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2016年 3月 第 14巻第 3号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「何物によっても破壊することのでき

ない真の『私』がいて、感覚によって

知覚され、常に移り変わっては消えて

いく『私』がいる」 

（スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ） 

 

「ブラフマンが唯一の真理で、世界は

幻であり、ブラフマンと個々の自己に

は究極的にまったく違いはない」 

（シュリー・シャンカラ） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016年 4月の予定 

・2016 年 2 月の逗子例会で、第 154 回

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ生

誕祝賀会を開催 

・2016 年 2 月の逗子例会 第 154 回ス

ワーミー・ヴィヴェーカーナンダ生誕

祝賀会「スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダのメッセージ」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 

 

4月の予定 

 

・生誕日 

 

Ramavami  Friday, April 15 

 

・協会の行事 

 

※ほとんどの講話は日本語で行われま

す。 

 

4月 3日（日）、10日（日）、17日（日）、

24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） 

 

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  
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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  

 

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（dd94dd94@nifty.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 

 

5月の予定 

 

5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：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） 

 

5月 10日（火）14:00〜16:30  

火曜勉強会 

場所：協会本館   

お問い合わせ＆お申込み：

benkyo.nvk@gmail.com  

 

5月 15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  

 

5 月 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 

 

5月 28日（土）大阪勉強会  

詳細はこちらをご覧ください

http://vedanta.main.jp/kansai-osak

a.html 
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2016年 2月の逗子例会で、第 154回ス

ワーミー・ヴィヴェーカーナンダ生誕

祝賀会を開催 

 

2月 21日（日）、日本ヴェーダーンタ

協会では逗子例会にて第 154 回スワー

ミー・ヴィヴェーカーナンダ（スワー

ミージー）生誕祝賀会を行いました。 

 

午前 5時、逗子本部本館のシュライン

（聖所）には、協会に前泊された方や

当日早朝に車で来られた方などが集ま

り始めました。午前 6 時、シュライン

に明かりが灯り、スワーミー・メーダ

サーナンダジー（マハーラージ）がマ

ンガラ・アラーティ（朝拝）を開始ま

した。聖句詠唱、賛歌朗唱の後、参加

者は 1時間程瞑想し、午前 7時 45分か

ら朝食をいただきました。マハーラー

ジは朝食を取りながら、生誕祭の準備

作業の割り振りについて最終確認を行

いました。 

 

朝食が終わると、準備が一つ一つ進め

られていきました。逗子本部別館（ア

ネックス）では、祭壇の設置、礼拝用

の台の準備、音響・映像機器のテスト

が行われ、参加者用の椅子が次々と並

べられていきました。また、祭壇には

大小色とりどりの花が美しく飾られ、

祭壇上のシュリー・ラーマクリシュナ、

ホーリー・マザー シュリー・サーラ

ダー・デーヴィー、スワーミー・ヴィ

ヴェーカーナンダの御写真にはガーラ

ンド（花輪）が掛けられました。また、

プシュパンジャリ（花の奉献）のため

に小さな花のつぼみと葉が同数、トレ

イに用意されました。本館で料理され

て丁寧に盛り付けられた食べ物が祭壇

に捧げられました。 

 

午前 11 時頃、ホラ貝の音が響き渡り

プージャ（礼拝）が始まりました。マ

ハーラージは礼拝用の台上に上がると、

プージャのマントラを唱えながら様々

な祭具を使い 1 時間程の礼拝を厳かに

執り行いました。 

 

 

続いて、マハーラージは台から降りる

と五大要素を象徴する祭具を使ってア

ラーティを行いました。 
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参加者は、シャンティ泉田さんのリー

ドで賛歌「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）」を斉

唱しました。 

 

次に、奉献用の花のつぼみと葉が参加

者に配られ、マハーラージが参加者の

間を歩きながら参加者の頭上にガンジ

ス川の水を少しずつ振りかけて聖別し

ました。そして、マハーラージの先導

で、初めにプシュパンジャリのマント

ラを少しずつ区切りながら皆で詠唱し

てスワーミージーに捧げ、プラーナ（肉

体に生命を与える活力）のマントラを

唱えた後、数人ずつ祭壇に花と葉を奉

献し祈りを捧げました。 

 

約 45 名が参加した午前のプログラム

が終了し、本館に移動して皆で昼食の

プラサードをいただきました。今回も

昼食は、ソフィヤ・ハズラーさんを始

めとするボランティアの方々がご準備

くださいました。 

 

午後 2 時 45 分頃から午後のプログラ

ムが再びアネックスで行われました。

初めに皆で「オームサハナー ヴァヴ

ァトゥー」のマントラを唱えました。 

 
オーム サハナー ヴァヴァトゥー 

サハノー ブナクトゥー 

サーハ ヴィーリャン カラヴァヴァ

ハイ 

テージャスヴィ ナーヴァディー タ

マストゥ 
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マー ヴィッヴィシャヴァハイー 

オーム シャーンティ シャーンティ 

シャーンティヒ 

Oṁ Saha nāu avatu  

Saha nau bhunaktu 

Saha vīryam karavāvahai 

Tejasvi nāu adhītam astu 

Mā vidviṣāvahai 

Oṁ Shāntiḥ, Shāntiḥ, Shāntiḥi 

 

（意味） 

ブラフマンが私たち（教師と弟子）の

両方を導いてくださいますように。 

「主」が私たち双方を養ってください

ますように。 

私たちが豊かな活力をもって、共に働

きますように。 

私たちの学習がたくましく実り多いも

のでありますように。 

愛と調和が私たちの間に宿るように、

どうか私たちを見守りください。 

オーム。平安あれ、平安あれ、平安あ

れ。 

 

オーム シャム ノー ミットラーハ 

シャム ヴァルナハー 

シャム ノー バヴァットヮリャマ 

シャム ナー インドローブリハスパ

ティヒー 

シャム ノー ヴィシュヌールルック

ラマハー 

ナモー ブラフマネー 

ナマステー ヴァーヨー 

トヮメーヴァ プラッティャクシャム 

ブラフマースィー 

トヮーメーヴァ プラッティャクシャ

ム ブラフマー ヴァディッシュワー

ミー 

リタン ヴァディッシュワーミー 

サッティャン ヴァディッシュワーミ

ー 

タヌマーマヴァトゥー 

タドヴァクターラムアヴァトゥー 

アヴァトゥー マーム 

アヴァトゥー ヴァクターラムー 

オーム シャーンティ シャーンティ 

シャーンティヒ 

Om! Śaṃ no mitraḥ śaṃ varuṇaḥ  

śaṃ no bhavatvaryamā  

śaṃ na indro brihaspatiḥ  

śaṃ no viṣṇururukramaḥ  

namo brahmaṇe  

namaste vāyo  

tvameva pratyakṣaṃ bhrahmāsi  

tvāmeva pratyakṣam brahma vadiṣyāmi  

taṃ vadiṣyāmi  

satyaṃ vadiṣyāmi  

tanmāmavatu  

tadvaktāramavatu  

avatu mām  

avatu vaktāram  

om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ  

 

（意味） 

昼を司る神様が 

私たちに慈悲深くあられますように。 

夜を司る神様が 

私たちに慈悲深くあられますように。 
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力と知恵の神々が 

私たちに慈悲深くあられますように。 

一切所に遍在したもう「主」が 

私たちに慈悲深くあられますように。 

ブラフマンを崇拝します。 

「あなた」を、活動の支配者を 

崇拝します。 

「あなた」はまさに 

目に見えるブラフマンです。 

まことに私は「あなた」を目に見える

ブラフマンであられると断言します。 

正しいことを、私は話します。 

真実を、私は話します。 

ブラフマンが私を 

お守りくださいますように。 

ブラフマンが師を 

お守りくださいますように。 

「主」が私を 

お守りくださいますように。 

「主」が師を 

お守りくださいますように。 

オーム。 

平安あれ、平安あれ、平安あれ。 

 

オーム プールナマダ プールナミダ

ム プールナット プールナムダッチ

ャテー 

プールナッシャ プールナマーダーヤ 

プールナメーヴァヴァシッシャテー 

オーム シャーンティ シャーンティ 

シャーンティヒ 

Om! pūrṇamadaḥ pūrṇamidam pūrṇāt 

pūrṇamudacyate 

pūrṇasya pūrṇamādāya 

pūrṇamevāvaśiṣyate 

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ 

 

（意味） 

目に見えないものすべてはま 

に、無限のブラフマンです。 

目に見えるものすべてもまた、 

無限のブラフマンです。 

全宇宙は無限のブラフマンから現れま

した。 

全宇宙はそれから現れたのであるけれ

ど、ブラフマンは無限です。 

オーム。 

平安あれ、平安あれ、平安あれ。 

 

続いて、スワーミージーの教えを日本

語と英語で編纂した協会出版の小冊子

『立ち上がれ、目覚めよ』から、「力と

信仰」の章の数節を両言語で輪読しま

した。 

 

そして、マハーラージは、スワーミー

ジーに関するいくつかのコメントを日

本語で解説した後、ハルモニウムを演

奏しながら参加者と一緒に「ムール

タ・マヘーシュワラ Murta Maheshwara」

（シャラト・チャンドラ・チャクラヴ

ァティ作）を歌いました。 

 

ムールタ マヘーシュワラ ムージュ

ワラ バーシュカラム 

イーシュタ ママラナラ ヴァーンデ

ィヤーム 

ヴァンデ ヴェーダタヌ ムージタガ
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ーリタ 

カーンチャナ カーミニ バーンダー

ム 

mūrta-maheśvaram ujjvala-bhāskaram 

iṣṭam amara-nara-vandyam  

vande veda-tanum ujjhita-garhita- 

kāñcana-kāminī-bandham 

 

コーティ バーヌカラ ディープタ 

シームハマホ 

カティタタ コウピナ ヴァンターム 

アビラビ フンカラ ナーディタ デ

ィーンムカ 

プラチャーンダ タンダヴァ ヌリー

ティャーム 

koṭi-bhānukara-dīpta-siṁham aho 

kaṭi-taṭa-kaupina-vantam  

abhīr-abhīr-huṅkāra-nādita-diṅmukh

a- 

pracaṇḍa-tāṇḍava-nṛtyam 

 

ブークティ ムークティ クリパ カ

タークシャ プレークシャナ 

マガ ダラ ヴィダラナ ダークシャ

ーム 

バーラ チャンドラハラ ミーンドゥ 

ヴァーンダャミハ 

ナウミ グル ヴィヴェーカーナンダ 

bhukti-mukti-kṛpā-kaṭākṣa-prekṣaṇam 

agha-dala-vidalana-dakṣam  

bāla-candra-dharam indu-vandyam iha 

naumi guru-vivekānandam 

 

（意味） 

かのグル、ヴィヴェーカーナンダの前

に、私はひれ伏します、 

彼は主シヴァの化身であられ、太陽の

ように光かがやき、 

不死なる者たちからも、死すべき者た

ちからも 

愛され敬われていらっしゃる。 

彼はヴェ－ダの権化であられ、女と金

を放棄なさった。 

 

ライオンであられる御方、無数の太陽

のように光かがやき 

虎の腰布をまとい、その「宇宙の踊り」

は、 

「おそれるな」、「おそれるな」、 

というラッパの響きと共に、世界のす

みずみにまで響きわたった。 

 

その慈悲に満ちたまなざしは、外のし

あわせ（信仰）と 

内なる喜び（解脱）を約束した。 

無数の悪の群れをやすやすと踏みつけ

た御方。 

三日月をおびたまぎれもないシヴァで

あられ、 

インドゥからの礼拝を受けておいでに

なる御方。 

 

次に、インド人のご夫婦がインドの賛

歌を歌われ、奥様がソロでもう一曲披

露されました。そして、マハーラージ

が「スワーミー・ヴィヴェーカーナン

ダ」をテーマに講話を行いました（講

話は本ニュースレターに掲載）。 
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講話の後、バングラデシュのご家族が、

お母さんはハルモニウム、お父さんは

タブラ、息子さんは歌、幼いお嬢さん

はベルとそれぞれにパートを務めて伝

統的な賛歌を披露されました。そして、

シャンティ泉田さんと 3 人の日本人信

者さんがシャンティさんのキーボード

伴奏で日本語の賛歌を歌われました。

最後に、ロニー・ハーシュさんが、1970

年代の米国ハリウッドの男声聖歌隊の

歌（ラビンドラ・ダンクスさん作）や

自作の賛歌など数曲を披露されました。 

 

最後にマハーラージが参加者全員に

お礼の言葉を述べ、本館に場所を移し

て皆で茶菓をいただきました。一部の

参加者は本館シュラインで午後 6 時 15

分から行われた夕拝にも参加されまし

た。充実した一日となりました。 

 

祝賀会の準備は今回も、信者さんやご

友人の方々がボランティアとして前日

や当日早朝から集まってお手伝いくだ

さいました。心より御礼申し上げます。 

 

 

 

 

2016年 2月の逗子例会 

第 154 回スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダ生誕祝賀会 

「スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

のメッセージ」 

スワーミー・メーダサーナンダによる

講話 
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スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

（スワーミージー）という人物は氷山

のようです。先端は見えるけれど、大

部分は水の中に隠れていて見えません。

スワーミージーの人格のうち目に見え

る部分は議論や分析のテーマにもなっ

ていますが、目に見えない部分がどの

ようであるかは全く見当がつきません。

本当のスワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダがどのような人物なのかは、もう

一人のスワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダにしか分からない、と言う人もい

ます。いずれにしても、スワーミージ

ーの人格のうち私たちが知っている部

分がいかに少ないかを知ろうとしても、

あまり意味はありません。 

 

スワーミージーに関して重要な点は、

人にインスピレーションを与える大き

な力があるということです。インド人

の間ではもちろんのこと、インド以外

の国の人々にとってもこれは明らかで

す。たとえばこの日本で、私は若い人

から「スワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダは私のヒーローです」と打ち明け

られたことが何度かあります。これに

は大変驚きました。こうした若者らは

私たちやヴェーダーンタ協会のことを

知っていたわけではないのですが、そ

れでもスワーミージーを自分の「ヒー

ロー」だと思っているのです。スワー

ミージーのメッセージは宗教や国、人

種などの壁を越え、様々な国や宗教の

人々にとってインスピレーションの源

となっているのです。 

 

スワーミージーの呼びかけは、私たち

の内なる霊、魂に対するものであり、

霊から霊の、魂から魂への呼び声でし

た。そして、僧侶の口から出てくると

は思えないような言葉を数多く残され

ました。たとえば、普通、有神論者と

は神を信じる人であり無神論者とは神

を信じない人のことを指します。しか

し、スワーミージーは全く逆のことを

おっしゃいました。真の有神論者とは

自分自身を信じる人であり、神を信じ

ていても自分を信じていない人は無神

論者であるとおっしゃったのです。ま

た、たいていの僧侶は寺院に祀られて

いる神様や天国の神様を礼拝するよう

言ったものですが、スワーミージーは、

世界中の虐げられた人々、貧しい人々、

搾取されている人々が自分の神様であ

るとおっしゃいました。このような言

葉から、スワーミージーが普通のお坊

さんとはどれ程違うかが分かりますね。 

 

また、お坊さんや司祭の中には、私た

ちは今生では霊的修行をしたり苦しん

だりしなければならないが天国に行け

ば報われる、と説く人がいます。一方、

スワーミージーはよくこうおっしゃい

ました。「今生で苦しい思いをさせ来世

での幸福を約束する神など私は信じな

い」これはもちろん、スワーミージー

が神様を信じていらっしゃらないとか
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霊的修行や苦行は正しくないと思って

いらっしゃるというのではありません。

今生を私たちが頑張って生きれば、神

様は今生で私たちの努力を支えてくだ

さるという意味です。 

 

スワーミージーのインスピレーショ

ンにどれ程大きな力があったかをお話

ししましたが、実際、スワーミージー

に勇気づけられたという人は何百万人

もいます。亡くなられて百年以上が経

った今でも、私を含め、多くの人々の

魂を鼓舞し続けています。そのような

人の例をいくつか挙げてみましょう。 

 

あるインド人の女性が、事故で片足を

失ったにもかかわらず世界の最高峰エ

ベレストに登頂しました。一見不可能

とも思えるこの偉業はどのように達成

されたのでしょうか。一緒に登ってい

たシェルパのガイドが見たところによ

ると、女性は登山中に時々立ち止まり、

ポケットから小さな本を取り出して少

し読むと本をポケットに戻し、再び登

り始める、というのを続けたそうです。

この行動にこのシェルパは少々苛立ち

を覚えました。こんなことをしている

からスケジュールが遅れるんだと感じ

たのです。更に、上に行く程天候が悪

くなっていきました。やっと頂上に着

いた時、女性は小さな祭壇をこしらえ

てシュリー・ラーマクリシュナとホー

リー・マザー、スワーミージーの御三

方の御写真、インドの国旗、それにス

ポンサーである有名企業のタタの旗を

飾りました。 

 

この女性が登山中に読んでいた本は、

スワーミージーのメッセージを集めた

本でした。後に女性は、インタビュー

を受けてスワーミージーのどのような

所に特に惹かれるかと尋ねられた時、

こう答えました。「ヴィヴェーカーナン

ダは類い稀な人です。そのすべてが、

普通の人とはかけ離れています。あの

ように勇敢で英雄的な人物はめったに

いません。私がエベレストに登るには、

彼のような精神が必要だったのです」

片足を失って義足でエベレストに登っ

たこの女性に、どれ程強い精神力があ

ったか考えてみてください。「あの精神

とは何でしょうか」と尋ねられて女性

は答えました。「やり遂げる力、あきら

めない力です」 

 

私たちの多くは偉大になりたいと考

えます。若い頃は夢があります。素晴

らしいことをしたい、偉大な人間にな

りたい、と多少なりとも夢見るもので

すが、年を経るにつれ、自分は普通の

人で終わるのだろう思うようになりま

す。しかし、偉大な人間になりたいと

思って本当にそうなる人も、ごくわず

かですがいます。この違いはどこにあ

るのでしょうか。皆さん、どう思いま

すか。 

 

（「偉大な人は、成功するまであきら
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めない人です」と、女性が答えました） 

 

そうです、その通りです。違いは、決

してあきらめない不屈の精神を持って

いることです！ 

 

たいていの人は、何かうまく行かなか

ったり障害にぶつかったりすると、す

ぐにあきらめて他のことをやりたくな

ります。そして他のことをやってみて、

またうまく行かなかったり思っていた

程面白くなかったりすると、またあき

らめます。私たちは最後までやり続け

なければなりません。「倒れても最後ま

でやり抜くぞ」という精神が欠けてい

るのです。偉大な人物になる人はあき

らめません。先ほどの、エベレスト登

頂に成功した女性アルニマ・シンハさ

んの例からもよく分かりますね。困難

な状況の中、死の危険に直面しながら

も、あきらめずにエベレストを征服し

たのです。 

 

私たちの多くは、理想を語るだけで実

際には何もしないものです。社会の平

等や慈善活動、悟りのためのヨーガな

どについて語り理想を口にしますが、

結局は口先ばかりで、目標に到達する

途中に待ち受ける困難に立ち向かう心

の準備はないのです。ほとんど前には

進みません。シンハさんはスワーミー

ジーの比類ない人格について、更にこ

う言いました。「スワーミージーは花の

ように優しく愛のあふれた人でもあり

ます。このような性質を持ち合わせた

人が他にいるでしょうか」 

 

数年前の 1 月 12 日、インドの有名な

新聞タイムズ・オブ・インディア（The 

Times of India）に「Vivekananda: My 

teen icon wore saffron（ヴィヴェー

カーナンダ：十代の僕の憧れの人はサ

フラン色の服（僧衣の意）を着ていた）」

という記事が掲載されました。ナレン

はスワーミージーが出家される前の俗

名で、この日は西暦でスワーミージー

の誕生日に当たる日でした。60 代と思

われる著者は記事の中で、16 才の時に

スワーミージーのメッセージを集めた

本をたまたま手に入れ、以来繰り返し

読み続けて今なおインスピレーション

を得ていると言っています。少し引用

してみます。「私は、高校 3年生のある

日、ヴィヴェーカーナンダの思想に出

会い、以来その思想が頭から離れない」

そして、スワーミージーの教えをすべ

て実践することはできなかったけれど、

人生の様々な場面で導きやインスピレ

ーションをもらった、と言っています。

善悪とは何か、道徳と不道徳とは、自

分のやるべき義務とは、などの疑問に

対する答えを見つけることができたそ

うです。また、最大の罪とは何かを学

んだそうです。最大の罪は嘘をつくこ

とだとか、盗みだとかも言われますが、

スワーミージーは、「恐れることが最大

の罪」とおっしゃいました。 
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普通とは全く違う、何と深い見解でし

ょう。「恐れることが最大の罪」という

ことについて瞑想してみれば、多くの

気付きと光を得られることでしょう。

スワーミージーは、「われわれの犯すあ

らゆる罪の源は恐怖心である」とおっ

しゃいました。また、悪事を働くなら、

英雄然として行え、ともおっしゃいま

した。盗むのなら、最高の泥棒になっ

て名を馳せるのです。私たちの多くは、

家族のことや社会的地位を失うことを

恐れると道徳心が芽生えてきて、悪い

ことをしたら見つかるかもしれないと

怖くなります。言い換えると、道徳的

であろうとするのは恐怖心があるから

なのです。しかし、恐れの気持ちにプ

レッシャーを感じてあれはする、これ

はしない、では、真に道徳的な人間に

はなれません。著者はこう続けます。

「それ以来、恐れるという罪は犯さな

いぞと心掛けている」 

 

著者は更に、大志を抱く人は多くない

と言い、偉大な人物になりたいと思っ

て成功する人もいるが大半の人は失敗

に終わるし、そもそも大部分の人は大

志を抱くことさえしないと書いていま

す。スワーミージーのメッセージは、

「クラゲのような人生を送るよりも私

は千回死ぬ方がよい」です。 

 

そして著者はこう続けます。「ひどく

落ち込んでいて誰に助けを求めればい

いのだろうと思った時には、スワーミ

ージーの言葉を思い出したものだった。

『人間の助けなど私は足で蹴って突っ

ぱねてやる。山野を越え、砂漠や森を

抜け、常に私と一緒にいてくださった

御方は、きっとこれからも一緒にいて

くださる』」スワーミージーが言われて

いるのは、いつも自分と一緒にいてく

ださったのは神様で、助けてくださる

のは神様だけだということです。助け

を求めるなら、神様にお願いしましょ

う。人間に求めれば、落胆に終わる可

能性があります。友は私たちを見捨て

るかもしれませんが、神様は決して見

捨てません。ただし、忍耐強く待ち、

これが神様の助けなのだと理解する知

恵を持つ必要があります。 

 

著者は、批判されたり責められたりし

てどう対応しようかと考えた時には、

スワーミージーのこの言葉を思い出し

たと言っています。「沈黙で通すこと、

これが私を批判する者たちへの答えだ

と友に伝えてくれ。もしやり返したら、

自分を彼らのレベルに貶めることにな

る」これを実践するには非常に大きな

精神力が必要でしょう。私たちは普通、

自分がされたことと同じ反応をするも

のです。辛辣なことを言われれば、辛

辣なことを言い返します。しかし、ス

ワーミージーのやり方は沈黙を通すの

です。それは、真実は、誰の手も借り

ずとも最後に勝つからです。 

 

更に著者は、理想の良い人生を送ろう



 13 

と努力したものの富も名声も得られず、

自分の人生は生きる価値があるのかと

思い始めた時、スワーミージーのメッ

セージから答えが見つかったと書いて

います。「スワーミージーは、待てとお

っしゃった。『待て、金があっても価値

はない、名声にも学識にも価値はない。

愛こそが報われるのだ。立ちはだかる

困難の固い壁を突き抜けて進むのは人

格だ。世界の歴史に、金持ちが成し遂

げた偉業はあるか。偉業を成し遂げる

のは常にハートと頭脳であり、財布で

はないのだ』」 

 

スワーミージーはこうもおっしゃい

ました。「人生で私が見たのはこれだ―

―自身のことに用心しすぎる人は一歩

進むごとに危険に陥る。名誉や尊敬を

失うことを恐れる人は恥ばかりかく。

負けることを恐れてばかりいる人はい

つも負ける」このように、著者の生涯

を通じて、スワーミージーのメッセー

ジがインスピレーションや光、導きを

与えたのです。 

 

スワーミージーのメッセージは数多

くありますが、私が思うに、最も重要

なものは「すべての力は我々の内にあ

る」でしょう。私たちはその力を現さ

ねばなりません。私たちの望むものが、

平和、喜び、強さ、叡智など何であれ、

その源は私たちの内にあるのです。普

通の人は、知識、力、喜びを外に求め

ます。が、スワーミージーのアドバイ

スは「内に求めよ」でした。なぜなら、

これらの永続する源、私たちの魂の真

の性質は、絶対の存在、絶対の知識、

絶対の力、絶対の自由、絶対の至福だ

からです。 

 

 ヴェーダーンタ協会やラーマクリ

シュナ・ミッションの目的は、自分の

真の性質であるアートマンを悟りアー

トマンにつながる手助けをすることで

す。その理由は、そうすることで私た

ちが知識、真の幸福の至福、人生にと

って重要なことをすべて得るからです。

このために私たちは、カルマ・ヨーガ、

ギャーナ・ヨーガ、ラージャ・ヨーガ、

バクティ・ヨーガの中から一つの道、

または複数の道を選んで実践すること

ができます。そして、内なる力と至福

と幸福を見出すのです。これが、スワ

ーミージーから全人類への、永遠で最

も重要なメッセージなのです。 

 

ありがとうございました。 

 

忘れられない物語 

 

この国で一番神聖な人 

 

冷酷な皇帝アウラングゼーブは、ヒン

ドゥー教徒をイスラム教徒に改宗させ

るためにあらゆることをした。初めに、

カシミール地方のブラーミンらを改宗

させようとした。このブラーミンらが

改宗すれば残りの者は皆従うだろうと
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思われており、賄賂で簡単に言いくる

められるだろうと言われていた。また、

周囲にイスラム教国がいくつもあった

ので、最後には力尽くで従わせること

も可能だった。 

 

この間に、カシミールのブラーミンら

は、カリ・ユガの最後の時代である今

はグル・ナナクが霊的な王で自由に信

仰する権利を守ってくれる、というビ

ジョンを得た。グル・ナナクの 9 代目

の子孫 グル・テグ・バハドゥールは、

アナンドプールに住んでいた。そこで、

ブラーミンらはグル・テグ・バハドゥ

ールの所に行って保護を求めることに

した。旅路は困難を極めたが、ブラー

ミンらは王宮にたどり着き、辛い状況

に置かれていることをグル・テグ・バ

ハドゥールに話した。「あなた様の御名

は、苦しむ者たちに慰めを与える力が

あります。あなた様の人生の目的は宗

教を守ることです。どうか信仰を守れ

るよう御力をお貸しください」 

 

グル・テグ・バハドゥールは、黙った

ままブラーミンらの言葉を聞いていた。

その場に幼い息子のゴビンド・ライが

入ってきて、父親が黙ってじっと座っ

ているのを見ると、そばに寄ってきた。

グル・テグ・バハドゥールは何も言わ

ず、ただ息子を優しく抱きしめた。ゴ

ビンド・ライは言った。「お父さんはと

っても静かだね。どうしたの」 

 

グル・テグ・バハドゥールは慈悲深い

眼差しで息子を見つめ、言った。「カシ

ミールのブラーミンの人たちが国で一

番神聖な人を探しに来たんだよ。もし

その人が、この人たちの信仰を守るた

めに命を捧げたら、この人たちは皇帝

のひどい仕打ちから自由になれるん

だ」 

 

息子は父親を見つめた。「この国で一

番神聖な人はお父さんだ」 

 

グル・テグ・バハドゥールは息子のこ

の言葉を聞き、これから起こるすべて

のことを予見した。カシミールのブラ

ーミンらに、デリーに行って、皇帝に

次のように持ちかけるように言った。

「シク教の 9 代目のグルであるグル・

テグ・バハドゥールは、偉大なるグル・

ナナクの王座に就いている。初めにグ

ル・テグ・バハドゥールをイスラム教

徒にすれば、私たちもすべての民もそ

れに従う」かくして、グル・テグ・バ

ハドゥールの殉教に至る様々な出来事

が始まった。 

 

皇帝はグル・テグ・バハドゥールに改

宗を迫り、遂にグル・テグ・バハドゥ

ールは斬首されることになった。斬首

の直前、グル・テグ・バハドゥールは

首に掛けた紐に小さな紙切れを結びつ

けた。すべてを見通しているかのよう

な表情を浮かべて、グル・テグ・バハ

ドゥールは、自分の最期を見届けに集
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まった人々に、皆が待ちわびていた奇

蹟を今から起こして見せよう、と告げ

た。見守る人々は、首に掛けた紐には

きっと魔法の力があって、死刑執行人

は首を切り落とせなくなるのだろうと

思った。次の瞬間、高々と持ち上げら

れた斧が振り下ろされ、グル・テグ・

バハドゥールの首がはねられた。首の

紐に結ばれた紙切れには、こう書いて

あった。「私の首はくれてやるが、私の

信仰は捧げない」 

（シク教の言い伝えより） 

 

今月の思想 

 

「内なる声は神の声である 

この声を聞くには、人混みの中であっ

ても一人にならねばならない」 

（A.R.ラフマーン） 

 

発行：日本ヴェーダーンタ協会 

249-0001 神奈川県逗子市久木 4-18-1 

Tel: 046-873-0428  

Fax: 046-873-0592 

Website: http://www.vedanta.jp 

Email: info@vedanta.jp 


