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2016年 2月 第 14巻第 2号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「師はどれ程真理に執着しておられた

ことでしょう！師はよく、真理だけが

鉄の時代（カリ・ユガ）の苦行である、

とおっしゃっていました。人は真理に

しがみつけば神の御許に達することが

できます」 

（ホーリー・マザー シュリー・サー

ラダー・デーヴィー） 

 

「真理を求めて闘う万物万人と力を合

わせ、理念を等しくせよ」 

（ザラスシュトラ） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016年 3月～4月の予定 

・2016年 1月の逗子例会 

ホーリー・マザー サーラダー・ 

デーヴィー生誕 164周年祝賀会 

・2016年 1月の逗子例会 

「ホーリー・マザーが示された 

理想的な生き方と教え」 

スワーミー・メーダサーナンダ 

による講話 

・マハーラージ、第 19回日本統合医療 

 学会にて講演 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

3月～4月の予定 

 

・生誕日（3月） 

 

シュリー・ラーマクリシュナ  

3月 10日（木） 

シュリー・ゴウランガ・マハプラブ 

（チャイタニヤ） 3月 23日（水） 

スワーミー・ヨガーナンダ  

3月 27日（日） 

 

・協会の行事（3月～4月） 

※ほとんどの講話は日本語で行われま

す。 

 

3月 5日（土）  14:00〜16:00 

東京・インド大使館例会  

講義：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  
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※ID カード（免許証など写真つきの身

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  

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：協会新館アネックス   

※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：協会新館アネックス  

06:00  マンガラ・アラーティ、朗誦、

賛歌  

10:30  礼拝（プージャ）、アラーティ、

花奉献（プシュパンジャリ）  

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  

 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」  

※詳細は協会のウェブサイトの「特別

プログラム」をご覧ください。  

 

4月 2日（土） 14:00〜16:00  

東京・インド大使館例会   

講義：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  

※この日は大使館にて桜フェスティバ

ルが開催されるため、予約がないと入

場できません。 勉強会参加ご希望の方

は、Eメールに必要事項をご記入の上 

vedantaharmony@gmail.com 宛に送付し

てお申込みください。 

①お名前 ※漢字とローマ字 ②ご自

分のメールアドレス  

※3 月 5 日の講義に出席した方は登録

済みですのでお申込みは必要ありませ

ん。  

※ID カード（免許証など写真つきの身

分証）を必ずお持ちください。  

 

4月 3日（日）、10日（日）、17日（日）、

24日（日） 
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14:00〜15:30  

ハタ・ヨーガ・クラス 

場所：協会新館アネックス   

※体験レッスンもできます。  

お問い合わせ：080-6702-2308（羽成淳） 

 

4月 12日（火） 14:00〜16:30  

火曜勉強会 ※毎月第 2 火曜日に開催

を予定  

場所：協会本館   

お問い合わせ＆お申込み：

benkyo.nvk@gmail.com  

 

4月 10日（日） サットサンガ in大分  

お問い合わせ：0972-62-2338 じねん  

※詳細は協会のウェブサイトにて後日

お知らせします。  

 

4月 16日（土） 14:00〜 

ウパニシャッド スタディークラス   

講義：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  

※ID カード（免許証など写真つきの身

分証）を必ずお持ちください。  

 

4月 17日（日） 10:30〜16:30  

逗子例会  

場所：協会本館  

午前：講話  

午後：朗誦・輪読・講話  

 

4月 22日～24日 共同国際会議 2016  

in 大宮  

お問い合わせ：080-1180-8121田辺  

＊詳細

http://www.yogatherapy.jp/omiya201

6/  

 

4月 22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  

 

4月 29日（月） 5：00～20：00  

アカンダ・ジャパム 

場所：協会本館シュライン  

その他：食事を提供します 

連絡先：三田村

（vedanta.karmayoga@gmail.com）まで  

4 月 20 日までにご希望の時間帯（1 時

間単位で何時間でも）をご連絡下さい 

 

2016年 1月の逗子例会 

ホーリー・マザー サーラダー・デー

ヴィー生誕 164周年祝賀会 

 

1月 17日（日）、日本ヴェーダーンタ

協会は 1 月の逗子例会で、ホーリー・

マザー シュリー・サーラダー・デー

ヴィー生誕 164 周年祝賀会を行いまし

た。 

 

午前 6時、逗子協会本館のシュライン

でマンガラ・アラーティ（朝拝）が始

まり、近くに住む方や、祝賀会の準備

のために来訪し前日に協会やホーリ

ー・マザー・ハウス（女性用宿泊施設）
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に宿泊したボランティアの信者さんら

が出席しました。 

 

朝食が済むと、祝賀会会場の逗子協会

別館（アネックス）の 1 階では祭壇や

プージャ（儀式）用の台、プージャの

道具などが準備され、参加者用の椅子

数十席と AV機器が設置されました。ま

た、本館では供物のフルーツのカット

や盛り付けが行われました。 

 

午前 11 時頃、ホラ貝の音が響き渡る

中、儀式用の台上でスワーミー・メー

ダサーナンダ（マハーラージ）がプー

ジャを開始しました。 

その後、供物を奉献してアラーティを

行い、シャンティ泉田さんによるキー

ボードの伴奏で賛歌「カーンダナ・バ

ー ヴ ァ ・ バ ー ン ダ ナ （ Khandana 

Bhava–Bandhana）」と「サルヴァー・マ

ンガラ・マンガーリェ（Sarva Mangala 

Mangalye）」を全員で斉唱しました。 

 

次に、全員にプシュパンジャリ（花の

奉献）用の花が配られ、マハーラージ

が参加者の間を歩いてガンジス川の水

を少しずつ皆の上に振りかけました。

そして、ホーリー・マザーに捧げるプ

シュパンジャリのマントラをマハーラ

ージの先導で一斉に唱え、一人一人祭

壇に花を捧げました。 

 

その後、本館に移動して昼食のプラサ

ードをいただき、午後 2時 30分から再

びアネックスで午後のプログラムを行

いました。聖句詠唱、『ホーリー・マザ

ーの生涯』と『霊性の師たちの生涯』

の輪読、賛歌「アナンタ・ルピニ（Ananta 

Rupini）」の斉唱に続いて、マハーラー

ジが「ホーリー・マザー シュリー・

サーラダー・デーヴィー」をテーマに

講話を行いました。マザーの生涯から

私たち家住者が学ぶべき点は何か、日
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常の様々なストレスにどう対処すれば

よいか、など非常に具体的で分かりや

すいお話しでした。通訳は横田さつき

さんでした。 

 

次に、日本人の信者さん 3名の先導で、

シャンティさん作の日本語の賛歌を皆

で歌いました。シャンティさんがキー

ボードで、ダスさんがタブラで伴奏さ

れました。 

次に、インド人の信者さん 1名がアカ

ペラでインドの賛歌を歌われました。

そして、シュリー・デヴァルデブ・ジ

ャナさんが、アネックス一階の限られ

たスペースをいっぱいに使って力強く

美しいインドの古典舞踊を披露されま

した。素晴らしい踊りに、一同、感銘

を受けました。 

 

 

 

 

 
 

2016年 1月の逗子例会 

ホーリー・マザー サーラダー・デー

ヴィー生誕 164周年祝賀会 

「ホーリー・マザーが示された理想的

な生き方と教え」 

スワーミー・メーダサーナンダによる

講話 

 

ホーリー・マザー シュリー・サーラ

ダー・デーヴィーがシュリー・ラーマ

クリシュナの霊的な伴侶であったこと

はよく知られています。私たちは皆マ

ザーを尊敬していますが、それはシュ

リー・ラーマクリシュナの奥さんだか

らというだけではなく、マザーご自身

の霊性も非常に高いためです。マザー

とシュリー・ラーマクリシュナの夫婦

関係は純粋に霊的な関係であったので、

マザーは出産されたことはありません

が、マザーは万人の母となられました。

マザーはある時、自分は全人類の母で

あるだけでなくすべての動物の母でも

ある、と言われたことがあります。 
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シュリー・ラーマクリシュナが亡く

なられた後、マザーは多くの信者を霊

的に指導されました。また、新たに創

立されたラーマクリシュナ僧団の守護

聖人であられると同時に、思想を司る

頭脳、導き手でもあられました。さら

に、僧団の仕事と霊的実践の理想や手

法について出家の弟子や家住者の間に

混乱や疑いが生じた時には、マザーが 

「裁判所」であると皆考えており、そ

のような折には、マザーのご判断が最

終決定であるとして皆、マザーのご意

見を仰ぎました。 

 

理想的な家住者 

 

ホーリー・マザーの生涯や教えを学

ぶことに、どのような意義があるので

しょうか。それにはまず、霊的な観点

から見て、マザーが歴史上の一人物に

すぎないのか、今日でも手本として見

習う価値のある人物なのかを考えてみ

るとよいでしょう。 

 

ホーリー・マザーの生涯には様々な

面がありました。マザーは「理想的な

家住者」でした。私たちの大半は家住

者で僧侶などの出家者は比較的少ない

ことに鑑みると、「理想的な家住者にな

るためにマザーの生涯から学ぶべきこ

と」に興味がある人は多いのではない

でしょうか。すなわち、結婚生活を送

る、家族や親族、特に、その中でもよ

く問題を起こす者と関わり合い、愛し、

仕える、同時に心穏やかで平安に暮ら

す、という家住者の生活の中で、理想

的な生き方を実践するにはどうすれば

よいか、ということです。マザーの生

き方は、まさに理想的な家住者の手本

でした。「理想的」とは、執着すること

なく愛し、一生懸命に心を込めて毎日

の仕事を行うということです。私たち

は仕事でストレスを感じるものですが、

マザーの生涯を見てみると、どれ程多

くを求められてもマザーは常に平安と

喜びの中にあられました。 

 

執着のない愛 

 

大半の人は愛する気持ちの中に執着

もあるもので、執着から不満や落胆を

感じ、自由がなく束縛されている気持

ちが生じていき、苦しむことになりま

す。執着の結果苦しむのであれば、執

着しないで済むよう愛するのをやめる

べきなのでしょうか。実は、愛と執着

には明確な違いがあるのです。が、大

半の人にはその違いがよく分かりませ

ん。 

 

ある弟子がホーリー・マザーに「マ

ザーは私たちのことをどのように考え

ていらっしゃるのですか」と尋ねた時、

マザーはこう答えられました。「あなた

を自分の息子だと考えていますが、あ

なたの中にナーラーヤナ（神）がいら

っしゃるとも考えています」執着なく

愛するにはこのように考えればいいの
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です。息子は息子だと考え、夫は夫だ

と、妻は妻だと考えながら、同時に彼

らの中に神を見ましょう。私たちには、

肉体、心、感覚という一時的な面と、

魂という、神様がいらっしゃる永遠の

面があります。家族の一時的な面と永

遠の面を同時に見るというこの考え方

には矛盾する点はありませんし、こう

考えれば執着することなく愛すること

ができます。このような見方ができる

ようになるには実践が必要ですが、続

ければできるようになります。 

 

仕事は神様への捧げ物 

 

次の課題は、料理や洗濯、会社の仕事

など毎日くり返す同じ仕事を、どのよ

うに楽しく新たな気持ちでやっていけ

ばよいかです。多くの人は、このよう

な仕事は退屈で単調だから嫌だと考え

ます。しかし、ホーリー・マザーは、

毎日を新たな一日と考え、一生懸命に

生きられました。 

 

この場に主婦の方がたくさんいらっ

しゃいますが、皆さんの多くは家事を

「つまらないけれど、やらないわけに

はいかないからやっている」と思って

いるのではないでしょうか。また、会

社員の方も、仕事に行きたくないが仕

方なく行っている、と考えてはいませ

んか。誰もが似たような気持ちになっ

たことがあるでしょう。でも、仕事に

対する態度を変えれば仕事が大好きに

なるかもしれません。仕事をするのは、

神様に祈りを捧げお仕えしているのだ

と考えればよいのです。そして、仕事

を通じて、自分なりのやり方で人々の

お世話をしていると考えましょう。全

員が大統領や首相になることはできま

せんが、教師として、会社員として、

主婦として、自分なりに神様にお仕え

し国家に奉仕をしているのです。国を

支えているのは国家のリーダーだけで

なく、自分の役割を果たしている人全

員です。家族や会社に奉仕しているだ

けでは、単調でやる気が失われるかも

しれません。しかし、私たちは国に奉

仕しているのです。人類や神様に奉仕

しているのです。そう考えれば、どの

仕事に対してもやる気が生まれ、一生

懸命に行うことができます。 

 

ストレスを無くす 

 

3つ目に、私たちは皆ストレスを感じ

ます。性別、国籍、仕事の種類に関係

なく、ストレスは共通の問題で、心穏

やかに楽しく仕事をしようとする時、

最も大きな課題となります。 

 

これには、傍観者の態度を取るよう自

分に言い聞かせるのです。自分の今の

人間関係も義務も永遠ではなく、すべ

て過ぎ去っていくのだということです。

「これも過ぎ去る（This too shall 

pass）」という有名な言葉があります。

良い時も悪い時も、人間関係も仕事も、
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永遠に続く物はない、という意味です。

誰も彼も何もかも、いつかは今の状態

ではなくなり、過ぎていきます。この

ような見方をして意識するようにすれ

ば、どんな出来事も傍観者として見る

ことができ、執着がなくなり、心の平

安や喜びが増していきます。 

 

傍観者の態度とは、「私はそれと関わ

りがあるけれど、どっぷりそれに浸か

っているわけではない」ということで

す。言い換えると、船が水に浮かんで

いても、水は船の中にはないのです。

もし水が船の中に入ってしまうと、船

は沈みます。「これも過ぎ去る」、「それ

も消える」のだと覚えておきましょう。

愛、家族、人間関係、仕事、そして喜

びも、すべては消えます。心の求める

ままに、愛し、仕え、楽しい事、やり

たい事をやりましょう。でも、それら

もやがてはなくなるのだと忘れないで

下さい。 

 

理想的な在家の信者 

 

ホーリー・マザーは、在家の信者の理

想でもありました。どんなに忙しくて

も、霊性の修行を一日も怠ったことは

ありませんでした。在家の信者は日々

の霊的修行を行うことで平安を得るこ

とができます。「一日もやめない」こと

が大切です。一日でも休んでしまうと、

再開するのは難しいと思ってしまうか

もしれないからです。短時間でもいい

ですから、毎日霊的修行を実践するこ

とが望ましいのです。 

 

毎日霊的修行を実践すると、無限の存

在、永遠の存在、信者が神様と呼ぶ存

在につながります。私たちは、一時的

で非永遠で有限なものにばかり囲まれ

ていますが、霊的修行を行うことで、

そのようなものの只中にいても永遠で

無限の存在を見ることができるのです。

どのような形式であれ霊的な修行を行

うことで永遠の存在、無限の存在につ

ながり、バランスの取れた日常生活を

送ることができます。 

 

理想的な女性 

 

女性の人生の 2つの大きな面は、妻で

あることと母であることでしょう。ス

ワーミー・ヴィヴェーカーナンダがお

っしゃったのですが、西洋では女性の

妻としての面に重きを置きますが、イ

ンドでは女性の母たる面、母性の方が

重視されます。実際に分析してみると、

この 2 つには確かに大きな違いがある

ことが分かるでしょう。女性が結婚し
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ない場合、妻としての面はわかり得ま

せんが、母たる姿勢や態度を実践し母

性を育むことはあり得ます。ホーリ

ー・マザーはまさにそのような女性で、

子供はいませんでしたが、すべての人

の母だと見なされるようになりました。 

 

女性の地位向上、女性にもっと力を与

えるべき、という議論が今日多くあり

ますが、個人的には、女性は既に力の

ある存在だと思います。インドでは、

結婚の本来の、根本的な目的は、妻（シ

ャクティの化身）の力と助けを借りて

夫がマーヤーの網、マーヤーの檻を破

ることです。結婚はただ子供を作り家

族の世話をするだけではありません。

ホーリー・マザーは結婚にはもっと高

い目標があることを示してくださいま

した。女性に対して必要なことは力を

与えることではなく、自身が既に持っ

ている力に気付きその力を賢く使える

ようにしてあげることなのです。ホー

リー・マザーは、家族の世話をし、自

身の義務を果たし、その他多くのこと

を為す中でそれを示されました。 

 

このように、ホーリー・マザーの中に

は、母たる面と妻たる面が完璧なバラ

ンスで組み合わさった、理想的な家住

者、理想的な在家の信者、理想的な女

性が現れているのです。 

 

マハーラージ、第 19回日本統合医療学

会にて講演 

（佐藤美弥子さん寄稿、一部編集） 

 

2015 年 12 月 12、13 日の両日、山口

市民会館にて第 19回日本統合医療学会

が行われました。テーマは「Art & 

Science of Humanity－ヒトは Body、

Mind，Spirit の存在－」で、ヴェーダ

ーンダの教えがそのままテーマになっ

たようで、西洋医学がいかに進化しよ

うとも、魂の健康抜きにしては真の健

康の実現を望むことが出来ないことに

多くの医学関係者も気づき始めていま

す。 

 

マハーラージは緩和ケアにおける統

合医療というシンポジウムでの講演で、

サット、チット、アーナンダなど霊性

について話されました。また、「物質で

ある体、心、知性は時間や空間に縛ら

れているが、物質ではないスピリット

は永遠で無限なるものとして存在して

いる。これらのものをどう調和させて

いくかが健康と深く関係する」と言わ

れました。 

 

「内なる自分の良心はそのまま神の

声であり、その声に反することで罪悪
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感を覚え、矛盾を生じる。『内なる矛盾

症候群』は神経症（心身症）を発症す

ることになるであろう。真の健康を目

指して行くには常に内なる気づきを得

て、神様とつながっているという感覚

を持って生きていくように」人生の目

的は、肉体の健康だけではなく、霊的

なレベルまでの自己成長を目指してい

くことの大切さを伝えてくださいまし

た。 

 

講演の後、3人のスピーカーによる質

疑応答もあり、参加した方々は熱心に

耳を傾けていました。 

 

忘れられない物語 

 

息子よ、怖かったですか？ 

 

「ホーリー・マザーは私の頭と体を軽

くさすられた。マザーに触れられ、私

は、ゾクゾクする感覚と言葉で表せな

い喜びでハートが満たされていくのを

感じた。マザーは少しの間目を閉じで

座っていらっしゃり、それから私に尋

ねられた。『あなたは師に惹かれていま

すか』私がその通りですと答えた途端、

マザーはマントラを 3 回唱えられ、私

に復唱するようにおっしゃった。そし

て突然、横の壁を指さして『ほら、そ

こにあなたのイシュタがいらっしゃい

ます』とおっしゃった。すると、目が

くらむ程のまばゆい光がひらめいて壁

がぱっと明るくなり、像ではなく本物

の光り輝く女神が姿を現され、私を優

しく見つめられた。一瞬、言葉で言い

表すことのできない何かが起きたよう

だった。私は完全に我を失い呆然とし

た。ほんの数秒の出来事だった。少し

してマザーは私に優しく尋ねられた。

『息子よ、怖かったですか？』私は頭

を垂れて黙って座ったまま、答えるこ

とができなかった」 

 

「それからマザーは私の右手を取る

と、私の手のひらの、ジャパに関係す

る所にくまなく触れながら、ジャパの

やり方を教えてくださった。マザーは

私に話していらっしゃるのだが、どう

いうわけか私はいつもの私ではなかっ

た。私の指の、ジャパに必要な部位に

触れ、マントラを唱えながら繰り返し

ジャパのやり方を見せくださった。そ

して、マザーの後についてマントラを

唱えるよう私に言われた。私はその通

りにした」 

 

「最後に、師の写真を私に見せられて

おっしゃった。『師にプラナームをなさ

い。師だけがあなたのグルなのですよ。
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今生でも来世でも、師はあなたのすべ

てです。師は、すべての神々、すべて

の女神らの本質なのですよ』」 

 

私は師にプラナームをし、次にマザー

にもプラナームをした。それからマザ

ーは、マントラを何回唱えれば良いの

か指示をくださり、瞑想についても助

言してくださった。その時私は、マザ

ーが本当は誰なのか、マザーの真の性

質が何なのか、まったく分かっていな

かったし、今なお分からない。しかし、

マザーは意のままに神の御姿をお示し

になる力をお持ちなのだ、とその時私

は気付いた。 

（『Reminiscences of Sri Sarada Devi』

の Swami Apurvananda（スワーミー・ア

プルヴァーナンダ）の記述より） 

 

今月の思想 

 

母性は、すべての愛が始まり、終わる

ところである。 

（ロバート・ブラウニング） 
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