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2016年 4月 第 14巻第 4号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「神様は至る所にいらっしゃるが、人

間の中に最も現れている。だから、人

を神様だと考えてお世話しなさい。そ

れは神様を礼拝するのと同じくらいよ

いことだ」 

（シュリー・ラーマクリシュナ） 

 

「『あなたの神である主（しゅ）を拝み、

ただ主に仕えよ』」 

（日本聖書協会『新共同訳 新約聖書』 

ルカによる福音書 4 章 8 節） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016 年 5 月～6 月の予定 

・2016 年 3 月の逗子例会にて第 181 回 

シュリー・ラーマクリシュナ生誕祝賀

会を開催 

・「ラーマクリシュナは死んでしまった

のか」スワーミー・メーダサーナンダ

による講話 

・熊本地震義援金 ご協力のお願い 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

5～6月の予定 

 

・5 月の生誕日 

 

シュリー・シャンカラチャーリヤ  

5 月 11 日（水） 

シュリー・ブッダ（釈迦）  

5 月 21 日（土） 

 

・5 月～6 月の協会の行事 

※ほとんどの講話は日本語で行われま

す。 

 

5 月 7 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 

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。  

 

5 月 1 日（日）、8 日（日）、15 日（日）、

22 日（日）、29 日（日） 14:00〜15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス 
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場所：逗子協会 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） 

※予定は変更されることもありますの

で事前にお問い合わせください。  

  

5 月 15 日（日） 10:30〜16:30 

逗子定例会 

場所：逗子協会 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

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） 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  http://vedanta.main.jp/ 

をご覧ください。 

 

6 月 4 日（土） 14:00〜16:30 

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（免許証など写真つきの身

分証）を必ずお持ちください。  

 

6 月 5 日（日）、12 日（日）、19 日（日）、

26 日（日） 14:00〜15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス 

場所：逗子協会 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） 

 

6 月 11 日（土） 

サットサンガ in 名古屋  

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428  

 

6 月 12 日（日） 

サットサンガ in 多治見 

お問い合わせ：上野 090-6363-8558 

 

6 月 14 日（火） 14:00〜16:30 

火曜福音勉強会 

場所：逗子協会 

※変更もありますので当日 HPで確認し

てください 

ラーマクリシュナの福音解説と、夕拝

曲「カンダナ」の解説 

お問い合わせ：benkyo.nvk@gmail.com 

 

6 月 18 日（土） 14:00〜16:30 

ウパニシャッド スタディークラス 

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 

※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。 

 

6 月 19 日（日） 10:30〜16:30 

ブッダ生誕祝賀会 

場所：逗子協会 本館 

午前：講話 
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午後：朗誦・輪読・講話 

   

6 月 24 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 

   

6 月 25 日（土） 14:00〜16:30 

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 

※7 月 2 日がお休みになるので、その分

の振替です。 

 

※7月 1日～8日はマハーラージは訪印

のため不在です。 

 

2016年 3月の逗子例会にて第 181回 

シュリー・ラーマクリシュナ生誕祝賀

会を開催 

 

3 月 20 日（日）、日本ヴェーダーンタ

協会では逗子例会にて第 181 回シュリ

ー・ラーマクリシュナ生誕祝賀会を行

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）を開始し

ました。参加者はマハーラージの先導

で聖句を詠唱し、『バガヴァッド・ギー

ター』を輪読した後、賛歌を歌いまし

た。その後、マハーラージは生誕祭の

準備作業の割り振りの最終確認を行い

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
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ハーラージは礼拝用の台上に上がり、

プージャのマントラを唱えながら、台

上に並べられた様々な祭具を使って 1

時間程の礼拝を厳かに執り行いました。

マントラに合わせてマハーラージが時

折ベルを鳴らすと、礼拝を見守る信者

さんがそれに合わせてほら貝を吹き鳴

らしました。 

 

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。参加者は、シ

ャンティ泉田さんのシンセサイザーの

伴奏とリードで、スワーミー・ヴィヴ

ェーカーナンダ（スワーミージー）が

シュリー・ラーマクリシュナに捧げた

賛歌「カーンダナ・バーヴァ・バーン

ダナ（Khandana Bhava–Bandhana）」を

斉唱しました。 

 

カーンダナ バヴァバーンダナ ジャ

ーガヴァーンダナ ヴァンディトマー

イ 

ニーラーンジャナ ナラルパダラ ニ

ールグナ グナマーイ 

“Khandana bhava-bhandhana 

jaga-vandana vandi-tomay; 

Niranjana nara-rupa-dhara nirguna 

guna-may 

 

モーチャナ アガドゥーシャナ ジャ

ガブーシャナ チーッガナーカーイ 

ギャーナーンジャナ ヴィマラーナヤ

ナ ヴィークシャネ モハ ジャーイ 

“Mocana agha-dusana jaga-bhusana 

cid-ghana-kay; 

Jnananjana vimala-nayana viksane 

moha jay 

 

バーシャラ バーヴァーサーガラ チ

ラーウーンマダ プレーマーパタール 

バークタールジャーナ ユガラーチャ

ラナ ターラーナ バーヴァパール 

“Bhasvara bhava-sagara cira-unmada 

prema-pathar; 

Bhaktarjana yugala-carana tarana 

bhava-par 

 

ジリムビタ ジュガーイッーシャラ 

ジャガディーシャラ ジョーガシャハ

ーイ 
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ニーローダーナ シャマヒターマナ 

ニラキ タヴァ クリパーィ 

“Jrmbhita yuga-isvara jagad-isvara 

yoga-sahay; 

Nirodhana samahita-mana nirakhi tava 

krpay 

 

バーンジャナ ドゥッカガーンジャー

ナ カルナーガーナ カールマ カト

ー 

プラーナールパナ ジャガタタラナ 

クリンタナ カリードー 

“Bhanjana duhkha-ganjana 

karunaghana karma kathor; 

Pran' arpana jagata-tarana krntana 

kali-dor 

 

ヴァーンチャナ カーマーカーンチャ

ナ アティニーンディタ イーンドゥ

リヤーラーグ 

ティヤーギーシャーラ ヘ ナラーヴ

ァーラ デハ パデ オヌラーグ 

“Vancana kama-kancana ati-nindita 

indriya-rag; 

Tyagisvara he nara-vara deha pade 

anurag 

 

ニールバヤ ガターシャームシャヤ 

ドゥリハーニースチャヤ マーナシャ

ヴァーン 

ニーシュカーラーナ バカターシャラ

ナ ティャジ ジャティクラマーン 

“Nirbhaya gata-samsaya 

drdha-niscaya manasavan; 

Niskarana bhakata-sarana tyaji 

jati-kula-man 

 

シャームパダ タヴァ シュリィパダ 

バーヴァ ゴーシュパーダヴァーリ 

ヤターイ 

プレーマールパナ サマ－ダラシャナ 

ジャガジャナ ドゥーッカ ジャーイ 

“Sampada tava sripada bhava 

gospadavari yathay; 

Prem'arpana sama-darsana jaga-jana 

duhkha jay 

 

ナモー ナモー プラーブー ヴァー

キャマナーティタ マノヴァーチャナ

イーカーダー 

ジョーティラジョーティ ゥジャラ 

フリディーカンダラ トゥミ タマ 

バンジャナ ハー 

プラブー トゥミ タマ バンジャナ 

ハー 

“Namo namo prabhu vakya-mana-ti 

mano-vacan'aikadhar; 

Jyotira-jyoti ujala hrdi-kandara 

tumi tama bhanjana har; 

Prabhu tumi tama bhanjana har 

 

デ デ デ ランガ ランガ バンガ 

バージェ アンガ シャンガ ムリダ

ンガ 

ガイチェ チャンダ バカタヴリンダ 

アーラティー トマー 

“Dhe dhe dhe langa ranga bhanga baje 

anga sanga mrdanga 
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Gayiche chanda bhakata-vrnda arati 

tomar 

 

カーンダナ バーヴァバーンダナ ジ

ャガヴァーンダナ ヴァーンディ ト

マーイ 

“Khandana bhava-bandhana 

jagavandana vandi tomay 

 

ジャイー スリー グル マハラジー 

キー ジャイ！ 

“Jai Sri Guru maharaj ji ki jai!” 

 

（意味） 

 

あなたは、超越した属性のない方、ま

た、属性を持つ神人、人と化身した無

垢の方誉め称えよ、この世の束縛を断

ち切る方、全人類の誉め称える方 

 

知の妙薬に清められたあなたの眼は、

一目で無知の幻を断ち切る 

全ての罪を救う方。全世界の華。凝縮

した、清い意識よ 

 

信仰の報いであるあなたの貴い御足は、

船となって、輪廻の大海を渡して下さ

るあなたは実に高く、輝く、霊の思い

の大海、恍惚の愛の波となって常に打

ち寄せられる 

 

あなたの恵みによって、このことをは

っきりと知る。常に高いサマーディの

中に心定まっている方 

あなたは宇宙の主、この現代に、霊性

を求めて励む人を助けるために現れら

れた 

 

あなたの生涯は人類の救いのために与

えられた愛の捧げもの、カーリーの暗

い世の束縛を砕く力 

山のような悲しみを砕いて下さる方。

恵みに満ちたお方。偉大な働き手よ 

 

あなたの祝福された御足に対する確固

たる愛を与え給え、全ての放棄者の主、

人類の最も高貴な者の主よ 

あなたは快楽と欲望の征服者、官能の

誘惑を全く拒絶する方 

 

誕生と種族の誇りを持たず、あなたの

普遍の愛は求める全ての信者に避難所

を与える 

あなたの心はあらゆる恐れを超え、あ

らゆる疑いを去り断固たる決意を秘め

ていらっしゃる 

 

輪廻の大海も仔牛の跡でできた水溜り

に過ぎない。かれらの悲しみは羽のよ

うに飛び去ってしまう、おお、愛の捧

げものよ。おお、公平の化身よ！ハー

トにあなたの貴い御足をいとしむもの

には 

 

繰り返し主なるあなたに礼拝します。

おお、言葉と心の限界を超え 

しかもそれら両者の共通の基礎である

主よ ハートのうちに永遠に輝く、光
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のうちの光よそこにある無知を滅ばし

てください 

 

「デ、デ、デ、ランガランガ、ハンガ」

と鳴る 

ムリダンガの優しい音に合わせて 

あなたの信者たちはアーラティである

あなたに歌をうたう 

ジャヤ、ジャヤ、アーラティ、トマー

ル 

ハラ、ハラ、アーラティ、トマール 

シヴァ、シヴァ、アーラティ、トマー

ル 

 

誉め称えよ、この世の束縛を断ち切る

方、全人類の誉め称える方よ 

偉大なる師よ、勝利あれ！ 

 

次に、参加者は、シャンティ泉田さん

のシンセサイザー伴奏とリードで、母

神に捧げる賛歌「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。 

 

オーム サールヴァーマーンガーラー 

マンガーリェー シーヴェー サルヴ

ァールタサーディケー 

シャランネェー トゥラムバケー ゴ

ウリー ナーラーヤニー ナモースト

ゥ テー 

Om sarvamangala mangalye shive 

sarvarthasadhike, 

Sharanye tryambake Gauri Narayani 

namo'stu te. 

スリスティー スティティ ヴィナー

シャーナーム シャクティブーテー 

シャーナーターニー 

グナースラエー グナーマーイー ナ

ーラーヤニー ナモーストゥ テー 

Srishti sthiti vinashanam 

shaktibhute sanatani, 

Gunashraye Gunamaye Narayani 

namo'stu te. 

 

シャラナーガータ ディーナルターパ

ーリートゥラーナ パラーヤネー 

サールヴァスヤールティハレー デー

ヴィー ナーラーヤニー ナモースト

ゥ テー 

Sharanagata dinarta paritrana 

parayane, 

Sarvasyartihare Devi Narayani 

namo'stu te. 

 

ジャヤ ナーラーヤニー ナモースト

ゥ テー ジャヤ ナーラーヤニー 

ナモーストゥ テー 

ジャヤ ナーラーヤニー ナモースト

ゥ テー ジャヤ ナーラーヤニー 

ナモーストゥ テー 

Jaya Narayani namo'stu te, Jaya 

Narayani namo'stu te, 

Jaya Narayani namo'stu te, Jaya 

Narayani namo'stu te. 

 

ジャイ バガヴァーン シュリー ラ

ーマクリシュナ デーヴ キー ジャ

イ！ 
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ジャイ マハー マイ キー ジャ

イ！ 

ジャイ スワミジー マハラジー キ

ー ジャイ！ 

ジャイ ガンガー マイ キー ジャ

イ！ 

ジャイ シュリー ブッダ デーヴ 

キー ジャイ！ 

Jai Bhagavan Sri Ramakrishna dev ki 

jai! 

Jai Maha Mai ki jai! 

Jai Swamiji Maharaj ji ki jai 

Jai Ganga Mai ki jai 

Jai Sri Buddha Dev ki jai! 

 

（意味） 

おお、幸あるもののうちで、最も幸あ

るものよ！おお、すべての祈りを叶え

てくださる方よ！ 

おお、すべてのものの避難所よ！トゥ

リヤンバカおよびガウリとして知られ

る、シヴァの妻であるあなたに、 

そのあなたに、おお、ナーラーヤニよ、

礼拝いたします 

 

おお、永遠なるものよ！あなたは世界

を創造し、保ち、破壊する力です 

あなたの上にこの物質の世界は憩い、

その世界はあなたから構成されていま

す 

そのあなたに、おお、ナーラーヤニよ、

礼拝いたします 

 

おお、弱い者、苦しむ者を守るものと

して知られている、神なる母よ！ 

おお、すべての悲惨を退けられるあな

たよ！ 

そのあなたに、おお、ナーラーヤニよ、

礼拝いたします 

 

そのあなたに、おお、ナーラーヤニよ、

礼拝いたします 

 

次に、アネックスにいる参加者全員に

奉献用の花のつぼみと葉が配られまし

た。参加者の数は非常に多く、中 2 階

にもヨーガ・スクール・カイラスの皆

さんなど若い信者さんらがたくさんい

らっしゃったので、全員に花が行き渡

るようボランティアの方々が参加者の

間を縫って一生懸命に配ってください

ました。皆が花を手にすると、マハー

ラージの先導で、シュリー・ラーマク

リシュナに捧げるプシュパンジャリの

マントラを少しずつ区切りながら 3 回

皆で唱えました。そして、数人ずつ祭

壇に花と葉を奉献し祈りを捧げました。 
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参加者が席に戻る間、礼拝用の台上で

は護摩（ホーマ）の準備が進められま

した。護摩炉が設置され、炉の脇に花

や葉、果物などの供物が置かれました。

台の横ではボランティアの方がギーを

器に入れて溶かし、ホーマの最中に炉

に足せるよう準備をしました。また、

最後に火を消すのに用いる、水で溶い

たヨーグルトも準備されました。 

 
ホーマが始まり、護摩炉では火が勢い

よく燃え上がりました。マハーラージ

は参加者にマントラを 108 回唱えるよ

うに言い、供物を順番に火にくべてい

きました。アネックスの中には煙が立

ち上って中 2 階まで充満し、3 月とは言

え外はまだ寒かったのですが、各所の

ドアや窓が少し開けられました。 

 

最後に、マハーラージは立ち上がって

残りの供物とギーをすべて火にくべ、

再び座ると、水で溶いたヨーグルトを

護摩炉の炎に何度も振りかけて火を消

しました。そして、護摩炉から灰を取

り出してギーと混ぜ合わせ聖灰（ビブ

ーティ）にしました。 
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そしてマハーラージは台から下り、参

加者の間を歩いて皆の頭にガンジス川

の水を振りかけて聖別すると、皆に向

かって、列を作って聖灰をいただく準

備をするように言いました。参加者は

一人ひとり額に聖灰を塗りつけていた

だきました。その後、本館とアネック

スに分かれて昼食のプラサードをいた

だきました。 

 

午後のプログラムはアネックスで 2

時 30 分に始まりました。マハーラージ

は午前のプログラムを簡単に振り返っ

た後、皆を先導して全員で「オーム・

サハナー・ヴァヴァトゥ（Om Sahana 

Vavatu）」のマントラを詠唱しました。

そして、日本語版『ラーマクリシュナ

の福音』の輪読をはさんで、マハーラ

ージは、参加者の中には北米、南米、

ヨーロッパ、アジアなど世界各国の人

がいらっしゃり非常に国際的であるこ

と、日本の方も札幌、熊本、大阪など

各地からお越しであることを話し、シ

ュリー・ラーマクリシュナの平和と宗

教の調和のメッセージが世界的に歓迎

されていることの表れであると言いま

した。 

 

続いてマハーラージは、駐日バングラ

デシュ大使館の経済公使であられるジ

バン・ランジャン・マジュムダ公使を

紹介し、簡単なご挨拶をお願いしまし

た。 

 

「マハーラージ、信者の皆様、そして

ご来場の皆様、このような場でこうし

て皆様の前に立つことができ大変光栄

です。同時に、私などは小石のような

存在に過ぎないのですが、マハーラー

ジから皆様にご挨拶するようにとご指

名いただきましたので僭越ながら少し

だけお話しさせていただきます。」 
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「私は取りたてて宗教心が強いわけ

ではありませんが、私の両親や家族、

地域の人々から学び、そして自分の一

部にもなっていることとして、自分の

魂がいつ生まれたのか私には分からな

いと思っています。それでも、自分の

誕生日は祝います。宗教の教えによれ

ば、私たちは神なる魂、パラマートマ

ンの一部です。今日私たちはシュリ

ー・ラーマクリシュナの生誕祝賀会を

行って、人類や生きとし生けるものは

神とつながっているのだというラーマ

クリシュナの思想を祝っています。こ

れに従えば、シュリー・ラーマクリシ

ュナの誕生日は私の誕生日でもあり、

神と深くつながっておられる人物と私

はつながっているということになりま

す。そして、これは今日ここにいらっ

しゃる皆様にも言えることです。」 

 

「これを拠り所として、私は自分の人

生において、仕事や社会生活において、

また何においても、前進する勇気を奮

い起こします。私は一人ではないので

す。私の望むゴールに到達するために、

どんな時も私を助け、導いてくださる

大いなるプラスの力と、私はしっかり

とつながっているのです。この神聖な

る日に、神が私たちを祝福され、私た

ちの真摯な願いを実現できるよう神に

祈りましょう。ご清聴ありがとうござ

いました。」 

 

マハーラージはマジュムダ公使にお

礼を述べました。そして、「ラーマクリ

シュナは死んでしまったのか」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） 

 

講話が終わると、続いて文化プログラ

ムが行われました。初めに、シャンテ

ィさんのリードで、協会発行の CD『こ

ころに咲く花』に収録されている「め

でたきこの日に」を斉唱しました。 

 

次に、ヨーガ・スクール・カイラスの

皆さんと信者さんがオリジナルの賛歌

を歌われました。そして、ロニー・ハ

ーシュさんが自作の歌を 3 曲歌われた

後、バングラデシュ出身で日本在住の

ミュージシャン数人により有名な賛歌

とバングラデシュのフォークソングが

数曲披露されました。非常に好評でし

た。 

 

その後皆で茶菓をいただきました。6

時からの夕拝にはマジュムダ公使も出

席されました。最後に数分間瞑想をし、

生誕祝賀会の全プログラムが終了しま

した。この日の参加者は 124名でした。 
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2016年 3月の逗子例会 

第 181 回シュリー・ラーマクリシュナ

生誕祝賀会 午後の部 

 

「ラーマクリシュナは死んでしまった

のか」スワーミー・メーダサーナンダ

による講話 

 

今日は「ラーマクリシュナは死んでし

まったのか（Is Ramakrishna Dead?）」 

をテーマにお話しします。 

 

シュリー・ラーマクリシュナは祭壇に

飾られる写真に過ぎないのでしょうか。

人は生まれ、生き、死に、その後はも

う戻ってくることはありません。霊媒

師のように、死者の魂に語り掛けて呼

び寄せることができる人がいますが、

その魂は生き返るわけではなく、言わ

ば幽霊としてやって来るのです。シュ

リー・ラーマクリシュナも、そのよう

な肉体を離れた魂なのでしょうか。 

 

シュリー・ラーマクリシュナは死んで

しまったのか、それとも生きているの

か。そして、今なお私たちを導くこと

ができるのか。これから皆さんに、実

際に起きたことをいくつかお話しして

いきますので、きっとこの問いに対す

る答えが得られると思います。聖書を

読んだことがある方は、イエス・キリ

ストの復活をご存知でしょう。イエス

は十字架にかけられましたが、のちに

イエスの肉体は死から蘇ったと言われ

ています。これは「復活」と呼ばれて

おり、イエスの生涯の重要な部分です。

その後イエスは信者らの前に何度も姿

を現して、助言を与えました。 

 

シュリー・ラーマクリシュナは 1886

年 8 月 16 日にコルカタ近くのコシポ

ル・ガーデン・ハウスで肉体を去られ

ました。亡くなられた時、伴侶のホー

リー・マザー シュリー・サーラダー・

デーヴィーは泣き崩れ、痛ましいご様

子でした。その時マザーが最初におっ

しゃった言葉は「ああマザー・カーリ

ー、どうして私の元を去られたのです

か」でした。「ああ、あなた」と夫を指
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す言葉を使わずに、「ああ、マザー・カ

ーリー」とおっしゃったのは注目に値

します。マザーはシュリー・ラーマク

リシュナをそのように見ていらっしゃ

ったのです。また、亡くなられて少し

すると、シュリー・ラーマクリシュナ

は姿を現されマザーを慰めようしてと

こうおっしゃったそうです。「なぜ泣い

ているのだね。私がどこに行ったとい

うのか。私はただある部屋から他の部

屋に移っただけだよ。私の肉体はいつ

も見えるわけではないが、私は存在し

ているのだ。」 

 

シュリー・ラーマクリシュナがホーリ

ー・マザーの前に姿を現されたのはこ

の時が初めてでした。このような例は

他にもたくさんありますが、時間が限

られていますのですべてをお話しする

ことはできません。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

（スワーミージー）は、西洋に行く前

に行脚僧としてインド国内を遍歴して

いた時、南インドのある信者の家に滞

在していました。当時スワーミージー

は、1893 年にシカゴで開催される第一

回万国宗教会議のことを既に聞いては

いましたが出席すべきかどうか迷って

いました。南インドにいるスワーミー

ジーの崇拝者らは、ヒンドゥー教の代

表としてスワーミージーこそが最もふ

さわしい人物だと訪米を勧めました。

が、スワーミージー自身は、アメリカ

がどのような所なのか、行って何をす

ればいいのかまったく見当もつかなか

ったので、出席する気になっていない

どころかむしろ行きたくないと思って

いたのです。 

 

ある晩のことです。件（くだん）の信

者は、スワーミージーの泊まっている

部屋から言い合う声が聞こえてくるの

を耳にしました。信者は大変驚きまし

た。その部屋にいるのは確かにスワー

ミージー一人のはずなのに、聞こえて

くるのは言い争う二人の声でした。「そ

んなはずはない」と思った信者は、翌

日スワーミージーにこのことを告げ、

誰と話していたのか聞いてみたのです。 

 

初めのうちスワーミージーは答えよ

うとしませんでしたが、信者がどうし

ても知りたがったので、遂にこうおっ

しゃったのです。「師が私の目の前に現

れて、宗教会議に行くようにと私を説

得されたのです。」スワーミージーが拒

んでも、師は「絶対に行きなさい」と

繰り返し強く言われたそうです。信者

が耳にしたのはこれだったのです。さ

らにスワーミージーはこう言われまし

た。「私が人々の前でスピーチして師の

メッセージを伝えることができるよう

にと、師がこの万国宗教会議開催の手

はずを整えたのだから、お前は出席し

なければいけないよ、と言われまし

た。」 
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この話を信じるかどうかは皆さんの

自由ですが、私は自分が聞いた通りに

お話ししています。しかし実際に、ス

ワーミージーはあの第一回宗教会議で

「宗教の調和」について一度スピーチ

をしただけで、名を成したのです。こ

れは、英国の雑誌『エコノミスト』に

掲載された調査でも明らかになってい

ます。それによると、宗教会議でのス

ワーミージーの最初のスピーチは、全

世界でこれまでに為されたあらゆる人

のスピーチの中で最も優れたものであ

ると結論づけられていました。 

 

ご存知の通り、スワーミージーは頼ま

れて講話を行いましたが、そのテーマ

は宗教だけでなくインドも対象でした。

これは、キリスト教の宣教師らにとっ

て、インドでの布教活動のための基金

をアメリカの信者から募るのに不都合

でした。こうした宣教師らは、インド

を「暗闇から光へ」と導こうとしてい

たのですが、スワーミージーの姿を見

てスワーミージーが語るのを聞いたア

メリカ人は、このような傑出した人物

を生む国を「暗闇から光へ」導くため

の寄付など必要ないと感じました。ス

ワーミージーに深い敬意と愛情を示し

た宣教師もいましたが、多くはスワー

ミージーを疎ましく思い、スワーミー

ジーを公然と批判したり罵ったりしま

した。中には、スワーミージーの死を

願ってコーヒーに毒を盛った者さえい

ました。しかしスワーミージーは、コ

ーヒーを飲む前に何かおかしいと感じ、

またシュリー・ラーマクリシュナもス

ワーミージーの前に姿を現して「その

コーヒーを飲んではいけないよ」と警

告しました。 

 

このようにシュリー・ラーマクリシュ

ナがいつもスワーミージーと一緒にお

られて、スワーミージーを守られ、ス

ワーミージーに指示や安らぎ、慰めを

与えられていたのを示す例はたくさん

あります。 

 

シュリー・ラーマクリシュナが自分の

霊的な息子であるとおっしゃっていた

スワーミー・ブラフマーナンダジーは、

師の教えを編纂されました。これは後

に翻訳され『The Words of the Master』

という書名で出版されています。短い

本ですが、ブラフマーナンダジーの編

纂された書で、しかもシュリー・ラー

マクリシュナの教えが詰まっているわ

けですから、とても重要な本です。さ

て、ブラフマーナンダジーが師のメッ

セージを集めている時、その中に本当

は師の言葉でないものが混ざっていま

した。すると、真理を体現した御方で

あるシュリー・ラーマクリシュナがブ

ラフマーナンダジーの前に現れて、こ

う言われました。「息子よ、それは私の

言葉ではない、誰か他の人が言った言

葉だ。」 

 

ここまでで、ホーリー・マザー、スワ
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ーミージー、ブラフマーナンダジーが

体験された数多くの例から、三つだけ

皆さんにお話ししました。では、第二

世代の僧侶ら、すなわちシュリー・ラ

ーマクリシュナの直弟子の直弟子に対

して師が姿を現されたという例はある

のでしょうか。ブラフマーナンダジー

のある弟子が、まだ年若くブラフマチ

ャーリであった頃の例をお話ししまし

ょう。このブラフマチャーリには信仰

も愛もありましたが、まだ多くの疑い

も持っていました。これは、シュリー・

ラーマクリシュナがすでに亡くなって

何年も過ぎ、スワーミージーもベル

ル・マトを創設された後亡くなり、ブ

ラフマーナンダジーがラーマクリシュ

ナ・マト・アンド・ラーマクリシュナ・

ミッションのプレジデントであられた

時のことです。ラーマクリシュナ僧団

の本部であるベルルの僧院では、毎朝

僧侶らは本院の階段を上った中にある

シュラインに行って冥想と祈りを行う

ことになっており、このブラフマチャ

ーリも他の僧侶と共に寺院に行ってい

ました。 

 

このブラフマチャーリは予てより、

「肉体は亡くなられたけれどシュリ

ー・ラーマクリシュナは間違いなくま

だ皆と一緒におられる、すなわち生き

ていらっしゃるのだ」と先輩の僧侶や

シュリー・ラーマクリシュナの直弟子

から聞いていました。しかし、ブラフ

マチャーリはこのことに確信を持って

おらず、それどころか、「こういう事を

言っている信者や僧侶は確かにいい人

たちだが、自分たちの思い込みに囚わ

れた犠牲者のようなものだ」と理屈で

片付けていました。ある時ふと、この

ことが頭をよぎったので、ブラフマチ

ャーリは「もしシュリー・ラーマクリ

シュナがまだいるという証拠があれば

信じてもいいけど、直に見せてもらわ

ないとね」と独り言を言いました。 

 

ある朝ベルルの本院で皆と一緒に瞑

想していると、このことが頭をよぎり、

「そうだ、もしシュリー・クリシュナ

の足輪についている鈴の音が聞こえて

きたら、師はまだいるのだと信じてや

ろう」と思いました。なんと、ブラフ

マチャーリがこの考えに強く集中する

と、本当に足輪の鈴の音が聞こえてき

たのです。しかし、これは自分の思い

込みに過ぎないのだと理論づけました。 

 

しばらくたったある日、「自分だけで

はなく他の人も一緒に証拠を見聞きし

たら信じてやろう」と考えました。翌

朝、瞑想中に浮かんだ考えは、「このよ

うな朝早くから寺の中に魚売りの女性

がやって来て、ある魚の名前を売り口

上で叫んだら、シュリー・ラーマクリ

シュナがまだ私たちと一緒にいるんだ

と信じてやろう」というものでした。

これは、非常に起こる確率の低い条件

でしたが、その瞬間、魚売りの女性が

来て、ブラフマチャーリの思った魚の
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名前を叫んだのです。その場にいた、

食材の責任者の僧侶は、「皆の瞑想の邪

魔をしてはいけない」と魚売りをたし

なめました。すなわち、そこにいた僧

侶全員が魚売りの言葉を聞いたことに

なります。ブラフマチャーリはこれを

目の当たりにしました。 

 

自分を抑えられなくなったブラフマ

チャーリは、大声で泣きながら本堂の

階段を降りていきました。すると階段

の下にブラフマーナンダジーの姿があ

るのに気付き、ブラフマチャーリはそ

ばに寄って御足の塵を取りました。そ

こでグルであるブラフマーナンダジー

は弟子を厳しく叱り、「試すのは、もう

やめなさい！」と叫ばれました。「いい

加減にしなさい！もう二度とシュリ

ー・ラーマクリシュナを試さないと約

束しなさい。」「はい、マハーラージ、

もう二度といたしません」とブラフマ

チャーリは泣きながら答えました。 

 

以上が、シュリー・ラーマクリシュナ

は亡くなられたのでもどこかに行って

しまわれたのでもなく、ただの写真で

もないという証拠です。師はまだ生き

ていらっしゃり、いつでも私たちの前

に姿を現して私たちを導き、困った時

には救いの手を差し伸べてくださるこ

とができるのです。シュリー・クリシ

ュナや、お釈迦様、キリストと同じく、

シュリー・ラーマクリシュナは神様の

化身であり、普通の人ではないのです

から。 

 

熊本地震義援金 ご協力のお願い 

（2016年 4月 18日付 マハーラージか

ら皆様へのメッセージ） 

 

皆様  

 

ご存知の通り、4 月 14 日（木）以降、

熊本県および大分県を中心に規模の大

きな地震が連続的に発生しており、4

月 16 日（土）未明の本震ではマグニチ

ュード 7.3 が記録されました。この一

連の地震により同地域は大きな被害を

受け、これまでに死者 42 名と多数の安

否不明者が報告されています。さらに、

4 月 17 日（日）には避難者数が最大で

19 万超となり、同日中に多くの方々が

帰宅できたものの、家屋の倒壊、橋の

崩落、道路の寸断などにより現在も約

11 万人が避難生活を余儀なくされてい

ます。避難所では限られたスペースで

不自由な生活を送らねばならず、中に

は車の中で寝泊りする避難者もいます。

17 日には約 25 万世帯で断水しました。 

 

ラーマクリシュナ・ミッションは自然

災害の被災者に対して大規模な救済活

動を行ってきた長い歴史があります。

その日本支部である日本ヴェーダーン

タ協会の私たち僧と信者は、この国家

的危機に際して、被災された方々のた

めに何かできることはないか、様々な

案を検討しております。被災された
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方々にお見舞いを申し上げたり、祈り

を捧げたりするだけでなく、より直接

的な支援を提供するために、信者や友

人を始め支援に関心のある方々から義

援金を募ることも私たちにできる活動

の一つと考えております。 

 

そこで皆様にお願いいたします。日本

ヴェーダーンタ協会の募金活動にせひ

ともご協力ください。可能であれば、

皆様ご自身も有志の方などから義援金

を集めて取りまとめ、協会まで銀行振

込にてご送金ください。皆様からお預

かりした義援金は、救援物資の購入な

ど被災者の支援活動に役立てていただ

けるよう、協会から被災地の自治体な

どに送付いたします。また、募金先や

金額についても適切に記録いたします。

義援金の振込口座は以下の通りです。 

 

・日本ヴェーダーンタ協会義援金口座

（日本国内にお住まいの方） 

 

銀行名： みずほ銀行（0001） 

支店名・店番号：鎌倉支店（店番 760） 

口座名： シユウ） 

ニホンヴエーダーンタキヨウカイ 

（または）宗教法人 

 日本ヴェーダーンタ協会 

口座番号： 普通 1114571 

※振込名義人の名前の後に、一文字空

けて「クマモト」とご記入ください。 

 

・日本ヴェーダーンタ協会義援金口座

（日本国外にお住まいの方） 

Bank Name: Mizuho Bank, Ltd. 

Branch Name: Kamakura Branch 

Swift Code: MHCBJPJT 

Account name: Shuukyouhoujin  

Nihon Vedanta Kyokai 

Account number: 760-1114571 

※Reference 欄などに「Kumamoto」と

ご記入ください。 

 

日本ヴェーダーンタ協会の会員が最

も多い地域は東京・横浜などの首都圏

ですが、次に多いのは九州で、特に熊

本周辺には協会の会員・信者・友人の

方が多くお住まいです。金額に関わら

ず皆様から寄せられる義援金は、被災

された方々を少しでも支援したいとい

う気持ちの表れとして、被災地に届け

られ活用されます。 

 

なお、義援金をお振込いただく際には、

別途Ｅメールにて、振込者のお名前、

振込金額、振込元銀行名、振込日を

nvk.jprelief@gmail.com 宛にご連絡い

ただけますと幸甚です。また、義援金

についてのお問合せなども上述の E メ

ールアドレス宛にご送付ください。 

 

愛と敬意と祈りを込めて 

ナマスカール 

スワーミー・メーダサーナンダ 

 

忘れられない物語 
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川を渡る 

 

ある農夫の娘は、乳搾りをしていろい

ろな村のお客さんに新鮮なミルクを届

けるのが仕事でした。お客さんのひと

りに祭司がいました。娘が祭司の家に

行くには、かなり幅のある川を渡らな

ければなりませんでした。その川を渡

るのに、人々は渡し賃を少し払ってい

かだに乗っていました。 

 

祭司は毎日、神に新鮮なミルクを捧げ

て礼拝を行っていましたが、ある日、

娘の到着がとても遅れたので娘を叱り

ました。かわいそうに、娘はこう言い

ました。「私にはどうすることもできま

せん。家をとても早く出ているのです

が、船頭さんが来るのを長いこと待た

ないといけないのです」 

 

すると祭司は、本気のふりをして言い

ました。「何！人々は神の名を繰り返し

唱えながら海さえも渡るのに、お前は

この程度の川も渡れないのだと？」娘

は祭司の言葉を本気にしました。その

ときから、娘は祭司のミルクを毎朝時

間通りに持ってくるようになりました。

祭司はこれに好奇心をそそられ、娘に、

どうしてまったく遅れなくなったのか

尋ねました。 

 

「私は神の名を繰り返し唱えながら

川を渡っているのです」と娘は答えま

した。「祭司様がおっしゃった通り、渡

し船を待たないで。」祭司は娘の言葉が

信じられず、尋ねました。「どうやって

川を歩いて渡ったのか、私に見せてく

れないか。」そこで、2 人は一緒に川ま

で行き、娘は歩いて川を渡り始めまし

た。娘が振り返ると、祭司が自分に続

いて川を渡り始め、水中でもがいてい

るのが見えました。  

 

「祭司様！」と娘は叫びました。「祭

司様は、神の名を唱えながらも服が濡

れないよう持ち上げているのですね。

それは神を信じていないということで

すよ」 

 

（シュリー・ラーマクリシュナ） 

 

今月の思想 

 

「何よりも、礼拝は生活様式だと思う」 

 

（マイケル・W・スミス） 

 

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 


