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2016年 5月 第 14巻第 5号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「霊的実践とは、心を彼
．
の蓮華の御足

に安住させ、彼
．
への思いに没入するこ

とです」 

（ホーリー・マザー シュリー・サー

ラダー・デーヴィー） 

 

「行灯（あんどん）を水で満たすもの

は闇を打ち消すことはなく、朽木で火

を起こそうとするものはつまずく」 

（ブッダ） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016年 6月～7月の予定 

・2016 年 4 月の逗子例会 「体と心と

霊性の調和」 スワーミー・メーダサ

ーナンダによる講話 

・2016年春の大分リトリート 

・スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ 

第 153回生誕記念祝賀会のお知らせ 

・日本ヴェーダーンタ協会の 2016年戸

外夏期リトリートのお知らせ 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

6月～7月の予定 

 

・生誕日・ 

 

Vishuddha Siddhanta暦では、2015年 6

月に生誕日はありません。 

 

・行事・ 

6月 4日（土） 14:15〜16:30 

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  

※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 別館 

＊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） 
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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。 

 

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 

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） 14:15〜16:30 

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 

※7月 2日がお休みになるので、その分

の振替です。 

 

7月は以下についてご注意ください。 

 

・7月 1日～8日は、マハーラージは訪

印のため不在です。 

・東京・インド大使館例会（通常は第 1

土曜日に開催）はありません。 

・火曜勉強会（賛歌と『ラーマクリシ

ュナの福音』の勉強会、通常は第 2 土

曜日に開催）はありません。 

・逗子例会（通常は第 3日曜日に開催）

はありません。 

 

7月 3日（日）、10日（日）、24日（日）、

31日（日） 14:00〜15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス 

場所：逗子協会 別館 

＊体験レッスンもできます。  

お問い合わせ：080-6702-2308（羽成淳） 

（日程は変更になることもあります） 

 

7月 9日（土） 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ 

第 153回生誕記念祝賀会 特別展示会 

17：00 オープニング（予定） 

場所：インド大使館 地下スペース 
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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。 

＊時間が変更されることもあります。 

 

7月 10日（日） 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ 

第 153回生誕記念祝賀会 

12：00 展示オープン 

13：30 祝賀プログラム開演 

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。 

＊詳細は、本ニュースレター掲載の「祝

賀会のお知らせ」または協会のウェブ

サイトをご覧ください。 

 

7月 16日（土）～18日（月・祝日） 

夏期戸外リトリート  

場所：福井県 みらくる亭 

＊詳細は、本ニュースレター掲載の「リ

トリートのお知らせ」または協会のウ

ェブサイトをご覧ください。 

 

7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 

 

7月 23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

ニシャドを学ぶ」 

＊詳細は、協会ウェブサイトの「スケ

ジュール」―「特別プログラム」をご

覧ください。 

 

7月 30日（日） 

サットサンガ in浜松 

＊詳細は、協会ウェブサイトの「スケ

ジュール」―「特別プログラム」をご

覧ください。 

 

2016年 4月の逗子例会 

「体と心と霊性の調和」 

スワーミー・メーダサーナンダによる

講話 

 

自分自身をよく観察してみると、体と

心と霊性がそれぞれ違う方を向いてい

ることがよくあります。心で考えてい

ることと言うことややることが違うの

です。こうした矛盾から心の中に葛藤

が生まれ、それが原因で心や体に悪影

響が出ます。良識ある誠実な人の大半

は、自分の体と心、言葉、行動を調和

させ、一貫した自分でありたいと真に

願うのではないでしょうか。 

 

自分という存在に体のレベル、言葉の

レベル、心のレベル、知性のレベルが

あることに、一般の人も学者も異論は

ないでしょう。体のレベルとは行動な

どの物理的な面を言います。一方、霊



 4 

性のレベル、または意識のレベルで存

在しているかどうかは意見が異なるよ

うです。物質主義者、共産主義者、無

神論者は霊性のレベルがあることを信

じないでしょうが、宗教を持つ人は皆、

また一部の科学者も、霊性や意識のレ

ベルがあることを信じています。例え

ば、航空宇宙学者として名を成し、後

に第 11代インド大統領になったアブド

ゥル・カラームは、魂を鼓舞するよう

な本を何冊も書いています。高名な科

学者、発明家であり輝かしい成果を上

げている研究グループのリーダーであ

った同氏は、霊的存在や霊性を強く信

じていました。 

 

ここにいる皆さんは、体、言葉、心、

知性、霊性の各レベルで存在している

ことに賛同されるでしょうから、今日

の講話では、私たちの存在の様々なレ

ベルの調和をとることについて主にお

話ししたいと思います。そうして初め

て、私たちはホリスティックライフ（体、

心、霊性などのすべてのレベルが充実

した生き方）、調和の取れた生き方、パ

ーフェクトな人生を送ることができる

からです。ではまず、各レベルが矛盾

して調和が取れていない状態とはどの

ような状態か、そこにどのような問題

があるのかを考えてみましょう。 

 

初めに、言葉と体が調和していない、

すなわち言行不一致の状態です。例え

ば、お坊さんが信者さんたちに「定期

的に瞑想しなさい」と言いながら、自

分は全然瞑想しない、またはたまにし

かやらないのであれば、どうでしょう

か。また、子供には嘘をついてはいけ

ないと言いながら、自分は時々嘘をつ

く親や、高血圧や心臓病の患者さんに

対して酒やタバコを禁止しながら自分

では酒もタバコもやるという医者など

も言行不一致のよい例でしょう。 

 

さらに、私たちは言わない方がいいこ

とを言い、やらない方がいいことをや

り、考えない方がいいことを考えます

が、これらはどれも内なる葛藤を生じ

させます。自分の中に葛藤がある時は

たいてい罪悪感を伴うので、長期的に

見るとこれが原因となって精神面、肉

体面の病気になるのです。「内なる葛藤

症候群」と呼んでもいいでしょう。こ

のように、体と心の健康を考える時に

は食事療法や運動、薬だけでは十分で

なく、内なる葛藤の問題にも取り組ま

ねばならないでしょう。 

 

皆さんの中には、今ここに座っている

けれども心は時々他のことを考えてい

る人がいるのではないでしょうか。こ

れは一つの矛盾ではないですか。体は

ここにいても心はここになく、次の予

定のことを考えていたりしているので

す。「心ここに在らず」という日本語が

ありますが、まさにその通りです。私

には皆さんの姿が見え、耳栓などして

いないし目を開けているのも見えてい
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ますが、皆さんの心はここになく、聞

こえていても聞いていないのです。こ

れが矛盾の例ですが、お分かりですね。 

 

私たちが誰かに助言をして何かをす

るように言っても私たち自らがそれを

やらないのなら、効果はないでしょう。

先程の例のように、瞑想をしないお坊

さんに瞑想するように勧められても、

タバコを吸い酒を飲むお医者さんにタ

バコや酒をやめなさいと言われても、

疑わしい行動を取る親から行動をたし

なめられても、言われた側は言うこと

を聞かないでしょう。 

 

「内なる葛藤症候群」の心や体への影

響としてさらに、行動しても最大の効

果を得られないことが挙げられます。

例えば、私たちがここに座っていなが

ら心がここにないのであれば、ここに

来るために掛けた時間とお金は無駄に

なっているのです。 

 

では、どうすれば人格の全レベルをバ

ランスよくまとめることができるので

しょうか。まず初めに、体、言葉、心、

知性、意識（霊性）のそれぞれのレベ

ルに一貫性を持たせ、最終的に全レベ

ルを互いに矛盾のない一貫した状態に

するのです。 

 

まず、体のレベルで調和をとるにはア

ーユルヴェーダの原理を取り入れて行

うことができます。アーユルヴェーダ

では、ヴァータ（Vata、風）、ピッタ

（Pitta、火）、カファ（Kapha、水）の

3 つのドーシャ（dosha、生体の要素）

があると言われています。この 3 つの

ドーシャは 5 つの生理（成長）機能で

できており、3つのドーシャの調和が崩

れていると健康になれません。不調和

が原因で病気になるので、ドーシャの

バランスを取る必要があります。それ

には、食べ物、睡眠、仕事や楽しみを

コントロールしてバランスの取れた生

活を送らねばなりません。しかし皆さ

んお分かりのように、近頃はこの原理

がまったく無視されています。 

 

例えば、早寝早起きがよいと言われて

いるのに、夜更かしして朝いつまでも

寝ている人がたくさんいますね。食べ

物や飲み物では、何をいつどのくらい

食べればよいかという原則があります。

皆それぞれ体質が違いますから、年齢

や季節、朝か夜かなど時間も考えなが

ら、自分の体内時計や体質をよく知る

よう心掛けるとよいでしょう。こうし

た要素を考慮して、何をいつどのくら

い食べればよいか決めるのです。 

 

また、運動もした方がよいとされてい

ます。ヨーガやジョギングなど何の運

動であれ、最も大切なことが 3 つあり

ます。健康の基本は、ストレッチ、深

く規則的な呼吸、早歩きです。このよ

うに、バランスの取れたライフスタイ

ルを送るには、食事をコントロールし
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て運動の 3つの基本を守ることです。 

 

次は、「どのように言葉の調和をとる

か」です。まず、あまり話さないこと

です。私たちは、話せば話す程重要で

ないことについて話しがちで、誇張し

たり嘘をついたりしやすくなります。

ですからあまり話さないようにする、

言い換えれば言葉をコントロールする

のです。また、無駄なおしゃべりをし

続けるというのは時間やエネルギーの

浪費です。次に、できるだけ真実を話

すように心掛けましょう。真実とは何

でしょうか。真実とは、人から聞いた

話の中で信じてよいと思われること、

自分の目で見たこと、読んだことを、

歪めることなくそのまま再現したもの

を言います。また、真実であっても人

を傷つけるようなことは言わないよう

気を付けねばなりません。人を不快に

させるような真実は逆効果になりやす

いため、黙っていた方が良いことがあ

ります。但し、親、先生、グルは例外

です。こうした人たちが真実を伝えて

指導しなければ、子供や生徒、求道者

の悪い行いは直りませんから、不快な

真実を口にしてもマイナスの結果には

ならないのです。 

 

心のレベルの調和をとるには自己分

析を行います。私たちは、無私を実践

し、愛や思いやり、忍耐を実践して、

よい性質を養う必要があります。それ

には、毎日のスケジュールを立て予定

で埋めましょう。暇な時間があると心

はあちこちをさまよって否定的なこと

を考えたりあれこれ関係ないことを思

い巡らしたりします。ですから、朝か

ら晩までスケジュールを組んでできる

だけそれに従うようにします。また、

その時その時にやっている仕事に全神

経を集中させてください。これは、一

秒一秒禅を実践することと同じであり、

こうすることで心の調和をとることが

できます。 

 

知性のレベルの調和をとるには、本を

厳選して読むことです。人生にとって

重要な本を選び、内容をよく消化して

できるだけそれを実践するようにして

ください。 

 

意識のレベル、または霊性のレベルの

調和をとるための第 1 歩は、私たちに

は魂がある、内なる自己がいるという

ことに気付くことです。次のステップ

は、内なる自己につながることです。

内なる自己がいることに気付いている

だけではあまり意味がありません。 

 

さて、心、体、魂などのすべてのレベ

ルの調和をとるにはどうすればよいの

でしょうか。まず「私という人格には

様々なレベルがある」のに気付くこと

です。これらのレベルは一つ一つバラ

バラなのではなく、私という存在全体

を構成する部分であり、これらすべて

が私という人格、存在を構成していま
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す。このことに気付くことが大切です。

次に、ホリスティックライフを生きよ

うと決めることです。個人のレベルで

調和がとれれば家庭のレベルで生活に

調和が生まれやすくなります。家庭生

活にこんなにも衝突や矛盾が多い理由

は、個人個人がバランスを崩している

からです。これを解決しない限り、家

族や様々な人々と良い人間関係を持つ

ことは難しいでしょう。 

 

家族のレベルで調和がとれれば、社会

や組織の調和をとることはたやすくな

ります。世界の調和はスピーチや会議

をしたり本を書いたりしても実現する

ことはできません。一人ひとりのレベ

ル、ミクロレベルでまず始める必要が

あります。それができて初めて、調和

を世界へと広げることができるのです。

世界にこんなにも不調和があふれてい

るのはこの点に気付いていないからで

はないでしょうか。この重要性に気付

いている人はほとんどいないでしょう。 

 

このように、調和のとれた生活を送る

ということに気付き、それを願い、そ

れに向かって努力することが大切です。

体、心、魂などの全レベルを総合的に

調和させることのできる最も大切な方

法は何でしょうか。自分の内の最奥部

にある魂（意識）につながることです。

魂につながればつながる程、魂以外の

全レベルを統合し調和させることがた

やすくなります。その理由は、私たち

の魂は私たちの人格の基礎であり、魂

の調和をとることに継続的に集中した

結果、自分という存在の調和をとるこ

とになるのです。 

 

植物に水をやる時は、葉や枝や花に水

を掛けるのではなく、土に水をやって

根に水が届くようにしますね。その結

果、植物の各部が自然と育まれていく

のです。 

 

自己の存在の体、心、魂などすべての

レベルを総合的に調和させた、手本と

なる人物はいるのでしょうか。もちろ

んいます。インドのスワーミー・ヴィ

ヴェーカーナンダやマハトマ・ガンデ

ィー、日本の弘法大師（空海）、アメリ

カのエイブラハム・リンカーンなどが

挙げられます。こうした人物らの言動

がこれ程までに大きな影響を与えた理

由は、彼らは自己の人格の調和がとれ

ていたことにあります。私たちも、自

分の調和がどれ程とれているかに従っ

て他者に影響を与えることができるの

です。さらに、個人のレベルでどれ程

調和がとれているかによって、総合的

で完成度の高い満たされた人生を送る

ことができるのです。 

 

2016年春の大分リトリート 

（じねんやすさん寄稿、一部編集） 

 

4月 9日、夜 8時頃、マハーラージが

臼杵市のじねんヨガ道場に御着きにな
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られました。約 20名でお迎えし、マハ

ーラージを囲んで一緒に夕食をいただ

き、其のあとサットサンガをしました。 

 

翌日は、朝の 5 時にはマハーラージは

祭壇の前で瞑想に入られました。その

後に続くように参加者が徐々に集まり、

マハーラージを囲むように座って瞑想

しました。そしてヴェーディックマン

トラを唱え、『バガヴァッド・ギーター』

を全員で朗誦しました。爽やかな朝が

始まりました。その後、公園でじねん

やす氏のリードで気功法をしました。 

 

そして朝食の後、マハーラージの講義

がありました。テーマは「輪廻とカル

マの法則」。昼食後、同じテーマでマハ

ーラージの講義が続きました。参加者

は 48名でした。 

 

マハーラージの講義の後、チャイをい

ただきながら、アンナプルナ農園のオ

トさんとラビちゃんが歌を歌ってくれ

ました。そして、午後 4 時に葉桜満開

の臼杵公園をバックに記念撮影をして、

杵築市のマナちゃんのドライヴでマハ

ーラージは帰路につきました。 

 

 

参加者のアンケートを読んで感動し

たのですが、参加者全員がマハーラー

ジの講義をもっと聞きたい、もっと「輪

廻」について知りたい、という感想で

した。この 20年来、マハーラージには

毎年大分に来ていただいておりますが、

今回が最大の参加者があり、参加者も

講義の内容を消化できるようになって

きております。来年が楽しみです。 

 

マハーラージ、ありがとうございまし

た。 
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スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ  

第 153回生誕記念祝賀会のお知らせ 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ生

誕記念祝賀会は、日本ヴェーターンタ

協会主催、インド大使館後援により毎

年開催される公開祝賀行事で、特定の

テーマについてのスピーチ、文化交流

プログラム、およびギャラリースペー

スでの写真展示が行われます。 

 

日時： 2016年 7月 10日（日）午後 1

時 30分～5時 

場所： インド大使館ホール（東京都千

代田区九段南 2-2-11） 

プログラム・ハイライト： スピーチ

（今年のテーマは「無私の奉仕」）、展

示会、文化交流プログラム 
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講演者： 

・スジャン・R・チノイ氏  在東京イ

ンド大使館、インド大使閣下 

・近衞 忠煇氏  国際赤十字・赤新

月社連盟会長、日本赤十字社社長 

・スワーミー・ボダサラーナンダ師  

ラーマクリシュナ・マト・アンド・

ミッション、アシスタント・ジェネラ

ル・セクレタリー 

・休憩時間中に、来場者全員に茶菓を

お出しします。 

・展示会： ギャラリーにてラーマク

リシュナ・ミッションによる災害支援

活動の写真を展示 

・文化交流プログラム：  

インドのヌプルナド・グループによ

るスワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

舞踊劇 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

（1863～1902）について 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは、

現代インドの預言者です。彼は人類愛

の人、普遍宗教の説教者、国際主義の

提唱者です。東西の碩学（せきがく）

たちは、彼の普遍的見解、全統合的な

研究態度、および魂をゆるがすような

説法を高く評価しています。1897（明

治 30）年に彼は、真我の実現および礼

拝の精神で人類に奉仕することを目的

とする国際的な精神組織ラーマクリシ

ュナ・ミッションを創設しました。 

 

この催しの目的 

この催しの目的は、この偉大なスワー

ミーに敬意を表し、彼の人格のさまざ

まの面を明らかにして、彼のメッセー

ジを深く考えようとするものです。そ

れは単に、私達がさまざまのレベルで

直面する問題を解決する助けとなるば

かりではなく、私達を、もっと高度の

意識状態にまで高めてくれることでし

ょう。 

 

（ご注意ください）大使館のセキュリ

ティ確保のため、入館には写真付き身

分証明書（運転免許証など）が必要で

す。 

 

日本ヴェーダーンタ協会の 2016年戸外

夏期リトリートのお知らせ 

 

 



 11 

2016年 7月 16日（土）～7月 18日（月・

祝） 

宿泊場所：福井市「みらくる亭」 森

に囲まれた自家源泉の宿 

福井県福井市市波町 38-2  

Tel: 0776-96-4141 / Fax: 

0776-96-4143 

<http://www.mirakurutei.jp/index.a

sp> 

 

主なプログラム： 

・スワーミー・メーダサーナンダによ

る特別講話  

「人生のサポート」～『バガヴァッ

ド・ギーター』の教えより～ 

・戸外瞑想 

・曹洞宗の大本山・永平寺にて瞑想・

朝課・拝観 

・ヴェーダの祈りと賛歌 

・ヨーガ 

・夕食後に懇親を目的とした集会 

・朝・夕食付 

 

参加費（宿泊費と食費のみ） 

・2泊 3日 ¥29.000 

・1泊 2日 ¥18.000 

・日帰り ¥9.000 

 

※締め切り 6月 20日 

※詳細は協会のウェブサイトをご覧く

ださい。 

 

忘れられない物語 

 

見方を変える 

 

ひどい目の痛みに悩まされている億

万長者の男がいた。数え切れないほど

の医者に行って治療をしてもらい、あ

りとあらゆる薬を飲み注射をしてもら

ったが、目の痛みはひどくなる一方だ

った。 

 

遂に、このような病気の治療が非常に

うまいと言われている僧侶が呼ばれた。

僧侶は億万長者の病状を確認すると、

「しばらく緑色のものだけを見るよう

にしなさい。他の色を見てはいけない

よ」と言った。変わった治療法だが、

必死の思いの億万長者は言われた通り

にすることにした。 

 

塗装工を何人か集めて緑色のペンキ

の入ったドラム缶をいくつも買うと、

億万長者は、自分の視界に入りそうな

ものをすべて緑色に塗るように命じた。

数日後、僧侶が億万長者の家を訪ねて

みると、召使がペンキの入った缶を持

って走ってきて、黄土色の僧衣を着た

僧侶にペンキをかけた。「ご主人様が緑

色以外のものを見て、また目が痛くな

ったら困りますので」 

 

この言葉を聞くと僧侶は笑い出した。

「緑色のレンズのメガネを買えばよか

ったですな。ほんの数ドルしかしない。

そうしたら、大枚をはたいて壁の塗り

替えやら植木やらあれこれ買わなくて
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済んだでしょうに。世界中を緑色に塗

るなんてできませんよ」 

 

自分の見方を変えれば、世界の見え方

もその通りになる。世界を自分に合わ

せて変えるのは愚かしい。まず自分を

変えよう。 

 

（Manita Kaur作（推定）） 

 

今月の思想 

 

「友情とは常に、甘美な責務である。

自分を利する好機では決してない」 

（ハリール・ジブラーン） 

 

発行：日本ヴェーダーンタ協会 
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