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2016年 2月 第 14巻第 2号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「善や悪について話すとき、その場に

いる誰もが話の一部を多少なりとも担

っているのを忘れてはなりません」 

 

（シュリー・サーラダー・デーヴィー 

ホーリー・マザー） 

 

口に入るものは人を汚さず、口から出

て来るものが人を汚すのである。」 

（マタイによる福音書 15 章 7節。『和

英対照聖書 新共同訳』日本聖書協会、

2001 年） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016 年 9 月～10 月の予定 

・スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

第 153 回生誕記念祝賀会でのスピーチ 

「赤十字の歴史と原則および活動」 

日本赤十字社社長、国際赤十字・赤

新月社連盟会長 近衞 忠煇氏 

・スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

第 153 回生誕記念祝賀会でのスピーチ 

「御礼の言葉」 

日本ヴェーダーンタ協会書記  

三田村賢一氏 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

今月の予定 

 

2016年 9月～10月の予定 

 

・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～10 月 26

日に訪印するため、約 1 カ月間協会を

不在にします。 
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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  

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。  

   

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。 
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参考 

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

ml  

 

・10月の協会の行事 

 

10 月 2 日（日）、9 日（日）、16 日（日）、

23 日（日）、30 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/ 

 

10 月 28 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  

お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304  

 

10 月 29 日（土） 19:00〜21:30 

カーリー・プージャー 

場所：逗子本部 別館 

19:00 礼拝・アラーティー・花の礼拝 

20:00 火の儀式（護摩） 

21:00 夕食（プラサード） 

お問い合わせ：協会 046-873-0428 

※どなたでもご参加いただけます。皆

様のお越しを心からお待ちしておりま

す。 

 

10 月 30（日） スワミ・チダナンダ生

誕 100 周年記念 

お問い合わせ：友永ヨーガ学院 

https://www.tomonagayoga.org/chida

nanda/ 

 

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 

テーマ：「無私の奉仕」 

 

スピーチ：「赤十字の歴史と原則およ

び活動」 

日本赤十字社社長、国際赤十字・赤新

月社連盟会長 

近衞 忠煇氏 

 

ご存じの方も多いと思いますが、赤十

字は、戦争の犠牲者を敵味方の区別な

く救護するために 1863 年に生まれま

した。赤十字の創設者はスイス人の実

業家アンリー・デュナンです。そのき

っかけは 1859 年、仕事でたまたま訪れ

たイタリアで、イタリア統一をめぐる

オーストリアとフランスの対戦に遭遇

し、戦場に打ち捨てられた傷病兵らの

悲惨な姿に衝撃を受けたことでした。

デュナンは、何とかしようと近隣の村

などからボランティアを集めて負傷者

の救護活動に当たりました。 

 

その 3 年後『ソルフェリーノの思い

出』という本を出版したデュナンは、
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その本の中で、敵味方の区別なく中立

の立場で負傷者を救護するボランティ

アの組織を各国に作ること、その組織

が中立の立場で活動ができるよう国際

的な取り組みをすることを提唱しまし

た。この提案が各国の指導者らを動か

し、1863 年に、現在の赤十字運動推進

の母体となっている赤十字国際委員会

（International Committee of the 

Red Cross、略称 ICRC）が設立されま

した。翌 1864 年に、最初のわずか 10

カ条のジュネーブ条約（赤十字条約）

が締結されました。この条約の中で、

「赤十字の旗の下で救護活動に携わる

人や施設は攻撃の対象としてはならな

い」と決められました。 

 

負傷者を救護するボランティアの組

織を各国に作るというデュナンの 1 つ

目の提案は、ヨーロッパ各国に赤十字

社が設立されて実現しました。日本で

は 1877 年、赤十字社の前身となる博愛

社が設立されました。当時の日本は、

1864年の赤十字条約に加盟していなか

ったため、赤十字という名称を名乗る

ことが許されませんでした。1886 年、

日本が条約に加盟したことにより、そ

の翌年に博愛社は日本赤十字社（日赤）

に生まれ変わりました。アジア初の赤

十字社でした。戦争に備えて医師や看

護師など救護に必要な人材を養成する

と共に、救護の拠点とするために 1886

年に最初の病院を設立しました。この

病院が発展したものが、現在広尾にあ

る日赤医療センターです。また、1890

年から看護師の養成も行っています。 

 

 

その後、日清戦争、日露戦争、第一次

世界大戦、第二次世界大戦などで日赤

は傷病兵の救護にあたり、日本各地に

病院を開設しただけでなく海外の戦地

にも救護団を送り出しました。その結

果、従軍した若い看護師らの命も数多

く失われています。第二次世界大戦後
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は、平和憲法の下で日本は戦争と直接

関わることがなくなり、日赤の活動も

大きく変わりました。現在、日赤の病

院は全国で 92、ベッド数は約 3万 6 千

床となり、地域の拠点病院として救命

救急、急性期医療、災害救護を特色と

した活動を行っています。そして、こ

の全国規模のネットワークを活かして、

東日本大震災や熊本地震などのような

大災害の時に一致団結して対応してい

ます。また、25 の看護師養成施設・大

学があり、日赤が養成する看護師の数

は日本全国の看護師学校卒業生の約

3%にあたります。さらに、1960 年代

から血液事業（編集者注：献血の受付

から、医療機関への血液製剤提供まで

の一連の事業）も展開しており、輸血

用血液製剤の原料となる血液は日赤が

100％供給しています。その他、救急法

の講習、青少年赤十字、ボランティア

など様々な活動を行っています。そし

て、国際赤十字の有力なメンバーとし

て、国際的な災害や紛争での救護、途

上国における赤十字社の活動支援にも

あたっています。日赤の活動規模とし

て参考までに申し上げますと、今年度

の予算は約 1兆 2 千億円で、現在、職

員数は約 6万 6 千人と大きな組織とな

っています。この予算・人員の 80%は

病院の運営に充てられ、またその財源

は国の定める社会保障費や診療報酬で

すので、日赤は募金で病院を経営して

いるわけではありません。しかし、災

害救護や国際的活動の財源は、個人や

企業からのや会費によって賄われてい

ます。 

 

世界各国の赤十字社の状況や、各赤十

字社とその国との関係は千差万別です。

例えば、インドの赤十字は、かつては

活発に国際活動を行っていましたが、

現在は国内活動に重点を置いています。

一方、欧米の赤十字社はどちらかとい

うと国際活動に重点を置いています。

しかし、災害救護、健康増進・管理、

非暴力の文化と多様性の尊重はすべて

の社が取り組むべき共通の活動とされ

ています。 

 

第一次世界大戦後、国際連盟が創設さ

れ、国際紛争はすべて話し合いで解決

されるということになりました。そう

なると、戦地での活動を目的とする赤

十字の存在は必要でなくなります。し

かし実際には、大戦後、大量の難民や

生活困窮者の発生、感染症の蔓延など

により、赤十字の出番は減るどころか

却って増えたのです。そこで、各国の

赤十字は、それまでに培った経験を平

時に活かすため、1919 年、平時の活動

を推進・調整する機関として赤十字社

連盟を設立しました。日赤は、アメリ

カ、イギリス、フランス、イタリアと

共にこれを創設した 5 社の一つとなっ

ています。現在では名称が国際赤十

字・赤新月社連盟（International 

Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies、略称 IFRC）に変
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わり、スイスのジュネーブに本部を置

いています。190 の国・地域が加盟し

ており、このうち 34 は赤新月社という

名称で、イスラエルはダビデの星を、

その他は赤い三日月を標章として掲げ

ています。2009 年に私はアジア人とし

て初めて IFRC の会長に選出されまし

た。 

 

各国の社は標章や活動、政府との関係

はそれぞれ異なりますが、全社には共

通の 7 原則「人道、公平、中立、独立、

奉仕、単一、世界性」があります。こ

のうち、「人道、公平、中立、独立」

は人道的活動を行う上で欠かせない原

則として国連でも共有されています。

また、赤十字・赤新月社が他の国際機

関と異なる点として、国際的なネット

ワークを活かして助け合うことができ

るという「世界性」が挙げられます。

各国・地域に組織があるということは、

当然、そこの地域社会まで広がるボラ

ンティアのネットワークがあります。

このため、何かが起きて外国から援助

が来たときに、世界標準だからと押し

つけることなく現地の意向を尊重しな

がらやっていくことができるのです。 

 

通常、災害時には被災国の社からの要

請で連盟が援助要請を発表し、各社は

それに応えて、資金や人、物資を提供

します。「なぜもっと早くやらないの

か、もっと人を送らないのか」という

お叱りを受けることがよくありますが、

国際的な調整の下で本当に必要なもの

を必要なときに送るルートを築いてい

ます。 

 

また、多くの国では外国から人や物が

入ることに制約を課しています。これ

は、医師の診察に間違いがあったら誰

が責任を取るのかが明確でない、大量

の支援物資の通関に時間がかかる、な

どの理由があるからです。このため赤

十字では国際的なガイドラインを作り、

日頃から各国がそれに沿って法整備を

しておき万一の場合に備えることを勧

めています。 

 

赤十字・赤新月社が行っている具体的

な救援活動の例をお話しします。2001

年にインドのグジャラートで発生した

インド西部地震はマグニチュード 7.9

という非常に強い地震で、犠牲者約 2

万人、負傷者約 17 万人、倒壊家屋 40

万戸という大変大きな災害となりまし

た。IFRC では、毛布の提供の他、欧米

各国の社から医療スタッフ、給水や無

線通信の専門家などを派遣しました。

日赤も医療チームを送り、約 2カ月間

にわたり 5千 500 人の傷病者の治療に

あたりました。 

 

東日本大震災では、日本は支援を受け

る側となり、海外約 100 カ国の赤十

字・赤新月社やその他の組織から 1 千

億円超の救援金をいただきました。100

カ国もの国ですから、中には小さな国
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や豊かでない国もあります。学校の子

供たちがお小遣いを貯めて送ってくれ

たお金もありました。 

 

昨年 4 月のネパール地震では、24 カ

国から 250 人の関係者が現地に入りま

した。カトマンズは高地にありアクセ

スの難しい所であるため、救援物資を

送るのが大変でした。また、国も政治

的に不安定な状況にあったため、復興

活動は大変遅れています。 

 

さて、アンリー・デュナンが創設した

赤十字国際委員会（以下、国際委員会）

ですが、これはジュネーブに本部を置

くスイスの法人で、理事は全員スイス

人と決まっています。主な活動は、紛

争・戦争時の救護活動、行方不明者の

安否調査、捕虜や政治犯の人道的待遇

確保、ジュネーブ条約の推進と遵守確

保で、年間予算の 80%は各国政府が負

担しています。この国際委員会がスイ

スにある理由は同国が永世中立国であ

るためで、国際的な紛争には国際委員

会から人を派遣することになっていま

す。 

 

10 カ条の赤十字条約が締結されたと

きには陸の戦争を想定していましたが、

その後、武器の著しい発展により 2 つ

の大戦では多くの一般人に被害が出ま

した。このことから、1949 年、無差別

攻撃の禁止などを盛り込んだ、一般住

民の保護に関するジュネーブ条約が採

択されました。最近では、この 1949 年

のジュネーブ四条約を始めとする様々

な条約・慣習法を総称して国際人道法

と呼ぶようになっています。また、こ

れらの条約は戦争の犠牲者を保護する

ためのものですが、人道に対する罪を

犯した人々についても対処が必要です。

そこで、オランダのハーグに国際刑事

裁判所も発足しました。 

 

国際人道法は今日では 700 カ条に近

い、戦時の人道的ルールを定めた極め

て精緻な法律体系に成長し、ほぼ全て

の国が加入しています。国際人道法に

は基本的な原則が 4 つあり、1つ目に

「軍事上の必要性があっても常に人道

的な配慮をすること」、2 つ目に「戦闘

は敵の軍事力の破壊のみを目指すべき

で、その場合も力の均衡を原則にせね

ばならないこと」、3 つ目に「戦闘能力

を失った者あるいは戦闘に加わらない

者は尊重し保護し人道的に対応しなけ

ればならないこと」、そして最後に「戦

闘方法と戦闘の手段の行使は無制限で

はない」、となっています。 

 

しかし残念ながら、こうした原則に対

する挑戦が続いています。例えば、対

人地雷や細菌兵器、核兵器などの残虐

兵器が使用される可能性は残っており、

文化財や病院、町全体に対する攻撃な

ど軍事施設以外の破壊は今も行われて

います。また、「戦闘能力を失った者、

戦闘に加わらない者」の定義は総力戦
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においては判断が難しく、さらに、テ

ロリストを支援する者をどのように定

義し逮捕時にどのように処遇するのか

明確ではありません。こうした数々の

現実から、国際人道法は不十分だとい

う意見があります。国際委員会の見解

では、700 カ条の国際人道法の 4分の 3

は国際的な慣習法であり、たとえ規定

がなくても締約国は存在する慣習や人

道の原則に基づいて行動する義務があ

るとしています。たとえ相手の国が違

反をしてもそれを口実に「この条約は

守らなくてよい」ということにはなり

ません。言うなれば、人道を守る精神

がなければいくら法律で細かいことを

決めたところで絵に描いた餅に過ぎな

いのです。 

 

世界では現在、第二次世界大戦後最大

と言われる 6 千万人を超える難民が生

まれています。15 億人が紛争あるいは

不安定な政治状況の下で生活していま

す。また、2014 年だけでも災害の被災

者は 1億 2 百万人でした。気候変動の

影響もあって災害の増加に伴いその数

はさらに増加しています。国連によれ

ば、援助を必要とする人の数は 8 千万

人にのぼります。世界の人道支援のニ

ーズは明らかに増えており、NGOやボ

ランティアも増えていますが、その活

動を支える財源は、先進国の景気の低

迷などから十分ではありません。資金

的・人的資源の奪い合いがあちこちで

起きています。 

 

人類の歴史を振り返ると、戦争のない

時代はほとんどありませんでした。あ

る歴史学者の説では、記録された歴史

3421 年のうち平和だった年はわずか

268 年しかなかったそうです。人類の

歩みは戦争と共にあったと言ってもい

いかもしれません。 

 

アンリー・デュナンの偉大さは、人道

を人種や宗教、国家を超えた普遍的な

ルールとする礎を築いたことです。そ

のルールを確実にする唯一の道は、た

とえどんなに険しくとも、人類の多様

性の中にある共通の人道的な価値観を

極めそれを一歩一歩広げていくしかな

いのではないでしょうか。平和はその

先にあるのです。赤十字が「人道を通

じて平和を」をスローガンに掲げてい

る理由はここにあります。 

 

各国の赤十字は共通の活動の 1つと

して「非暴力」と「多様性の尊重」を

訴え続けております。非暴力を武器に

独立を勝ち取ったマハトマ・ガンディ

ーは「非暴力は人間に与えられた最大

の武器である」と言われ、「平和への

道はない。平和こそが道なのだ」と述

べられました。また、スワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダは「我々は普遍的

寛容を信じ、すべての宗教が真実であ

ることを認める」と宣言しておられま

す。このところ世界中で、異教徒や異

民族を排斥・差別・攻撃する宗教や政
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治運動が勢いを増しております。永遠

に寛容の宗教・文化の伝統を持つ日本

とインドがこれからも手をつないでそ

の精神を広げ、世界の平和に貢献でき

ることを祈っております。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

（当日のスピーチの録音を、日本ヴェ

ーダーンタ協会編集者が要約・編集） 

 

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 

テーマ：「無私の奉仕」 

 

スピーチ：「御礼の言葉」 

日本ヴェーダーンタ協会書記 

三田村賢一氏 

 

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第 1 部閉会に

あたりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 

本日、このような素晴らしい生誕祭が

滞りなく行われましたことを、シュリ

ー・ラーマクリシュナ、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ジーに感謝いた

しますと同時に、御三方の恩寵による

ものと確信しております。 

 

本日この会場を快くお貸しください

ましたスジャン・チノイ大使、アミッ

ト・クマール主席公使、ヴィヴェーカ

ーナンダ文化センターのスタッフの皆

様に篤く御礼を申し上げます。 

 

ラーマクリシュナ・マト・アンド・ミ

ッションおよび赤十字の両団体におけ

る「無私の奉仕」というテーマで本日

素晴らしいスピーチを頂戴しました、

アミット・クマール主席公使、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、日本赤十字社社長 国際赤十

字・赤新月社連盟会長 近衞 忠煇氏

に心より御礼申し上げます。 

 

また、本日はお忙しい中、遠方より大

変多くの皆様にご出席を賜りましたこ

と、心より感謝を申し上げます。 
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そして、すべての皆様に改めて篤く御

礼申し上げます。 

 

私共、日本ヴェーダーンタ協会といた

しましては、このような祝賀会を通し

て多くの皆様に赤十字のいろいろな活

動を真に理解していただくと共に、ス

ワーミー・ヴィヴェーカーナンダのメ

ッセージでもある「他者に善を為すこ

と。貧しい人々、弱い人々、困ってい

る人々、病気の人々の中に神を見て奉

仕する」という言葉をお受け取りいた

だきたいと願っています。 

 

私たちは、今後、社会生活の中で少し

でもそれを実践し、私たち個人の魂を

向上させ、心を純粋にして、真の喜び

と幸せを心の中に育みたいと思います。

その純粋な心が社会に感化を及ぼし、

そして世界の調和になっていくよう願

っております。 

 

なお、この後は、第 2 部の文化交流プ

ログラムが行われます。少しの時間で

はございますが、第 2 部では歌や踊り

などを交え生誕の日を祝いたいと思い

ますので、お時間の許される方は第 2

部もお楽しみいただけたら幸いでござ

います。 

 

来年、またこの生誕祭が開催されます

が、ぜひその節はご友人、ご家族をお

誘い合わせの上、どうぞまたご参加く

ださいますよう心よりお願い申し上げ

ます。 

 

最後に、この会場にお集まりの皆様方

にシュリー・ラーマクリシュナ、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ジーの

純粋な愛が降り注がんことをお祈り申

し上げます。 

 

以上、甚だ簡単ではございますが、第

1 部閉会のご挨拶とさせていただきま

す。本日は誠にありがとうございまし

た。 
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忘れられない物語 

 

恐るべきマーヤーの力 

 

ある時、ナーラダが宇宙の主に懇願し

ました。「主よ、不可能を可能にする

というあなた様のマーヤーの御力を私

に見せてください。」主はうなずかれ

ました。しばらく経ったある日、主と

ナーラダは旅に出ました。少し行った

ところで、主は腰を下ろされるとナー

ラダにおっしゃいました。「ナーラダ、

私は喉が渇いた。どこかから水をもら

ってきてくれないか。」すぐにナーラ

ダは、水をもらいに走って行きました。 

 

近くに水がなかったので、ナーラダは

どんどん進んでいきました。すると、

はるか向こうに川が見えました。川の

所まで行くと、川辺には大変美しい娘

が座っていました。一目でその美しさ

の虜になったナーラダは、娘のそばに

行きました。娘は優しい声でナーラダ

に話しかけてきました。二人はすぐに

恋に落ちました。 

 

ナーラダは娘をめとり、所帯を持ち、

子供をもうけました。妻子と共に幸せ

に暮らしていましたが、やがて国に疫

病が発生し、人々がバタバタと死んで

いきました。 

 

そこでナーラダは、この場所を離れて 

他の所に行こうと妻に言いました。妻

は賛成し、二人は子供たちの手を引い

て家を出ました。ところが、川に掛か

った橋のところまで来た途端、鉄砲水

に襲われてしまいました。手をつない

でいた子供たちは、一人、また一人と

流されて濁流に呑み込まれ、遂に妻も
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水の中に消えていきました。一人残さ

れたナーラダは、悲嘆に暮れて川の土

手に座り込み、しくしくと泣き始めま

した。 

 

すると、ナーラダの目の前に主が現れ

ておっしゃいました。「おおナーラダ、

水はどうしたのだ。なぜ泣いているの

だ。」主の姿を見て驚いたナーラダは、

すべてを理解して大声で言いました。

「主よ、あなた様を崇（あが）めます。

あなた様の素晴らしいマーヤーを崇め

ます！」 

 

（シュリー・ラーマクリシュナのたと

え話） 

 

今月の思想 

「知恵は、学ぶことはできても教える

ことはできない。」 

 

（アンソニー・デ・メロ） 
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