティターナンダ

ジー 2月 12日（金） 

 

・協会の行事（2月～3月） 

※ほとんどの講話は日本語で行われま

す。 

   

2月 7日（日） 、14日（日） 、28日

（日）  14:00〜15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス  

場所：逗子本部 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 20日（土）  14:00〜16:00 

ウパニシャッド スタディークラス  
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講演：ウパニシャッド（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 21日（日） 10:30〜16:30 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ生

誕祝賀会  

場所：逗子本部 新館アネックス  

＜プログラム＞  

06:00  マンガラ・アラーティ、朗誦、

賛歌  

10:45  礼拝（プージャ）、アラティ、

花奉献（プスパンジャリ）  

12:45  昼食（プラサード）  

14:45  輪読、講話、賛歌・ロニー・ハ

ーシュさんの歌  

16:30  お茶  

18:15  夕拝、賛歌  

※当日のご浄志は謹んでお受けいたし

ます。  

皆様のお越しをお待ちしております。  

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428  

   

2月 26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 

 

2月 27日 （土）サットサンガ in沖縄  

詳細は教会のウェブサイトの「特別プ

ログラム」をご覧ください。  

 

3月 5日（土）  14:00〜16:00 

東京・インド大使館例会  

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  

 ※IDカード（免許証など写真付きの身

分証）を必ずお持ちください。  

   

3月 8日（火）  14:00〜15:30 

火曜勉強会   

※予定変更の際はトップページに記載

されます。  

場所：逗子協会本館   

お 問 い 合 わ せ ＆ お 申 込 み ：

benkyo.nvk@gmail.com  

   

3月 10日（木） 6:00～ 

シュリー・ラーマクリシュナ誕生日   

朝 6 時から本館祭壇にてマンガラ・ア

ラーティをいたします  

   

3月 6日（日） 13日（日） 27日（日）  

14:00〜15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス   

場所：逗子本部 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）  

   

3月 20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：逗子本部 新館アネックス  

06:00  マンガラ・アラーティ、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）  
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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  

    フルートの演奏 

16:30  お茶  

18:00  夕拝、賛歌  

   

3月 25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 26日（土） 13:30～17:00 

関西地区講話   

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」  

※詳細は特別プログラムをご覧くださ

い。  

 

2016年クリスマス・イブ礼拝 

「イエス・キリストのメッセージ」 

スワーミー・メーダサーナンダによる

講話 

 

イエス・キリストの生誕から 2千年以

上が過ぎました。外面的には大工の息

子に過ぎないキリストが、全世界にど

れほど大きな影響を与えたかは、言う

までもありませんね。 

 

キリスト抜きのクリスマスとは？ 

 

キリストは、単なる聖者、預言者では

なく、神の子でした。キリストは全人

類に平和と真理の光を示され、キリス

ト教徒のためだけでなくすべての人々

のために現れられたのです。だから、

ヒンドゥー寺院の会員である私たちが

クリスマス・イブにキリストの礼拝を

行うのです。私たちはシュリー・ラー

マクリシュナの信者ですが、キリスト

やブッダを始めとする霊性の指導者ら

の生涯や教えからもインスピレーショ

ンを得ています。 

 

近年、クリスマスは飲食やマーケティ

ングのためのイベントとして祝われる

ことが多く、本来の精神はほぼ失われ

ています。しかしこの機会に、キリス

トの理想とキリストが私たちに残して

くれた素晴らしい教えを思い出し、そ

こから学びましょう。お金や快適な人

生がどれほど楽しいものであっても、

その喜びは一瞬に過ぎず、平安を得る

こともできません。事実、収入が増え

て生活水準が高くなればなるほど心の

平和が失われていくことは、周りを見

れば明らかでしょう。消費主義が、平
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安への道を歩むことを許してくれない

のです。よい生活をすることには何の

問題もありませんが、今夜のような機

会には、キリストを始めとする霊性の

巨人の生涯や教えを思い出すべきです

し、そうすることで人生のバランスも

取れるでしょう。 

 

世界各地で行われている様々な祭り

を見てみると、その大半は宗教が起源

ですが、非常に悲しいことに、起源に

ついては忘れ去られて祭りを楽しむだ

けになっているのが現状です。キリス

トのことを思い出してクリスマスを祝

う必要はここにあるのです。キリスト

抜きのクリスマスは、頭のない体のよ

うなものです。 

 

教えの中心 

 

さて、キリストの教えの中心とは何で

しょうか。ロシアの文豪レフ・トルス

トイによると、キリストの教えの中心

には「神への愛」と「隣人愛」の 2 つ

があります。トルストイは、神への愛

は「完全性への愛」であると言いまし

た。キリストも、「だから、あなたがた

の天の父が完全であられるように、あ

なたがたも完全な者となりなさい。」

（『和英対照聖書』日本聖書協会）と仰

いました。ですから、私たちは皆、自

分なりのやり方で完全になることを目

指すべきでしょう。もう 1 つの中心的

教えである「隣人愛」は、自分の隣人

に仕えることで実践されねばなりませ

ん。仕えることなく愛するというのは

単なるリップサービスで、表面的で無

意味なものです。 

 

キリストの生涯を見てみると、こうし

た教えが実践されていることが分かり

ます。神様に対するキリストの愛がど

れほど大きかったか、どの出来事から

も知ることができます。また、聖書に

は、キリストが人々を愛し人々に仕え

た例が数多く見られます。キリストの

ところには苦しむ人々がたくさんやっ

て来ました。病人だけでなく悪霊に取

り憑かれた人々さえもキリストのもと

を訪れ、キリストはその痛みを取り除

かれました。これは、オカルト的な力

を見せびらかすためでも他者より優れ

ていると示すためでもなく、人々への

慈悲を示されたのです。キリストが

人々を癒やされたのは、肉体的な面だ

けではありません。心を癒やして人々

に平安をお与えになったことが、より

大切なのです。仕えるという点では、

キリストは自分の弟子の足も洗われま

したね。だから、キリストの生涯は、

愛と奉仕の手本なのです。 

 

より高い理想とは 

 

ではここで、神を愛することと隣人を

愛し隣人に仕えることは別のことなの

か、それとも関係のあることなのか考

えてみましょう。シュリー・ラーマク
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リシュナとスワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダの教えを見てみると、この 2

つには関係しているのが分かります。

それは、苦しむ人々、貧しい人々、病

人、教育のない人々の中に、私たちの

愛する神を見、彼らに仕えるという教

えです。このような考え方は単なる想

像なのでしょうか。聖典には「神は遍

在である」と書いてあります。つまり、

神様は万物の中にいらっしゃるのです。 

 

シュリー・ラーマクリシュナは、チャ

イタンニャ（意識）には「アヌマーナ・

チャイタンニャ（Anumana Chaitanya）」

と「プラティヤクシャ・チャイタンニ

ャ（Pratyaksha Chaitanya）」の 2種類

があると、大変美しく表現されました。

アヌマーナ・チャイタンニャとは、祭

壇に置かれた礼拝の対象となる絵や写

真、像の中にあると考えられる意識で

す。一方、プラティヤクシャ・チャイ

タンニャは、人間などの中に現れてい

る意識のことです。人間を生きている

意識、神の意識として礼拝して人間に

仕えることは、絵や像の中に神様がお

られると想像して絵や像を礼拝するよ

りも理にかなっていますね。 

 

信仰心の篤いある信者が、夢の中で神

様に「明日お前のところに行こう」と

言われました。信者は大喜びで部屋を

掃除し、神様のためにおいしい料理も

用意しました。翌日、信者は万全の体

制で神様を待っていましたが、いくら

待っても神様は現れません。すると突

然玄関のベルが鳴りました。信者がド

アを開けると、貧しい男が食べ物をね

だってきました。信者は、男の空腹が

満たされるまで食べ物を与えてやり、

神様を待ち続けました。また玄関のベ

ルが鳴り、今度こそ神様だろうと思っ

て信者がドアを開けると、ぼろぼろの

服を身にまとった男がいました。信者

は可哀想に思って自分の持っている立

派な服を与えてやりました。その後も

神様は現れず、信者は非常に腹立たし

く思いながら眠りにつきました。夢の

中に神様がまた現れたので、信者は文

句を言いました。「来ると言われたのに、

いらっしゃらなかったのですね」神様

は言われました。「息子よ！私は行った

ぞ。お前が私に気付かなかっただけだ。

だが私はそれでも満足だ。お前はよく

仕えてくれた」これを聞いて信者は驚

き、どういうことかと尋ねました。「私

は最初に貧しい男のふりをして行った

のだ。お前は腹一杯食べさせてくれた

ね。次はぼろをまとって行ったら、お

前はよい服をくれたではないか」 

 

無私の奉仕の正しい態度 

 

このことから、苦しむ人々のために奉

仕がなされると神様は喜ばれるのだと

分かります。しかし、このような奉仕

を行うには、ある心構えが必要です。

そうでないと、正しい態度で奉仕を行

うことができません。他者に仕える時
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に、私たちの心の中に虚栄心が膨らむ

可能性があります。名声への期待が生

じるかもしれません。仕える側に欲や

怒りの気持ちがあると、奉仕の精神が

失われてしまいます。ここが、真の意

味での無私の奉仕、奉仕の精神での奉

仕が実は難しい点です。 

 

キリストの教えを実践して人々に仕

えるために、カトリック教会が長きに

わたりあらゆる奉仕をしてきたことは

よく知られています。病院や学校を始

め多くの慈善団体を設立しました。

2009 年にこのヴェーダーンタ協会の創

立 50周年記念の開会式をインド大使館

で開催した時に、カトリック教会の森 

一弘司教をお招きしてスピーチをいた

だきました。森司教はカトリック組織

の高い地位にあられながらも、カトリ

ック教会の奉仕活動の多くは何か目当

てがあって行われたものであったと言

われ、その率直なご意見に私たちは感

銘を受けましたね。こうした奉仕活動

は、改宗を狙ったり、土着の宗教に対

する優越感の表れであったりしたので

す。森司教は無私の奉仕の例として、

マザー・テレサのインドでの活動を挙

げられました。森司教のお話からも分

かるように、慈善活動はたくさん行わ

れているかもしれませんが、無私の精

神での奉仕は非常に難しいことで、仕

える側に怒りや欲、エゴ、虚栄心、自

己中心的な気持ちがあってはいけない

のです。 

 

他者に仕える時に、霊的な見方、すな

わちご奉仕する相手は神様の現れなの

だと見るようにすれば、正しい態度で

無私の奉仕を行うことがより簡単にで

きます。だからスワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダは「貧しい神様（daridra 

Narayana ）」「 病 気 の 神 様 （ rugi 

Narayana）」「無学の神様（illiterate 

Lord）」という言葉を作られたのです。

私たちは、貧しい人、病気の人、無学

の人に仕えているのではなく、貧しい

神様、病気の神様、無学の神様に仕え

ているのだという態度でご奉仕せねば

ならないのです。 

 

永続する平安への道 

 

ワーラーナシー（ベナレス）のラーマ

クリシュナ・ミッションには病院があ

り、以前そこにシュリー・ラーマクリ

シュナの出家の弟子スワーミー・トゥ

リヤーナンダジーがお住まいでした。

トゥリヤーナンダジーはそこで働いて

いたブラフマチャーリ（見習い僧）に、

病院で君は何の仕事をしているのかと

尋ねられました。ブラフマチャーリが

「病人のお世話をしています」と答え

ると、トゥリヤーナンダジーは「患者

の神様」のお世話をしていると言いな

さいと正されました。キリストの教え

である、神への愛すなわち完全性への

愛や隣人愛を実践したいのであれば、

このような霊的な考え方を身につける
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必要があり、こうした態度で他者に仕

えることが平安に至る最も確かな道な

のです。皆、心の平安を望みますが、

どうしたらそれを得られるか知りませ

ん。神を愛し他者に仕えることは、永

続する平安に至る最も確かな道です。 

 

自分や家族のことを考えれば考える

ほど、心の平安は失われます。神様の

ことや他者の幸福を考えると、永続す

る平安が得られます。スワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダは、人間の生きる

目 的 は 「 Atmano Mokshartam 

Jagad-hitaya」、すなわち「自分の真我

は神と同一であることを知り、他者の

中におられる神にお仕えすること」だ

と言われました。 

 

永続する平安が本当に欲しいのであ

れば、キリストの 2 つの中心的教えと

その関係性を、またそれとよく似てい

るシュリー・ラーマクリシュナとスワ

ーミー・ヴィヴェーカーナンダの教え

を心に留めて、実践を心がけましょう。 

 

マハーラージ、国際ベンガル学会 

第 4回大会でスピーチ 

 

2015年 12月 12日（土）～13日（日）、

国際ベンガル学会第 4 回大会が東京外

国語大学（東京・府中）の研究講義棟

で開催されました。主催は国際ベンガ

ル学会、共催は東京外国語大学でした。 

 

今大会は、国際ベンガル学会が南アジ

ア以外で初めて開催した国際大会でし

た。ベンガルとの深い結び付きを考え

ると、日本は、開催に極めてふさわし

い場所だったと言えるでしょう。世界

各国から 200 名を超える研究者が参加

し、文学、言語学、政治学、歴史学、

女性学、演劇研究など多岐にわたる分

野に関して発表が行われました。参加

者の中で最も多かったのはインド、バ

ングラデシュの学者でした。 

 

オープニング・セレモニーは立石博高 

東京外国語大学学長の挨拶で始まり、

続いて Jiban Ranjan Majumder バング

ラデシュ大使館経済公使と、アミッ

ト・クマール インド大使館主席公使

のスピーチがありました。教育研究に

おける同大学とインド、バングラデシ

ュとの今後の協力関係の発展が主なテ

ーマでした。 

 

宗教研究の 1 日目のセッションでは、

日本ヴェーダーンタ協会会長スワーミ

ー・メーダサーナンダ・マハーラージ

が 「 Swami Vivekananda, Okakura 

Tenshin and Shitoku Hori（スワーミ

ー・ヴィヴェーカーナンダと岡倉天心、
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堀至徳）」をテーマにスピーチし、3 人

の関係や交流、ヴィヴェーカーナンダ

によるミッションの創設と 2 人の日本

人の訪印における様々な目的、特に日

本における仏教再興に対する堀の傾注

と、日印関係において岡倉が果たした

学術的文化的役割について論じました。

続いての質疑応答では活発な意見交換

が行われ、スピーチに対し参加者が寄

せた関心の大きさが窺えました。 

 

1日目午後のセッションでは、平野久

仁子博士が「Vivekananda and Japanese 

Buddhists: The Background Concerning 

their Encounter and Interaction」に

ついて発表し、ヴィヴェーカーナンダ

と面会した日本人仏教僧の織田得能を

中心に論じました。 

 

この他にも、複数の教室に分かれて多

くのセッションが行われた後、カルチ

ュラル・プログラムとしてベンガルの

舞踊、歌、ハープの演奏が披露され、

ベンガル文化を知る素晴らしい機会と

なりました。 

 

マハーラージ、熊本サットサンガで 

講話 

 

2015年 11月 29日（日）スワーミー・

メーダサーナンダ・マハーラージは、

熊本市本妙寺において「真の自由とは

～聖典の教えに学ぶ～」と題して講話

をなさいました。 

 

当日は穏やかなお天気にも恵まれ、宮

崎、大分など遠方からもお越しいただ

き、参加者はスタッフを含め 57人。こ

れは地方講演会としては大人数です。

また今回は 12回目という事で、年に 1

度のこの講座を楽しみにされているリ

ピーターの方の他、初めての方が半数

以上で、特に若い方が多かったのが印

象的でした。 

 マハーラージは当日朝大阪から来熊

され、休む間もなくスタッフ全員と歓

談されながら昼食を召し上がられまし

た。 
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13 時、会は平和の祈りで始まりまし

た。マハーラージが少しずつ朗誦して

くださったので、皆さん配布したプリ

ントを見ながらサンスクリット語と日

本語で唱えることができ、会場全体が

神聖な波動に包まれました。 

初めにマハーラージは「自由とは何で

すか？」と質問されました。「皆さん『自

由が欲しい』とよく口にしますが、私

たちの言う自由とは何でしょうか？そ

れは『自分の好き』が大事なポイント

になります。自分の好きなものが食べ

たい、好きな事がしたいなど、誰にも

コントロールされずに『体・感覚・心・

知性のレベル』で好きなもの、好きな

事をやりたい－それが私たちの考える

自由です。」 

そして自由には社会的、肉体的、感覚

的、心のレベルでの自由と大きく 4 つ

のレベルがあること、またそれは一時

的なものだという事を教えてください

ました。 

（講話の詳細はウェブサイトの各種

講話をご覧ください） 

 

その後 15 分ほどの休憩がありました

が、今回は書籍等の販売、マルシェを

行い、チャイやコーヒー、お菓子、イ

ンド雑貨などを販売したので、初めて

来られた方々も気軽に歓談することが

でき終始和やかなムードでした。 

 

休憩後は音楽プログラム。初めにチト

ララタの皆さんと「まざーの会」のメ

ンバーで「ガヤトリーマントラ」を歌

いました。すると、会場の皆さんも一

緒に口ずさむのが聞こえ、次第に会場

全体が愛の光につつまれていく感じが

しました。続いてチトララタで「慈し

み」、最後に「まざーの会」で「青空を

見て」を歌いました。 

 

 

その後の Q&Aでは、さまざまな質問が

出されましたが、大切なポイントをま

とめて記します。 

 

Ｑ「ネガティブな考えをやめるに

は？」 

Ａ「心の暇」を止める：心が自由に

なると、心は勝手に対象を求めて動

き回るので、自分が心をコントロー

ルし、心の対象を「一時的なもの」

ではなく「永遠なもの」に定める。 

また、実践的な方法としては 

①朝から夜までのスケジュールを

決める：心の自由にさせない。 

②この瞬間良く生きる：今この仕事

に集中すると過去の失敗や未来の

心配をしない。 

 

そしてマハーラージから私たちに 3 つ

の質問がありました。 
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Ｑ「何の時間が一番大事？」 

Ａ「今この瞬間」 

Ｑ「何の仕事が一番大事？」 

Ａ「今この仕事」 

Ｑ「一番大事な人はだれ？」 

Ａ「今目の前にいる人」 

③もし否定的な考えが浮かんだら、

神聖なマントラを心で唱える。 

 

これら 3 つがより良く生きることの

秘訣だと教えてくださいました。そし

てＱ＆Ａの最後には、参加者全員で「や

めないで頑張ろう！」と唱和しました。 

 

最後にマハーラージの誘導瞑想があ

り、皆心静かに祈り、会は穏やかに終

わりました。 

 

今回は初めての方がたくさんいらっ

しゃったにも関わらず、講話テーマが

難しく深淵なものだったので、もっと

話がききたいとおっしゃる参加者もお

りました。 

 

会終了後も、マハーラージに個人的に

質問される方や、販売ブースでスタッ

フに質問される方などたくさんの反響

があり、皆さんの熱意と意識の高さが

感じられました。 

 

アンケートでは「難しい言葉もありわ

からない所もあったが、とてもわかり

やすかった」「たくさんの言葉と愛情を

ありがとうございました」など、一人

ひとり丁寧にコメントを書いているの

が印象的でした。また今後どのような

お話を聞きたいかとのアンケートでは

「魂のことについて」「サット・チッ

ト・アーナンダの境地について」とい

う意見もありました。 

 

その後、自然食レストランでマハーラ

ージを囲んでの夕食となり、講話会の

感想や熊本「まざーの会」の今後の抱

負などを話しました。 

 

マハーラージはこの日から 3 日間熊

本（阿蘇）に滞在され、休む間も惜し

み私たちにたくさんの教えを垂れてく

ださりました。それはまさにラーマク

リシュナと生活しているような神聖で

楽しい時間でした。 

 

超多忙なスケジュールの中、一人ひと

りに声をかけてくださったマハーラー

ジ、そしてこの会を成功に導いてくだ

さったラーマクリシュナ、ホーリー・

マザー、スワーミージーに心から感謝

いたします。 
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元旦のカルパタル 

 

2016年 1月 1日（金）、日本ヴェーダ

ーンタ協会逗子本館にて毎年恒例の元

旦のカルパタルを行いました。午前 11

時 50分頃に会が始まり、マハーラージ

はシュラインに集まった信者さんや家

族、友人の皆さんに、元旦とシュリー・

ラーマクリシュナとの関係と、今年は

ホーリー・マザーの誕生日が元旦に重

なり非常に恵まれた日であることを説

明しました。続いて、『ラーマクリシュ

ナの福音』、『ホーリー・マザーの福音』、

仏教聖典、聖書、ムハンマドの教えを

英語と日本語で輪読し、皆で祈りを捧

げました。 

 

その後 12時 30分から昼食のプラサー

ドを皆でだき、マハーラージが披露す

るシュリー・ラーマクリシュナの直弟

子の逸話を皆で楽しく聞きました。 

 

 

午後 2時、マハーラージと希望者は徒

歩で鎌倉に向かいました。初めに高徳

院を参拝して大仏に供物を献上し、マ

ントラを唱えて祈りを捧げました。続

いてバスに乗って鎌倉駅前に行き、駅

の近くにあるカトリック雪ノ下教会を

参拝しました。その後、再び徒歩で鶴

岡八幡宮に行きました。今年も八幡宮

の人出は多く、しばらく並んでから本

殿を参拝することができました。充実

した元旦となりました。 
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忘れられない物語 

 

無意識の時代 

 

昔、昼は鳥たちのさえずりがこだまし、

夜は虫の音が響く森がありました。

木々は生い茂り、花は咲き乱れ、あら

ゆる種類の生き物が自由に動き回って

いました。 

 

森に入った者は皆、大自然の幽寂と美

に住まう神の、孤高のお住まいへと導

かれました。 

 

しかし、無意識の時代が到来し、人間

は数百メートルもの高さの建物を造っ

て 1 ヵ月で川も森も山々も破壊できる

ようになりました。森から取り出した

木や石で、祈りの家が建てられました。

教会や寺院の尖塔が空に向かってそび

え、鐘の音、祈りや説教の声が空気を

満たしました。 

 

そして、神は突然、住まいをなくされ

ました。 

 

神は私たちの目の前に様々な物を置

いて、そこに隠れていらっしゃるので

す。 

 

さあ聞け！鳥のさえずりを 

木々の間をすり抜ける風を 

海のうねりを聞け 

木を、落ち行く葉を、花を見るのだ 

まるで初めて目にするかのように 

 

突然、実在に触れることができるかも

しれない 

知識を得て 

もう子供ではなくなった時に 

追放されてしまった楽園へ 

戻ることができるかもしれない 

 

インドの神秘主義者サラハは言う 

「この味を知るがよい 

これが、絶対の知識の欠けた味だ」 

 

（Anthony de Mello著『The Prayer of 

the Frog』より） 
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今月の思想 

 

「預言者とは未来を告げる者ではなく 

真理を告げる者である」 

 

（ハロルド・クシュナー） 
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