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2016年 7月 第 14巻第 7号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「揺るぎない強い気持ちで自身の信仰

を信じなさい。だが、偏狭と不寛容は

一切避けなさい。」 

（シュリー・ラーマクリシュナ） 

 

「私に身と心を委ねる程度に応じ、私

はその帰依した人に報いていく。プリ

ター妃の息子（アルジュナ）よ！人々

はあらゆる道を通って私のもとへやっ

てくる。」 

（シュリー・クリシュナ） 

『シュリーマッド・バガヴァッド・ギーター』 

日本ヴェーダーンタ協会、64頁 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016 年 9 月の予定 

・熊本地震義援金のお礼とご報告 

・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 

2016 年 7月 10 日（日）、東京・イン

ド大使館ホールにて開催 

※祝賀会の映像・写真は協会ホームページからも

ご覧いただけます。 

映像→http://www.vedantajp.com/映像ギャラリ

/2016年/ 

写真→http://www.vedantajp.com/写真ギャラリ

/2016年/ 

・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 

「歓迎のご挨拶」 日本ヴェーダー

ンタ協会プレジデント  

スワーミー・メーダサーナンダ 

・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 

在東京インド大使館  

アミット・クマール主席公使ご挨拶 

・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 

「ラーマクリシュナ・ミッションの

奉仕活動」 

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 

スワーミー・ボダサラーナンダ師 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

9月の予定 
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・9 月の生誕日 

 

スワーミー・アベダーナンダ 9 月 24

日（土） 

スワーミー・アカンダーナンダ 9 月

30 日（金） 

 

・9 月の協会の行事 

 

※スワーミー・メーダサーナンダ（マ

ハーラージ）は、9 月 26 日から 10 月

26 日まで訪印を予定しており、1 カ月

間協会を不在にします。 

 

9 月 3 日（土）～4 日（日）  茨城大

学シンポジウムにつきマハーラージ不

在  

 

9 月 13 日（火）～20 日（火）   

マニラ訪問につきマハーラージ不在  

 

9 月 4 日（日）、11 日（日）、18 日（日）、

25 日（日） 14:00～15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス   

場所：逗子本部 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） 

詳しくはヨーガ専用ホームページをご

覧ください。 

http://zushi-hatayoga.jimdo.com/ 

   

9 月 10 日（土）  14:15～16:30   

東京・インド大使館例会 ※9 月は第 2

土曜日に変更になりました。 

講話：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  

※入館に写真付きの身分証明書が必要

ですので、忘れずにご持参ください。 

   

9 月 11 日（日） 10:30～16:30  

逗子例会 ※9 月は第 2 日曜日に変更

になりました。 

場所：逗子本部 本館 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

※逗子例会は、協会のウェブサイトか

ら生放送（ライブストリーミング）で

ご覧になれます。 

例会開始時刻になったら、協会のウェ

ブサイトの「Home」ページの、画面左

側にある「LIVE Streaming」のアイコ

ンをクリックして下さい。 

 

9 月 13 日（火） 9：30～11：30  

※9 月はこの時間に変更になりました。 

賛歌と『ラーマクリシュナの福音』の

勉強会 

場所：逗子本部 本館 

※どなたでも参加できますが前日まで

に E メールで予約を入れてください。 

宛先： benkyo.nvk@gmail.com  

   

9 月 23 日（金） ナラ・ナーラーヤナ（ホ

ームレス神様への奉仕活動）  

現地でのお食事配布等  
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お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304  

      

9 月 24 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」  

※詳細はホームページをご覧ください。  

 http://vedanta.main.jp/index.html 

 

9 月 24 日（土）～25 日（日）   

ナマステ・インディア（東京・代々木

公園）  

日本ヴェーダーンタ協会は「ガンガー

ＣＤショップ」という店名で出店し、

書籍、CD 他、数々の品物を特別価格で

出品の予定です。 

参考 

http://www.indofestival.com/index.

html  

 

※今年のカーリープージャは 10月 29

日（土）19:00～、ライブストリーミン

グも予定しております。 

 

熊本地震義援金のお礼とご報告 

 

4 月 28 日から開始しました「熊本地

震被災者への義援金」募金活動につき

ましては、国内外から多くの方々のご

支援を頂戴いたしておりますが、6 月

30 日をもちまして終了させていただき

ます。 

 

また皆様からお預かりした義援金は、

熊本の信者グループ「まざーの会」を

通じて活用させていただきます。 

 

被災地の一日も早い復旧復興をお祈

り申し上げますとともに、ご協力いた

だきました皆様に心よりお礼申し上げ

ます。 

 

また、「ネパール地震」と「東日本大

震災」への募金活動も合わせて終了さ

せていただきます。 

 

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 

 

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 

2016年 7月 10日（日）、東京・インド

大使館ホールにて開催 

 

 

日本ヴェーダーンタ協会は、7 月 10

日（日）午後 1時 30分時から午後 5時、

東京・インド大使館のヴィヴェーカー

ナンダ文化センター（Vivekananda 

Cultural Centre、略称 VCC）ホールに

て、インド大使館のご支援および祝賀

委員会の協力の下、スワーミー・ヴィ

http://vedanta.main.jp/index.html
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ヴェーカーナンダ第 153 回生誕記念祝

賀会を開催しました。VCC 地下のギャラ

リーでは、今年の祝賀会のテーマ「無

私の奉仕」に沿って、ラーマクリシュ

ナ・ミッションと国際赤十字がそれぞ

れ行っている救護・支援活動と、日本

赤十字社と日本ヴェーダーンタ協会の

各々の震災支援活動を紹介する写真展

示会を開催しました。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

（1863～1902）（スワーミージー）は

近代インドの預言者で、人類愛の人、

普遍宗教の説教者、国際主義の提唱者

でした。東西の碩学（せきがく）たち

は、スワーミージーの普遍的見解、全

統合的な手法、魂を揺るがすような説

法を高く評価しています。1897 年（明

治 30 年）に、スワーミージーは真我の

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霊性の

組織ラーマクリシュナ・ミッションを

創設しました。 

 

協会が毎年開催するこの祝賀会の目

的は、この偉大なスワーミー（僧侶）

に敬意を表し、彼の人格の様々な面を

明らかにして、彼のメッセージを深く

考えることです。それは、私たちが様々

なレベルで直面する問題を解決する助

けとなるばかりでなく、私たちを高め、

より高い意識の状態へと導いてくれま

す。 

 

当日のプログラムは、日本ヴェーダー

ンタ協会会長のスワーミー・メーダサ

ーナンダ（マハーラージ）、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

リーのスワーミー・ボダサラーナンダ

ジー、および 2 人の日本人信者による

サンスクリット語のヴェーダの祈りで

始まりました。続いて、来場者全員が

起立し、マハーラージの先達ですべて

の人々の幸福と健康を祈願するマント

ラを唱え、熊本地震で亡くなられた

方々や被災された方々のために 2 分間

の黙祷を捧げました。 

 

 

次に、スワーミー・ボダサラーナンダ

ジーによるスワーミー・ヴィヴェーカ
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ーナンダへの花束奉納の儀式を行いま

した。ボダサラーナンダジーは、壇上

に飾られたスワーミージーの等身大の

御写真の前で介添えのマハーラージと

共に平伏し、花束を奉納しました。 

 

そして、マハーラージが英語で「歓迎

のご挨拶」を述べました。（このスピ

ーチはニュースレター本号に掲載。） 

 

スピーチの間、ステージ中央奥の大き

なスクリーンには日本語の翻訳が映し

出されました。祝賀会では、通訳者を

介すると時間がかかる、スピーチ中に

何度も間を置く必要があるため講演者

がリズムを取りにくく聞き手も集中が

途切れる、などの理由から、毎年、英

語のスピーチには和訳、日本語のスピ

ーチには英訳をスクリーンに映してプ

ログラムを進行しています。 

 

そして、在東京インド大使館主席公使

のアミット・クマール閣下に、協会発

行誌『普遍の言葉 特別号』をご披露

いただきました。また、日本赤十字社

社長 国際赤十字・赤新月社連盟会長

の近衛忠輝氏に、協会の新刊書である

スワーミー・ヤティシュワラーナンダ

師の著作『瞑想と霊性の生活 第 2 巻』

をご披露いただきました。 
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ここで、クマール公使が、在東京イン

ド大使館インド大使のスジャン・R・チ

ノイ閣下のメッセージを代読されまし

た。チノイ大使は、協会がスワーミー・

ヴィヴェーカーナンダ生誕記念祝賀会

をインド大使館 VCC にて開催すること

に大きな喜びを感じておられるとのこ

とで、スワーミージーが植民地時代の

インドに自信を与え、また無私の奉仕

とカルマ・ヨーガについての自身の考

えを大衆に説いたことを讃えられまし

た。クマール公使は続けてご自身のス

ピーチをされ、スワーミージーと時間

を超えたその普遍のメッセージを賞賛

されました。（クマール公使のスピー

チはニュースレター本号に掲載。） 

 

次に、「無私の奉仕」をテーマにご来

賓にスピーチをいただきました。1 人目

の講演者ボダサラーナンダジーは、ラ

ーマクリシュナ・マトとラーマクリシ

ュナ・ミッションの人道的・社会的奉

仕活動の背後にある理念についてその

要旨を簡単に説明され、実際に行って

いる様々な活動の概略をお話しになり

ました。（ボダサラーナンダジーのス

ピーチはニュースレター本号に掲載。） 

 

2人目の講演者である近衛忠輝社長は、

国際赤十字組織の成り立ちと世界各国

の赤十字・赤新月社の発展について、

第一次世界大戦などの歴史上の出来事

を踏まえながら詳細にご説明下さいま

した。ジュネーブ条約の締結や、最近

では国際刑事裁判所ローマ規程の成立

などにおいて赤十字が果たした役割も

詳説されました。（近衛忠輝社長のス

ピーチは、次号以降のニュースレター

に掲載の予定。） 

 

お二人のスピーチが終わると、日本ヴ

ェーダーンタ協会書記の三田村賢一さ

んが御礼の言葉を述べられ、第 1 部が

終了となりました。英語の司会の、祝

賀委員 ランジャン・グプタさんと、

日本語の司会の、協会会員 横田さつ

きさんが、30 分間の休憩をアナウンス

しました。 

 

休憩中、ロビーでは、J.S.チャンドラ

ーニさんが経営される「スパイスマジ

ック カルカッタ」にご提供いただいた

サモサ、インドのスイーツ、温かいチ

ャイが来場者全員に配られました。ま

た、協会の出版物や CD などもロビーで

販売されました。 

 

午後 4 時過ぎ、第 2 部の文化交流プロ

グラムが始まりました。初めに、シャ

ンティ泉田さんのキーボード伴奏によ

る協会の日本人信者 8 名のグループで

「心ひとつ」、続いてヨーガスクール・

カイラス横浜

（http://www.yoga-kailas.com）の大

人数のグループが「ヴィヴェーカーナ

ンダ」と、それぞれオリジナルの日本

語の賛歌を披露されました。最後の 1

曲は、ヴィヴェーカーナンダのメッセ

http://www.yoga-kailas.com/
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ージ映像をバックに、両グループ一緒

に歌われました。 

 

次に、インドのノプールナード・グル

ープによるスワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダの舞踊劇が披露されました。 

 

最後に、祝賀委員会書記チャンドラー

ニさんが御礼の言葉と閉会のご挨拶を

述べられました。約 300 名の来場者を

集めた祝賀会が無事終了しました。 

 

例年通り今年も来場者に対し、生誕祝

賀会のプログラム、協会の隔月発行誌
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『普遍の言葉』の特別号、協会の出版

物等のカタログ、協会とその活動を紹

介する小冊子の入った封筒が配布され

ました。また、今後の活動を企画・実

行する上で参考にさせていただくため

にアンケートのご協力も仰ぎました。 
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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 

2016年 7月 10日（日） 東京・インド

大使館ホール 

歓迎のご挨拶 

日本ヴェーダーンタ協会プレジデント 

スワーミー・メーダサーナンダ 

 

ご来賓の皆様、ご来場の皆様、 

 

本日は、このインド大使館ホールにお

越しいただき、スワーミー･ヴィヴェー

カーナンダ第 153 回生誕記念祝賀会に

ご参加くださいましたこと、心から御

礼申し上げます。1994 年から私共は毎

年このような祝賀会を開催しており、

今年で 22 回目になります。 

 

本日の祝賀会は、光栄にもインド大使

館首席公使のアミット･クマール閣下

にご臨席を賜りました。また、ラーマ

クリシュナ・マト・アンド・ミッショ

ンのアシスタント・ジェネラル・セク

レタリー スワーミー・ボダサラーナ

ンダ師と、日本赤十字社社長 国際赤

十字・赤新月社連盟会長の近衛忠輝氏

にもご列席賜りました。ラーマクリシ

ュナ・ミッションは、インドに本部を

置く世界的な宗教組織、慈善活動組織

です。国際赤十字・赤新月社について

は皆様よくご存じのことと思います。 

 

スワーミー･ヴィヴェーカーナンダ

（スワーミージー）は、現代世界のあ

らゆる人々にとって、平和と調和、善

意の預言者であったことは、多くの皆

様がご存じのことでしょう。没後 100

年以上が経った今でも、その魂のこも

ったメッセージは、平和と調和、善意

の世界を望む人々にとって多大なイン

スピレーションの源となっています。 

 

スワーミージーはまた、本日のスピー

チのテーマである「無私の奉仕」の強

力な信奉者であり支持者でした。本日

のプログラムは、長年にわたり「無私

の奉仕」を続けてきたことで名高いラ

ーマクリシュナ・ミッションと赤十字

において重職に就いていらっしゃる

方々から、その活動について直にお話

を伺い、私たち自身の生活でそれを実

践に移すきっかけをつかむ、めったに

ないチャンスです。 

 

ご来賓の皆様、ご来場の皆様、この祝

賀会にようこそお越しくださいました。

心より歓迎いたします。 

 

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 
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2016年 7月 10日（日） 東京・インド

大使館ホール 

在東京インド大使館 アミット・クマ

ール主席公使ご挨拶 

 

近衛忠輝 国際赤十字・赤新月連盟会

長、日本赤十字社社長様、 

スワーミー・ボダサラーナンダ 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

クレタリー師、 

スワーミー・メーダサーナンダ師、 

ご来賓の皆様、 

こんにちは！ 

 

この度、ヴェーダーンタ協会日本支部

がスワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

生誕 153 年記念祝賀会をインド大使館

で開催する運びとなりましたこと非常

にうれしく思っております。 

 

ご友人の皆様、初めに、チノイ大使か

らのメッセージを代読させていただき

たく存じます。 

 

「この度、日本ヴェーダーンタ協会が

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの

生誕 153 周年祝賀会を 2016 年 7月 10

日にインド大使館ヴィヴェーカーナン

ダ文化センターにて開催する運びとな

り、この上ない喜びを感じております。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは、

近代インドが誇る偉大な預言者の一人

です。若くしてこの世を去ったにも関

わらず、彼はインド社会に深遠な影響

を残しました。彼の思想と哲学は、植

民地として苦難の時にあったインドと

インド人に力を与え、自信で満たしま

した。彼の永続的な魅力は、彼の言葉

の悠久性と普遍性の証です。 

 

1893 年、スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダは、シカゴ世界宗教会議に出席

する旅の途中で日本に立ち寄りました。

彼は、愛国心や勤勉性、統一性、清潔

さ、そして鋭い審美眼といった日本人

が持つ数々の美徳に深い感銘を受け、

インドの若者に一生に一度は日本を訪

れるよう勧進しました。一方、スワー

ミー・ヴィヴェーカーナンダは、日本

で交流した多くの日本の友人や崇拝者

に深遠な印象を残しました。 

 

この度の記念式典のテーマである『無

私の奉仕』は、特に現代に即したテー

マであります。また、スワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダは奉仕を重要視す

る哲学を説いていました。この奉仕の

哲学が、無私無欲の行動と大衆のため

の大規模な社会奉仕を説くカルマ・ヨ
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ーガによって伝播されていることを考

慮しても、最適なテーマです。 

 

日本ヴェーダーンタ協会スワーミ

ー・ヴィヴェーカーナンダ生誕祝賀会

実行委員会の皆様のご多幸をお祈りし

ております。」 

 

ご友人の皆様、スワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダは、グルデヴ・ラビンド

ラナート・タゴールやマハトマ・ガン

ジーと同世代であり、近代インドの優

れた偉人の一人です。共に 1860年代生

まれの 3 人のリーダー達は、インドの

将来を様々な方法で形成し影響を及ぼ

しました。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは

長く生きる事は出来ませんでしたが、

それでも彼はインド社会に素晴らしい

影響を残しました。彼の哲学は、イン

ド社会を変化させ、インドが自信を取

り戻す一助となりました。当時、イン

ド人の自己肯定感は非常に低く、西欧

諸国に崇拝の対象と模範を求めました

が、スワーミー・ヴィヴェーカーナン

ダの言葉は、彼らの心を自己肯定感と

プライドで満たしました。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは、

深い精神性と強烈な批判的質問の精神

を融合させました。当時のヒンドゥー

教信仰に対し、スワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダは、「今のヒンドゥー教

はヴェーダにもプラナスにもバクティ

にもムクティにも即応していない」と

述べ、ヒンドゥー教が知識や倫理をも

追随しない宗教に堕落し、『不可触主

義』を標榜していると批判しました。

彼は、如何にして呼吸や接触だけで、

人が穢されたり清められたり出来るの

か、と理性的な質問を投げかけました。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダが

1893 年にシカゴで開催された世界宗教

会議で行ったスピーチはセンセーショ

ンを巻き起こしました。彼は、表面的

な言葉や教義、理論で魅力的に見える

宗教は宗教ではない、宗教とは自己実

現である、と簡潔な言葉を用いながら

も断固とした熱意をもって訴えました。

宗教とは、教義を理解するだけではな

く、教義をもって自己を成長させる事

であると訴えたのです。スワーミー・

ヴィヴェーカーナンダにとって宗教と

は、人間に内在する神性を顕現させる

ことだったのです。 

 

宗教が人間の内なる神性の顕現であ

るという考えの下、スワーミー・ヴィ

ヴェーカーナンダは、奉仕の哲学の意

義を明確に定め、カルマ・ヨーガを通

じて広め始めました。スワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダはこのように述べ

ています、「私は、神は霊魂の一つ一

つに内在する、ということが唯一の真

実であると悟った。霊魂に宿る神以外

の神は存在しないのだ。『魂に使える
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者』は、『神に仕える者』と同義なの

である。」 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは、

無私無欲の行動を通しての救済を説く

カルマ・ヨーガを唱道するバガヴァッ

ド・ギーターから古代の智慧を引用し

ています。スワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダは、バガヴァッド・ギーター

から次の詩を引用していますが、最も

頻繁に引用した詩ではないかと思いま

す。 

कर्मणे्यवाधिकारसे्त र्ा फलेषु कदाचन।  

र्ा कर्मफलहेतुर्भमर्ाम ते सङ्गोऽस्त्वकर्मधि॥ 

२-४७ 

この詩の意味は次の通りです。 

 

働く権利はあるが、その報酬について

の権利はない.報酬が行動を起こす動

機になってはならない。また、執着心

が無活動の理由になってもならない。 

 

この詩の原文は、戦場において自身の

従兄弟や叔父たちと対峙し、自信を失

い、失意に陥った強力な戦士アルジュ

ナに対し、クリシュナ神が述べた言葉

です。クリシュナ神はアルジュナに対

し、家族や友人といった狭い枠を超え、

国や社会のためその責任を果たすよう

訴えました。 

 

この詩は、大義のためにはその結果に

捕らわれる事なく、また執着すること

なく正しい行動をするよう導いていま

す。スワーミー・ヴィヴェーカーナン

ダは、この奉仕の概念を拡大したので

す。彼は、カルマとは人類全体への奉

仕、または説教であると理解していま

した。真の説教を行えるのは、真実を

悟ったシッダ・プルシャのみですが、

シッダ・プルシャになれる人は限られ

ています。多くの人々が人類への奉仕

に身を捧げなければなりません。スワ

ーミー・ヴィヴェーカーナンダは人類

への奉仕について次のように述べてい

ます。「誰もが奉仕する権利を持って

いるだけではない。他者から奉仕を受

けるのであれば、他者に対し奉仕を行

う義務を負うことになる」 

 

したがって、スワーミー・ヴィヴェー

カーナンダは、無私無欲の奉仕を、神

へ供物として納められる報酬のない奉

仕であり、そこには「奉仕をしてあげ

ている」という思考は存在しないと説

明しました。人類への奉仕は、名声や

評価への欲望なしに提供されるもので

す。また、スワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダは、無私無欲の奉仕活動は、

奉仕をしたいと考える人々を招集し、

集団の一部となり奉仕することを学ば

せ、またその奉仕活動を持続的に行う

上で、組織だった方法で行われる必要

があると主張していました。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは、

政治から距離を置いてはいたものの、

民衆の自由と平等、育成の重要性を
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度々説いていました。彼は、インドが

失墜した原因として、人民軽視と女性

の地位の低さの 2 点を挙げ、奉仕活動

に人々を動員することが、社会全体を

底上げする方法であると考えていまし

た。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは、

インドの独立運動を率いたリーダー達

に深遠な影響を与えました。パンディ

ット・ネルーは、同時期に活動したリ

ーダーの多くがスワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダに影響を受けたと認めて

いました。彼が唱道した大規模な奉仕

活動は、ガンジージがインドで政治動

員を開始した際、その活動をインド国

民が受け入れる素地を間接的に作りあ

げました。 

 

なぜ、スワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダの言葉は時間を超えて受け入れら

れるのでしょうか？彼の言葉が現代で

も人々を動かすのは、それらが基本的

な物事や、現代社会や世界が直面する

問題の側面について論じているからで

す。例えば、奉仕の重要性は今日にお

いても強調される事はまずありません。

確かに、私達は皆、個人、または集団

で、他者や私達が暮らす社会を改善す

るため様々な形で貢献できます。また

するべきです。小さな一歩を踏み出せ

ばよいなのですが、無私無欲の奉仕に

ついての想像力とイニシアチブが欠け

ているため、行動を起こせないでいる

のかもしれません。 

 

スワーミージーは、また、国家主義者

としても知られていましたが、狭義で

はそうではありませんでした。厳しい

批判も進んで受け入れられる人でした。

この姿勢からも、スワーミージーのメ

ッセージの普遍性が見て取れます。ス

ワーミージーは、インド発祥であるか

ら、西欧発祥であるからといった理由

で物事を受容したり拒絶したりはしま

せんでした。様々な考えに思慮深く対

応し、良質なものは受容し、有害なも

のを拒絶しました。 

 

最後に、スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダの言葉を日本に広めるため、絶

え間なく活動されている日本ヴェーダ

ーンタ協会の皆様に感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

 

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 

2016年 7月 10日（日） 東京・インド

大使館ホール 

 

「ラーマクリシュナ・ミッションの奉

仕活動」 

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 

スワーミー・ボダサラーナンダ師 
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ラーマクリシュナ・マトおよびラーマ

クリシュナ・ミッションは、非政治的、

非宗派主義の世界的な宗教組織で、

様々な形の人道支援活動や社会的奉仕

活動に 100 年以上従事しています。 

 

放棄と奉仕の理想を胸に、マトとミッ

ションの僧侶と信者は幾百万、幾千万

の男女や子供に奉仕しています。カー

スト、宗教、人種などで区別すること

は一切なく、ただ人々の中に生きてい

る神を見て奉仕をしているのです。 

 

この 2 つの組織は、ベンガル出身の 19

世紀の偉大な聖者で「近代の預言者」

とされているシュリー・ラーマクリシ

ュナ（1836-1886）と、その一番弟子で

近代随一の思想家、宗教家であり、西

洋の著名な学者 A.L.バシャムをして

「現代世界に影響を与えた主要な人物

の一人」と言わしめたスワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダ（1863-1902）によ

り創設されました。 

 

ラーマクリシュナ・マトとラーマクリ

シュナ・ミッションは、法律上も会計

上も別個の組織ですが、様々な点で密

に連携している、言わば双子の組織で

す。この双子の組織は、特定の宗教宗

派に偏らない普遍的な霊的運動を展開

しており、人類の霊性の復興を推進す

べく 100 年以上にわたり静かに活動を

続けています。 

 

このような変化促進の主な触媒とな

るのは、古代から伝わるインドの宗教

哲学「ヴェーダーンタ」です。インド

では、様々な時代に他の哲学体系もい

くつか生まれましたが、小規模な集団

に限定されていました。ヴェーダの時

代から今日までインドの宗教的伝統に

おいて主流の哲学であり続けるのは、

ヴェーダーンタだけです。古（いにし

え）の時代からのこの思想体系は、近

代においてシュリー・ラーマクリシュ

ナによって純化、統一、活性化され、

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダに

よって現代の言葉で解き明かされ、カ

ースト、宗教、人種の区別なく世界中

のあらゆる人々が知る機会を得たので

す。 

 

かつて類を見ないような霊的実践を

通じてシュリー・ラーマクリシュナが

生んだ霊性の力は、直弟子らによって

世界各地に伝えられました。現在、ラ

ーマクリシュナ・マトおよびラーマク

リシュナ・ミッションには 186のセン
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ターがあり、このうち 140 がインド国

内に、46 が国外にあります。国外のラ

ーマクリシュナ・ミッション・センタ

ーは主にヴェーダーンタ・ソサエティ

（ヴェーダーンタ協会）と呼ばれてお

ります。さらに、ラーマクリシュナ・

ミッションと同様の理想に基づいて活

動している非公式のセンターが 1200あ

ります。このように、シュリー・ラー

マクリシュナのメッセージと影響力は

広まり続けており、言わば「ラーマク

リシュナ・ムーブメント」（ムーブメ

ント＝大きな流れ、運動）を生み出し

たのです。 

 

ラーマクリシュナ僧団は改宗を良し

としておりません。また、僧団にはオ

カルト的要素、際物（きわもの）的要

素はありません。個々人の霊的成長と

無私の奉仕に、僧団は最も重きを置い

ています。各センターは「宗教間の調

和」の概念を活動の原動力として、異

なる宗教を持つ人々が友情と相互理解

の精神の下に集い、自身の宗教を捨て

ることなく互いから学び合うことを奨

励しています。シュリー・ラーマクリ

シュナの御言葉を借りれば、「神は様々

な求道者、様々な生活、様々な国に合

うように様々な宗教を用意されている

…異なる教義はいろいろあるが、それ

らはすべて、単に道がたくさんあるの

と同じだ。各々の道が神ご自身であら

れるのでは断じてない。誠に、どの道

であろうと心からの信仰心を以てその

道をたどれば、人は必ず神に到達する

ことができる」のです。 

 

シュリー・ラーマクリシュナはこの組

織のゴールを自ら決められました。あ

る日、ヴィシュヌ派の言う慈悲の概念

について議論していたとき、シュリ

ー・ラーマクリシュナは忘我の状態か

ら戻られて突如言われました。「生き

物への憐れみだと！馬鹿者め！大地を

這（は）うミミズのようにちっぽけな

お前たちが他人に憐れみを示すだと！

そんなことを言うお前たちは何様だ。

他人を憐れむのではない、仕えるのだ。

人を真の神の現れだと見るのだ。」 

 

その場に居合わせた者は皆この言葉

を聞きましたが、この啓示の深い意味

を理解したのはヴィヴェーカーナンダ

だけでした。部屋の外で、ヴィヴェー

カーナンダは他の者たちにこう言われ

ました。 

 

「師のこの御言葉の中に何と素晴ら

しい光を見たことか。バクティの理想

とヴェーダーンタの知識とを何と美し

く調和させられたのだろう…。この世

界とそこに存在する創造物として姿を

現されているのは、神ご自身だけなの

だ。人を神の現れと見て奉仕すること

はハートを純化し、求道者のゴールへ

の歩みを早めてくれる。」 
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またある日、シュリー・ラーマクリシ

ュナがナレン（ヴィヴェーカーナンダ

の俗名）に何がほしいかとお尋ねにな

ると、ナレンはサマーディにずっと入

り続けていたい、感覚の世界には食べ

物を少し食べるために時々降りて来る

だけにしたい、と答えられました。す

ると師は大声で言われました。「恥を

知れ！そんな小さな人間になってはい

けないよ。バニヤンの木のように、た

くさんの人のために木陰を作り避難所

となってやりなさい。」ここでも、同

胞への奉仕を、悟りを得る方法と考え

ることが強調されています。 

 

こうしてヴィヴェーカーナンダは、ギ

ャーニはヴィッギャーニとならねばな

らないと理解したのです。ギャーニは

ブラフマンだけが実在と考え世を放棄

しますが、ヴィッギャーニはもう一歩

踏み出して、ブラフマン以外には何も

ない、この世界もそこに存在するもの

もすべてブラフマンの現れであると考

えます。同胞から逃げ出すのではなく、

同胞に仕えて同胞を礼拝するのです。

「shiva jnane jiva seva」です。シュ

リー・ラーマクリシュナはこう言われ

たものです。「土の像を通して神を礼

拝できるのなら、人間を通して礼拝す

ることもできるではないか。」スワー

ミー・ヴィヴェーカーナンダが決めた

マトとミッションのモットーは

「Atmano mokshartham jagad hitaya 

cha」すなわち「自らの救いのために、

世界の幸福のために」です。 

 

私たちの奉仕活動の背後には、インス

ピレーションの源があります。その主

たる源とは、シュリー・ラーマクリシ

ュナの生涯に起きた 2 つの重要な出来

事です。この出来事の中で、師は自ら

福祉活動を始められ私たちに模範を示

されたのです。1 つ目の出来事は、シュ

リー・ラーマクリシュナが巡礼の旅に

出てヴァーラーナシーなどの聖地に向

かっていたときのことです。デオガル

に到着し、地元の人々の悲惨な状況を

目にして圧倒された師はモトゥル・バ

ブーに言われました。「頭を涼しくで

きるよう、この人たちに油を十分にや

っておくれ。身につける布もだ。それ

に、一度でいいからお腹いっぱい食べ

させてやっておくれ。」モトゥルは初

めのうち少しためらっていました。貧

しい人々にお金をすべて使ってしまっ

ては巡礼を続けることができなくなる

と感じたのです。シュリー・ラーマク

リシュナはモトゥルの答えに満足せず、

村人の惨めな状況を見たその目からは

止めどなく涙が流れました。「いいか

い、お前の行きたいヴァーラーナシー

に私は行かないよ。ここに残ってこの

人たちといる。この人たちには自分の

物と呼べる物は何もないんだ。この人

たちを残して行くなんて、私はしな

い。」モトゥル・バブーは頼まれたと
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おりに必要な物を買って地元の人々に

配らねばなりませんでした。 

 

2 つ目の出来事もこれと似ています。

1870 年のある時、モトゥル・バブーは

地代を集めに自分の所有する農園の 1

つに向かう際、シュリー・ラーマクリ

シュナと一緒でした。当時モトゥルの

小作人は非常に厳しい状況を切り抜け

ようとしているところでした。凶作が 2

年続いたため、地元の人々は飢餓に瀕

していたのです。周囲が恐ろしいほど

の貧困に見舞われているのを目にして、

ラーマクリシュナの優しいハートは大

きな衝撃を受けました。師はモトゥ

ル・バブーに、地代を取らずに小作人

らに食べ物をやって経済的援助も与え

るように頼みました。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダも、

行脚（あんぎゃ）僧としてインド全土

を遍歴する間に貧しい大衆の貧困と無

力さを自らの目でご覧になりました。

ロマン・ロランの言葉を借りれば、「人

間の姿をした神が苦しんでいらっしゃ

る」のを目にされたのです。スワーミ

ー・ヴィヴェーカーナンダは、こうし

た人々の状況の改善に生涯を捧げると

決意されました。西洋に渡られた主な

理由の 1 つは、インドでのこの仕事の

資金を得ることでした。 

 

ラーマクリシュナ・ミッションが 1897

年 5 月 1 日に創設されてから 1年後、

コルカタでペストが流行しました。当

時スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

はダージリンで休養していましたが、

これを知ると兄弟弟子らに病人の看護

や世話を始めるよう頼みました。兄弟

弟子たちは命懸けで病人の看護にあた

り、スワーミージーも自ら活動を指揮

しました。これらの僧侶らに加え、シ

スター・ニヴェーディターやカレッジ

の学生らも病人を看護しました。この

活動を行うために資金が必要でしたが

ミッションにはお金がありませんでし

た。するとスワーミージーは、ベルル・

マトに新たに購入した土地を売って必

要な資金を確保する、と宣言したので

す。しかし、幸運にも資金は手に入り、

この土地は売らずに済みました。 

 

ミッションは時折、社会福祉団体と間

違えられます。確かに社会奉仕を大規

模に行っていますが、基本的には宗教

組織で、人々が神の悟りを得る手助け

をすること、人間を高めるための支援

を行うことをその目的としています。

ミッションには素晴らしい特長がいく

つかありますが、その中で最も重要な

ものは、ミッションが誰にでも開かれ

ていることでしょう。宗教に関係なく、

ヒンドゥー教徒、仏教徒、イスラム教

徒、キリスト教徒など万人に開かれて

います。篤（あつ）い信仰を持つこと

とすべての宗教を同様に敬うことを、

ミッションでは重視しています。 
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ミッションの奉仕活動は次のカテゴ

リーに分類することができます。 

 

1. 霊的活動と文化的活動 

2. 一般大衆の教育 

3. 医療活動 

4. 災害支援活動と復旧活動 

5. 農村や部族の振興発展 

6. 福祉活動 

 

1. 霊的活動と文化的活動 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは

世界を霊的思想で満たし一般大衆を向

上させたいと考えておられました。体

や知性が強くあるべきなのと同じく、

いわゆる経済的発展により道徳心が損

なわれないよう霊的な土台も強化せね

ばならない、というご意見でした。こ

の目的のために私共では、シュリー・

ラーマクリシュナやヴィヴェーカーナ

ンダ、インドの文化的遺産に関する多

数の書籍を、様々な言語で出版してい

ます。さらに各地のセンターやセンタ

ー以外の場所で講話も行っています。

これまでに各出版センターから約 3500

の出版物を諸言語で発刊しました。 

 

2. 一般大衆の教育 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダが

様々な教育機関を開設した狙いは、近

代科学やテクノロジー、職業実務に役

立つ理系科目、加えて芸術、英語など

のいわゆる世俗的な科目と、古代のウ

パニシャド、ヴェーダの文学、サンス

クリットなどの言わば霊的な科目とを

教え、知性もハートも技術も十分に発

達した完全な人物を創出することでし

た。最終的にはベルル・マトが本格的

な大学へと発展していくことを望んで

いたのです。マトとミッションで現在

運営している教育施設は、オフキャン

パスの 5 つの学部を有する大学院が 1

つ、サンスクリット語専門の大学を含

む 12 の大学、初等～中等教育を提供す

る学校が 507、語学学校が 2 つ、専門学

校が 4 つ、工業高校が 6 つ、職業訓練

センターが 79、学生寮が 100、孤児院

が 6 つ、障がい者センターが 2つ、ヴ

ェーダの教育機関が 1 つ、非公式の教

育センターが 129 あります。これらの

施設の運営費用合計は、2014 年度（2014

年～2015年）では 28億 8千万ルピー（約

43 億円）でした。毎年数十万人の生徒

や学生がこれらの学校で勉強していま

す。ラーマクリシュナ・ミッションの

教育機関の基本的な特徴として、多数

の僧侶が積極的に運営に関わり献身的

に活動していること、霊的な教育と世

俗的な教育の両方が提供されているこ

とが挙げられます。 

 

3. 医療活動 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは、

ハリドワールやリシケーシュで病に苦

しむ僧侶を目にし、弟子のスワーミ
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ー・カッリャーナーナンダにこうした

僧侶らの世話をしに行く任務を与えま

した。スワーミー・カッリャーナーナ

ンダとその有能なアシスタントのスワ

ーミー・ニシュチャラーナンダは、施

物で生活しながらカンカル（ハリドワ

ール県にある場所）に 2 部屋の診療所

を開設し、僧侶だけでなく貧しい病人

らの世話もしました。しばしば 2人は、

病人を背負って体を拭いてやらねばな

りませんでした。昔からの伝統的な僧

侶らは、2 人を嫌って「ゴミあさりの坊

主」と呼びました。しかし今では、ス

ワーミー・カッリャーナーナンダとス

ワーミー・ニシュチャラーナンダは非

常に高い評価を受け尊敬されています。

また、2 人が開設した診療所はやがて大

きな病院になりました。その後ラーマ

クリシュナ・ミッションでは、ヴァー

ラーナシーやブリンダーヴァン、マヤ

ヴァーティ、コルカタ、ラクナウ、ト

ゥリヴァンドラムなど、各地に多くの

病院を創設しました。2014 年度、マト

とミッションの保有する医療施設は、

病院が 14（病床数 2332）、屋外診療所

が 113、移動診療所が 59 でした。病院

や診療所は、都市や町だけでなくヒマ

ラヤの小さい村にもあり、主に貧しい

人々に医療を提供しています。2014 年

度にこれらの医療センターで治療した

患者数は 810 万人以上にのぼります。

さらに、主に田舎の地域で運営されて

いる多数の医療キャンプでも多くの患

者の治療に当たっており、1 万 1千人以

上が白内障の手術を無料で受けていま

す。また、マトとミッションの運営す

る看護学校が 7 つあり、毎年 700 名の

学生が訓練を受けています。老人ホー

ムも 3 つあります。2014 年度には医療

サービスに約 18 億 7 千万ルピー（約 28

億円）を支出しました。 

 

4. 災害支援活動と復旧活動 

 

ラーマクリシュナ・ミッションの様々

な災害支援活動には、ミッションの歴

史と同じ長さの歴史があります。とい

うのも、1899 年 5 月にスワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダがミッションを創

立して 2 週間も経たないうちに、最初

の支援活動がスワーミー・アカンダー

ナンダによって行われたのです。スワ

ーミー・アカンダーナンダが行った人

道支援のインスピレーションの源とな

ったのは、師シュリー・ラーマクリシ

ュナがよくおっしゃっていた「土の像

を通して神を礼拝できるのなら、人間

を通して礼拝することだってできるで

はないか」という言葉でした。スワー

ミー・アカンダーナンダは行脚僧とし

て旅をしていてムルシダーバードに着

いたとき、飢饉のために、現地の人々

がどうしようもない程の悲惨な状況に

置かれているのを目にして衝撃を受け

ました。無一文の僧侶でしたが、目に

涙を浮かべて毎日シュリー・ラーマク

リシュナに「この貧しい人々に仕える

ことができますように」と祈りました。
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スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは

アカンダーナンダを励まして 150 ルピ

ーを送り、直ちに活動を始めるように

指示しました。こうしてラーマクリシ

ュナ・ミッションの最初の支援活動が

始まり、ラーマクリシュナ・ヴィヴェ

ーカーナンダ・ムーブメントの新たな

局面の幕が開けたのです。 

 

次の最も重要な支援活動は 1898年に

コルカタでペストが最初に発生したと

きと、1899 年に再発したときです。人々

はパニックに陥りコルコタから逃げ出

し始めました。スワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダはその時ダージリンで休

養中でしたが、この知らせを聞くと急

いでコルコタに戻り支援活動を開始し

ました。 

 

過去 100 年にわたり、災害が発生する

度に様々な支援活動を展開してきまし

た。災害支援活動を主に行っているの

はラーマクリシュナ・ミッションで、

災害には、洪水、飢饉、干ばつ、地震、

サイクロン（台風のような暴風雨）、

高波・津波、森林火災などの天災と、

暴動、地域的騒乱、放火、失火などの

人災があります。災害発生のニュース

が報道されると、ミッションでは直ち

に被災地にチームを派遣して災害の程

度を評価し、被災者に必要な物を正確

に把握します。 

 

支援活動には、初期支援、復旧、継続

プロフラムの 3 つの段階があります。

災害で多数の住居が破壊された場合、

少なくとも、最も被害の大きかった被

災者の生活を復旧させる措置が講じら

れます。ミッションが展開した主な支

援活動・復旧活動として、1947 年のイ

ンド・パキスタン分離独立の際のクル

クシェートラおよび東パキスタン難民

支援活動、1948 年のビルマ難民支援活

動、1971 年のバングラデシュ難民支援

活動、1977～1978 年のアーンドラ・プ

ラデーシュ州サイクロン支援復旧活動、

2001 年グジャラート州地震支援活動な

どがあります。災害支援・復旧活動は

インド国内だけにとどまりません。ス

リランカ、ネパール、バングラデシュ

でも災害発生時に支援活動を行いまし

た。また初期支援は、1992 年のロシア

や、日本の東日本大震災発生時にも行

いました。最近ではフィジーでも実施

しています。このような活動のために

毎年多額の資金を充当しています。 

 

5. 農村や部族の振興発展 

 

インドでは一般的に、部族民は国内の

先進地域から離れた、森林や丘陵など

の非常に奥まった地域に住んでいます。

1966 年頃、インド政府から招致を受け

て、私共は中国とインドの国境に面し

ているアルナーチャル・プラデーシュ

州に地域振興のためのセンターを開設

しました。ミッションによる部族民へ
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の奉仕活動が新局面を迎えたのです。

アロングとナロッタム・ナガルに教育

センターを、イターナガルには医療セ

ンターを開設し、この奥地の 3センタ

ーでミッションは優れた活動を展開し

ています。 

 

こうした貴重な経験を基に、ラーマク

リシュナ・ミッションでは部族民のた

めの新たな活動に乗り出しました。チ

ャッティースガル州のナラヤンプール

県に、アブージュマール（「未知の丘

陵」の意）という 2 万 5 千平方㎞にわ

たる丘陵があります。ここには過去 800

年間ある部族が住んでおり、彼らは文

明というものをまったく知りません。

国は、政府機関を通じてこの地に接触

を図ろうとしたものの非常に難しいと

感じ、ラーマクリシュナ・ミッション

にこの難題への取り組みを託しました。

毛沢東主義者が多数いるこの地域で、

ミッションは教育活動、医療活動、農

業活動を継続的に実施しており、これ

により多くの賞を受賞しています。農

村や部族の人々のために、マトとミッ

ションでは 2 つの農業研究機関と 8 つ

の農村振興機関を運営しています。さ

らに農家の人々に対し、農産物のより

良い栽培法を教育したり、飼料や肥料、

経済的援助などを提供したりしていま

す。また、トイレやパッカハウス（レ

ンガ造りの家）の建設、荒れ地の開発、

農業フェアの開催、土壌試験、果樹や

樹木の植樹などのプロジェクトも実施

しています。井戸を掘削して飲料水も

提供しています。 

 

6. 福祉活動 

 

本部でも支部でも、多数の学生に対し

奨学金を支給し、また、生活に困窮す

る患者や高齢者に対しては医療扶助や

経済援助を行っています。2014 年度は

この費用として総額 1 億 6 千 600 万ル

ピー（約 2 億 5 千万円）を支出してい

ます。これは、貧しい生徒のための教

育施設や貧しい患者の治療のための病

院・療養所のために充当している資金

とは別の支出です。マトとミッション

では女性への奉仕活動も行っており、

病院に産科を設置し、女性用の老人ホ

ーム、看護学校、農村部の女性のため

の自助グループや職業訓練センターを

運営したり寡婦給付金を毎月支給した

りしています。 

 

ラーマクリシュナ・マトおよびラーマ

クリシュナ・ミッションの現在がある

のも、ひとえに、多数の信者の皆様の

愛と思いやり、慈愛のおかげであるの

は言うまでもありません。インド国

内・国外を問わず、個人や組織の皆様

の寛大で温かい御心が、ミッションに

よる奉仕活動の経済面を主に支えてい

ます。また、インド中央政府や各州政

府からも助成金という形で教育機関の

運営の一部をご支援いただいています。

今後もラーマクリシュナ・マトおよび
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ラーマクリシュナ・ミッションでは、

皆様から善意とご協力をいただきなが

ら、支援を必要とする人々に何十年、

何百年とご奉仕を続けていく所存です。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

忘れられない物語 

 

そろそろ定年を迎える、年配の大工が

いた。大工は、契約先の業者に、仕事

を辞めて妻と一緒に孫たちの相手をし

ながらのんびりと暮らす計画を話した。

収入がなくなるのは寂しくなるだろう

が、退職は必要だったし、暮らしてい

くことはできる。業者は腕のいい大工

がいなくなるのを残念に思い、「個人

的なお願いとして、あともう 1件だけ

家を建ててもらえないだろうか」と頼

んだ。 

 

大工はこれに応じたが、やがて最後の

仕事に取り掛かったとき、大工の心が

もう仕事にはないことは手に取るよう

に明らかだった。手を抜き、質の悪い

建材を使って家を建てていった。不幸

な引き際と言えるほど、ひどい仕事ぶ

りだった。 

 

家が完成すると、検収にやって来た業

者は玄関の鍵を大工に渡した。「これ

を君にあげよう。私からのプレゼント

だよ」と業者は言った。 

 

何ということをしてしまったのだ！

自分の家を建てているのだと知ってさ

えいれば、大工の仕事ぶりは全く違っ

ただろう。今や大工は、手抜きして建

てた家に住まねばならなかった。 

 

私たちも同じだ。人生という家を建て

るのに、何かに気を取られて集中せず、

行動しているのではなく反応している

だけで、最良でない家を喜んで建てる。

肝心なときにベストを尽くさず、その

後、自らが作り出した状況に気付いて

驚愕する。私たちが住んでいるのは自

分が建てた家なのだと。そうだと分か

っていれば、違う建て方をしていただ

ろうに。 

 

自分を大工だと考えて、自分の家をイ

メージしてみよう。毎日、釘を打ち、

板を置き、壁を立てる。賢く建てなけ

ればダメだ。自分に建てられるのはこ

の人生だけなのだ。あと 1 日しか住ま

ないとしても、その 1 日は優雅に尊厳

を以て生きるのに値する。壁に掛かっ

たプレートにはこう書いてある。「人

生は、自分自身が成し遂げるプロジェ

クトである。」あなたの人生の明日は、

今日どのように生き、どのような決断

をしたかの結果である。 

 

（ヴィヴェーカーナンダ・スタディ・

サークル） 

 

今月の思想 
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「自分を見つける最良の方法は、他者

への奉仕に没頭することである。」 

（マハトマ・ガンディー） 
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