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2016年 9月 第 14巻第 9号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「人は、政治的自由や社会的自由を手

に入れても、自身の激情や欲望の奴隷

であれば自由の純粋な喜びを感じ取る

ことはできない。」 

（スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ） 

 

「心の外に無知はない。心だけがアッ

ヴィディヤ（Advidya、誤った知識）で

あり、束縛の原因であり、輪廻転生の

原因である。この心が打ち破られたと

き、他のすべても打ち破られるのだ。」 

（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 10 月～11 月の予定 

・2016 年 6 月の逗子例会 聖ゴータ

マ・ブッダ（釈尊）生誕祝賀会 

「主ブッダの教え」 スワーミー・

メーダサーナンダによる講話 

・2016 年戸外霊性修養会 本田厚美さ

ん寄稿 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

今月の予定 

 

2016 年 10 月～11 月の予定 

 

・10 月～11 月の生誕日 

 

Vishuddha Siddhanta 暦では、2016 年

10 月に生誕日はありません。 

 

スワーミー・スボダーナンダ 11 月 11

日（金） 

スワーミー・ヴィッギャーナーナンダ 

11 月 13 日（日） 

 

・10 月の協会の行事 

 

スワーミー・メーダサーナンダは 9 月

26日から 10月 26日まで訪印するため、

10 月の東京例会（毎月第 1 土曜開催）

および逗子例会（毎月第 3 日曜開催）

はありません。 

   

10 月 2 日（日） 、9 日（日） 、16 日

（日） 、23 日（日） 、30 日（日） 
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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。  

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 

現地でのお食事配布など。  

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、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：逗子協会 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/ 

 

・11 月の協会の行事 

 

11 月 5 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   

お申し込み・詳細は専用のホームペー

ジをご覧ください。 

http://www.gita-embassy.com/ 

※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。 

 

11 月 13 日（日）、20 日（日）、27 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。  

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/ 

 

11 月 6 日（日） 

サットサンガ in 東京ヨガセンター 

お問合せ：羽成

sunaosunao1974@ezweb.ne.jp 

 

11 月 11 日（金）～12 日（土） 

サットサンガ in 山形 

お問合せ：高橋 023-645-3282 

 

11 月 13 日（日） 

サットサンガ in 仙台 

お問合せ：佐藤

miyadevi@m6.gyao.ne.jp 

 

11 月 19 日（土） 14:15〜 

『ウパニシャド』 スタディークラス  

講義：ウパニシャド（無料）  

場所：インド大使館 ：03-3262-2391   
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お申し込み・詳細は専用のホームペー

ジをご覧ください。 

http://www.gita-embassy.com/ 

※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。 

 

11 月 20 日（日） 10:30〜16：30 

逗子例会 

場所：逗子本部本館 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

11 月 23 日（水・祝） 5:00〜20:00 

アカンダ・ジャパム 

お問い合わせ：三田村

(vedanta.karmayoga@gmail.com) 

詳細は、協会ウェブサイトの画面左側

の「活動」―「アカンダ・ジャパム」

でご参照ください。 

 

11 月 25 日（金） 

ナラ・ナーラーヤナ  

現地でのお食事配布など。 

お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304 

 

11 月 26 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 

詳細は以下のウェブサイトをご覧くだ

さい。 

http://vedanta.main.jp/ 

 

 

2016年 6月の逗子例会 

聖ゴータマ・ブッダ（釈尊）生誕祝賀

会 

「主ブッダの教え」 

スワーミー・メーダサーナンダによる

講話 

 

今日はお釈迦様の誕生日を祝います。

仏教はインドで生まれ、ゆっくりとイ

ンド国内に広まり、チベット、中国、

韓国、日本へと伝わりました。チベッ

トでは今も広く信仰されています。仏

教はまた、南方のスリランカへと広ま

り、そこから東南アジア沿岸部の地

域・国にも伝わっていきました。仏教

はヒンドゥー教と文化的な関連がある

ので、仏教の広まりと共にヒンドゥー

教文化も各国に伝わりました。 

 

ガウタマ・シッダールタ（ゴータマ・

シッダッタ）はイエス・キリストの生

まれる約 500 年前に生まれました。悟

りを開いた後約 40年間にわたりインド

各地を歩いて伝道し、80 歳で亡くなり

ました。お釈迦様はなぜ悟りを求める

ようになったのでしょうか。 

 

ヒンドゥー教とカースト制 

 

インド最古の宗教はヒンドゥー教で

すが、ヒンドゥー教の礼拝では様々な

儀式が行われていました。その一つが

護摩で、ブラーミンのカーストに属し

祭儀を専門の職業とする祭司が執り行

http://vedanta.main.jp/
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っていました。なぜ専門職だったかと

いうと、このような儀式には、祭壇の

設置の仕方、マントラやムードラ（印

相）の用い方、どんな礼拝をどのよう

な時にどう行うか、などについて細々

とした複雑な決まりがあり、やり方を

間違えると逆効果になる可能性があっ

たからです。このため、ブラーミンの

カーストに属する人々には生来的に一

定の特権が与えられました。その結果、

これが後にブラーミンによる専制や抑

圧的カースト制の源となったのです。 

 

こうした儀式では、動物の供儀が行わ

れることがありました。動物供儀は儀

式の施主に利益をもたらすとされてお

り、当初はあまり一般的ではありませ

んでしたが、後に広く行われるように

なりました。今生または来世で特別な

利益を得るために、供儀（「ヤッギャ

ー」）の名で特定の動物をたくさん殺し

ていたのです。 

 

また、『ウパニシャド』の書物の多く

は抽象的な内容で一般の人には理解で

きませんでした。ですから、そこに提

示されている哲学的な意味合いを理解

するのに、修行し訓練を受けたブラー

ミンの学者による解釈が必要でした。 

 

さらに、祭司のサポートは、人が天国

に行くのにプラスになることはあって

も、人としての在り方や人生の問題へ

の対処について役に立つことはほとん

どありませんでした。一般の人々の、

今世の問題を解決するためのサポート

は全くなかったのです。 

 

お釈迦様の誕生 

 

お釈迦様が生まれたのは、このような

社会的・宗教的状況下でした。お釈迦

様の説いた宗教はとても実践的でした。

お釈迦様は、当時一般的だった思想や

慣例のうち、二つの点に反対しました。

まず、人生のために高い哲学を学んで

も普通の人の悩みや問題は解決せず、

なくなることもないのだから、そのよ

うな哲学は学ぶ必要はないということ

です。 

 

そして、当時のカースト制の問題です。

高いカーストにはより多くの権利が与

えられていました。例えば、ブラーミ

ンがある罪を犯した場合、非常に軽い

罰を受けます。しかし、戦士のカース

トであるクシャトリヤが同じ罪を犯せ

ば罰は重くなり、ヴァイシャではさら

に重い罰を、シュードラでは最も重い

罰を受けることになります。このよう
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に、カーストに応じて科される罰が異

なるのは、カースト制による差別的な

結果の表れです。お釈迦様はこのよう

な社会的慣例に反対したのです。 

 

ヒンドゥー教は特定の開祖一人が興

したのではない、ということはよく知

られていますね。ヒンドゥー教は、複

数の聖者や賢人らの霊的経験を礎とし

ています。お釈迦様はインドで初めて、

宗教の単独の開祖となったのです。仏

教の前にジャイナ教がありましたが、

ジャイナ教には 24 人の聖者がいます。

その後、イエス・キリストが単独の開

祖となってキリスト教が生まれ、預言

者ムハンマドのイスラム教が生まれま

した。しかし、歴史的に、宗教の開祖

となったのはお釈迦様が初めてでした。 

 

実践的な宗教：4 つの聖なる真理 

 

お釈迦様は、人生で起こる現実の問題

について考えをめぐらしました。形而

上学的な難解なことを論じたのではな

く、人生の真の苦しみについて考えた

のです。そして、この現実問題に対し、

4 つの真理である四諦（したい）に基づ

いて解決することを説きました。 

 

1 つ目に、苦しみがあるということ。

2 つ目に、苦しみには原因があるという

こと。3 つ目に、苦しみは解決が可能だ

ということ。4 つ目に、苦しみを解決す

る道があるということ。これが四諦で

す。シンプルで実践的ですね。さらに、

お釈迦様は苦しみを解決するために 8

つの正しい道、すなわち八正道の実践

を勧めました。 

 

このように、お釈迦様は体系的な哲学

を説きました。皆さんの中には、パタ

ンジャリの『ヨーガ・スートラ』のア

シュターンガ・ヨーガ（八枝のヨーガ）

がお釈迦様の八正道の影響を受けてい

るらしいと言われているのを知ってい

る人もいるでしょう。これは、『ウパニ

シャド』などを根幹とするヴェーダー

ンタが時の流れと共に体系的になって

いったことにも表れています。例えば、

ヴェーダーンタに関する論文である

『ヴェーダーンタ サーラ』によれば、

真理を悟るには次の 4 つの実践が必要

とされています。 

 

1) 6 つの基本の実践（六徳）。この中で、

お釈迦様の八正道の基本となるポイン

トも説明されています。 

2) この世の楽しみと天国での喜びを

得たいという願望を捨てる。 

3) 実在と非実在を識別する。 
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4) 解脱を強く望む。 

 

この六徳とは、サーマ（Sama）、ダー

マ（Dama）、ウパラティ（Uparati）、

ティティクシャ（Titiksha）、シュラ

ッ ダ （ Sraddha ） 、  サ マ ダ ー ナ

（Samadhana）を言います。サーマは心

の制御の中心で、ダーマは五感の制御。

ウパラティは満足すること。ティティ

クシャは忍耐力。シュラッダは強い信

仰心。サマダーナは心の平安です。こ

れらの徳は、実在と非実在の識別（ヴ

ィヴェーカ、viveka）、すなわち永遠

なものと一時的なものの識別が必要で、

これらを識別することで欲望が止みま

す。一方、解脱への強い欲求もありま

す。 

 

僧侶と呼ばれる人たちは仏教が始ま

る前にもいましたが、僧侶の修行の道

がより体系的になったのはお釈迦様に

よるものです。さらにお釈迦様は世界

の宗教史において初めて、特定の開祖

の教えを実践するための僧院を作りま

した。まもなくインド各地に多くの僧

院が作られましたが、これはお釈迦様

の教えが消えることなく、真理を悟る

ために正しく実践されるようにするた

めでした。 

 

お釈迦様の作った最初の僧院の詳細

は、仏教聖典に見ることができます。

僧院の僧侶やそこで暮らす者たちの厳

格な行動の決まりや日課、霊的修行な

どが書かれています。お釈迦様は悟り

を得てから亡くなるまでの約 40年間に、

各地を旅して教えを説き僧院を開きま

した。その結果、信徒の数が増えてい

きました。 

 

お釈迦様はまた、改宗や伝道を初めて

行った人です。仏教の前からあるヒン

ドゥー教では、改宗を行っていません

でした。お釈迦様が亡くなった後、仏

僧らはセイロン（現在のスリランカ）、

チベット、中国、さらに後には日本な

ど各国で伝道しました。 

 

インドの高名な僧侶 菩提僊那は、聖

武天皇の招きを受け 736 年に来日して

奈良に赴き、華厳宗の確立に貢献しま

した。後に、空海（弘法大師）が開い

た真言宗などのように、日本人僧侶ら

が開祖である各宗派は中国から学んだ

仏教の影響を受けています。 

 

お釈迦様の教えは、当時の庶民が話し

ていたパーリ語が用いられています。

ヴェーダなどヒンドゥー教の経典はサ

ンスクリット語で、庶民の言葉ではあ

りませんでした。パーリ語はサンスク

リットから生まれた言葉ですが、発音

が違います。 

 

お釈迦様の教えの一番の特徴は慈悲

です。慈悲を説いた聖者は他にもたく

さんいますが、やはり慈悲はお釈迦様

の大きな特徴と言えます。お釈迦様の
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教えはヒンドゥー教が元になっていま

したから、教えのほとんどは目新しい

ものではありませんでした。例えば、

比較宗教学を真面目に研究している学

生であれば、『ウパニシャド』の中に同

様の教えが数多くあることに気付くで

しょう。しかしインドでは当時、ヤッ

ギャーの名の下に多くの動物が殺され

ており、お釈迦様はこれに断固として

反対しました。ヤギやヒツジの命を救

うため、自分の命を代わりに差し出そ

うとさえしたのです。世界の宗教史の

中でもお釈迦様の慈悲の教えは特別で、

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは

この点を大きく評価していました。 

 

インドでの仏教の衰退 

 

仏教の信者や日本の多くの人は、仏教

はインドで生まれたのになぜすたれて

しまったのかとよく質問します。これ

は先ほども言ったように、ヒンドゥー

教から見た仏教には目新しいものがあ

まりなかったためと言えるでしょう。

しかし、ヒンドゥー教徒はお釈迦様の

人格やお釈迦様が悟りを得たこと、ま

た慈悲を説き高尚な哲学を庶民に広め

たことなどからお釈迦様を尊敬し崇拝

しています。インドではお釈迦様は神

の化身として考えられています。お釈

迦様自身は崇められていても、その教

えは崇められていないのは興味深い点

です。 

 

インドではその後、シャンカラチャー

リヤのようなヒンドゥー哲学者らと仏

教学者らの間で哲学上の争いが起こる

などしたため、仏教の影響力は弱まっ

ていきました。最終的には、イスラム

教徒の侵入によりヒンドゥー教のお寺

だけでなく仏教寺院や僧院も数多く破

壊され、仏教の体制は大きく衰えてい

きました。 

 

中道と八正道 

 

お釈迦様また、中道も説きました。極

端に厳しい苦行を行うことも、極端な

快楽に走ることもしてはならない、と

説いたのです。パタンジャリのアシュ

ターンガ・ヨーガとお釈迦様の八正道

には非常に似ている点があります。ど

ちらも肉体、感覚、心のコントロール

を説いています。しかし、霊的修行の

方法を体系的に説明しているのは、お

釈迦様の方でしょう。 

 

では、お釈迦様の八正道を説明してい

きましょう。 

 

1) 初めに「正見（しょうけん）」です。

真理を正しく理解することです。 

 

2) 次に「正思惟（しょうしゆい）」で

す。例えば、欲を捨て悪い考えを持た

ないようにし、愛や慈悲を持とうと考

えることを言います。 
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3) 「正語（しょうご）」は、本当のこ

とを言い嘘をつかないことです。嘘に

はたわいのない嘘と悪質な嘘がありま

すが、どちらも嘘は嘘ですから、たわ

いのない嘘でもつかない方がいいでし

ょう。例えば、誰かにメールを送って 2

～3 週間経っても返事が来ないと、どう

したのだろうかと相手に尋ねることが

あります。聞かれた方は、よくこう言

いますね。「ごめんなさい、忙しかっ

たんです。」しかし、返信するのに 5

分あればできるのに、それすらできな

い程忙しかったのでしょうか。こんな

時は小さな嘘をついて言い訳するより

も、ただ謝った方がいいでしょう。 

 

また、正語には人を批判しないことも

含まれます。ホーリー・マザーは、人

のあら探しをせず自分の悪いところを

見るようにと言っています。誰かの欠

点について噂すると、自分の舌が汚れ

るだけでなく人の欠点に影響される可

能性もあります。正語を実践しましょ

う。 

 

4) 「正業（しょうごう）」にはいろい

ろあります。盗まない。人に暴力を振

るわない。世俗の楽しみをできるだけ

制御し、心の浄らかさを保ちます。 

 

非暴力の実践として徹底した菜食主

義の人、また菜食主義のよさを強く主

張する人がいます。しかし、もし心の

中が妬みや憎しみ、怒りでいっぱいだ

ったら、菜食主義も単なる形式、儀式

で終わってしまいます。菜食主義とは

動物を殺さないようにするというだけ

でなく、心の中に嫉妬や怒り、憎しみ

を持たないようにしなければなりませ

ん。 

 

5) 「正命（しょうみょう）」は正しい

方法でお金を稼ぐことです。もっとお

金を得て欲望を満たそう、という気持

ちを制御しないと、違法なやり方でも

構わずにお金を稼ごうとしてしまいま

す。お金がたくさんあるのに、「もっと

儲けたい」と欲に支配され倫理に反す

る方法に走る人がいるのは皮肉なこと

です。 

 

6) 「正精進（しょうしょうじん）」は、

正しい努力です。心の中に不純な考え

を生じさせず、前向きに考え、否定的

な見方をしないようにします。マイナ

ス思考だったり不純な考えを持ったり

すると、思考は行動に影響を与えます

から、正しい行いをすることができま

せん。思考も行動も両方コントロール

する必要があるのです。高邁な思想を

持つよう、良いことや霊的なことを考

えるよう心掛けなければ、悪い考えを

止めることができません。 

 

7) 「正念（しょうねん）」は、正しい

ことにいつも心を向けるようにするこ

とです。一時的なものと永遠なものを

識別しましょう。家族を愛することに



 9 

何も問題はありませんが、同時に、今

ある人間関係は、どれ程深く愛に満ち

ていても今生だけのものだというのを

よく理解してください。さらに、よく

内省して、喜びを与えてくれるものが

最後には苦しみの源となることを忘れ

ないで下さい。 

 

8) 最後に「正定（しょうじょう）」で

す。これは、真理に深く集中すること

です。パタンジャリのアシュターン

ガ・ヨーガでは、これをダーラナ、デ

ィヤーナ、サマーディと呼んでいます。

集中、持続的な集中、完全な集中でサ

マーディに達するのです。サマーディ、

すなわち涅槃に達するに時に、不純な

ものはすべて燃え尽きてなくなります。

このように、お釈迦様の教えに従って

霊的な修行を実践すれば、遂には人間

として生を受けた最終目標の涅槃を体

験するのです。 

 

矛盾 

 

お釈迦様はヴェーダを信じていませ

んでしたが、お釈迦様の教えは仏教徒

にとって実践上ヴェーダになりました。

また、お釈迦様は神様を信じていませ

んでしたが、多くの仏教徒にとってお

釈迦様は神様と同じ地位に高められま

した。 

 

お釈迦様は、ヒンドゥー教の聖典で永

遠なるものとされるアートマンを信じ

ていませんでしたが、お釈迦様の教え

の中の仏性は永遠なる存在です。どの

宗教においても永遠性の概念がなけれ

ば、信徒や霊的な修行はすべて意味も

目的もなくなってしまいます。 

 

ご存知の通り、多くの宗教の師と同じ

く、お釈迦様も教えの説明にたとえ話

をたくさん使いました。この世のはか

なさを知りそれを常に心に留めて置く

ことの大切さを説くのにお釈迦様がし

たたとえ話を、一つお話ししましょう。 

 

ある時、死神のヤマが、地獄に落ちた

男に対して生前の悪行について問いた

だし、警告のために神が送った 3 人の

天の使者に会わなかったかと聞きまし

た。男は会っていないと答えました。

「お前は確かに会っているのだが、気

付かなかったのだ」とヤマは言い、病

気の男を見なかったかと尋ねました。

「病気の男を見たときに、自分もいつ

かは病気になるのだと気付くべきだっ

たのだ。」次にヤマは、年老いた男を見

なかったかと聞きました。何度も見た、

と答える男に、ヤマは言いました。「そ

れなのに、自分もいつかは年を取るの

だから生き方を改めなければ、と思わ

なかったのか。」そして最後に、死んだ

男を見なかったかと尋ねました。「見ま

した」と男が言うと、ヤマは叱りつけ

ました。「死んだ男を見たのに、お前は

自分もいつか死ぬのだと気付かなかっ

たのか。」 
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以上が、神様が送った 3 人の天の使者

のたとえ話です。私たちはどうでしょ

うか。このような天の使者に会うこと

はありませんか。メッセージをちゃん

と受け取り、心に留めていますか。今

日のような機会に、振り返ってよく考

えてみましょう。 

 

2016年戸外霊性修養会 

本田厚美さん寄稿（一部編集） 

 

7 月 16 日（土）～18 日（月）、2 泊 3

日で福井県にて夏季リトリートが行わ

れました。参加者は、スワーミー・メ

ーダサーナンダジー（以下、マハーラ

ージ）を含め男性 11 名、女性 34 名の

計 35 名でした。私たちは午後 4 時に、

永平寺から車で 15分ほどの山深い場所

にある「みらくる亭」（福井市）とい

う宿に集合しました。 

 

最初の夕拝では『カーンダナ・バーヴ

ァ・バーンダナ』などの賛歌を歌い、

『ラーマクリシュナの福音』を輪読し

て神様への想いを深めました。 

それから誘導瞑想をしていただきまし

た。気持ちの良い誘導瞑想が終わった

頃には、すっかりリトリートの神聖な

雰囲気に身を置くことができました。

「瞑想で心は静かになり平安になりま

す。心をコントロールするために瞑想

は大事です。瞑想の時は集中して霊的

なテーマを考え、毎日決まった時間に

してください」と瞑想に対するアドバ

イスをいただきました。 

 

瞑想の後の夕食では、瞑想の神聖な波

動を感じながら沈黙のうちに食事をい

ただきました。夕食後のサットサンガ

では、まず各自簡単な自己紹介をしま

した。それからマハーラージが「永平
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寺という 700 年以上続く坐禅の神聖な

波動を感じてください。リトリートで

は、身体のためにヨーガ、霊性と心の

ために瞑想、知性のために勉強をしま

す。ここで実践することをこれから毎

日やってください」というメッセージ

を述べられました。 

 

 

2日目は早朝 3時 50分に宿を出発し 4

時半に永平寺に到着しました。永平寺

は 1244年に道元禅師によって開かれた

坐禅修行の道場です。 

 

私たちは法堂での朝課に参加しまし

た。 

 

 

 

東の空がほんのりと白みがかった頃、

修行僧の一糸乱れぬ読経の声が永平寺

の山内に響き渡りました。鐘の音、読

経の素晴らしい波動が身体の内側をま

っすぐ流れ、清められるのを感じまし

た。雨音がさらに修行を霊的なものへ

と導いているかのようでした。 

 

永平寺の山門の柱には「ここは出家修

行の道場であり、家風はすこぶる厳格

である。求道心のあるもののみ、この

山門をくぐるがよい」と言う意味の聯

（れん）が掛けられています。実際に

は寺を継ぐという理由で入門される方

が多いようですが、それでも修行が厳

しいことに変わりはなく、170 人の修行

僧は基本的に 3 時半に起床し、勤行、

作務などをします。案内をしてくださ

った入門 4 か月目の長雲さんは「毎日

の厳しい修行や瞑想の中で、自分の中

の悪い思いがクローズアップされて出

てくる。自分の内面に気づき、内省が

できる。修行が辛く何度も途中で投げ

出したくなるが、励まし合いけんかも

する仲間のおかげでここまで続けてこ
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られた。人間は一人では何もできない

と感じる」とおっしゃっていました。

また「生きるために食べる」という食

べることの本質を、実践を通して学ん

でいるそうです。 

 

広い永平寺を丁寧に案内していただ

いてから、承陽殿というところで 5 分

ほど神聖な雰囲気に浸りながら瞑想を

させていただきました。 

 

 

宿に戻って朝食後、『バガヴァッド・

ギーター』の第 2章 13～23 節を輪読し

ました。この節ではどのように生き、

どのように死ぬべきかが語られていま

す。今回の講話のテーマは「人生のサ

ポート バガヴァッド・ギーターの教

えより」でしたので、『ギーター』の

詠唱にもポイントがおかれました。そ

れからマハーラージの最初の講話がは

じまりました。 

 

昼食をはさんで 2 回目のマハーラー

ジの講話があり、そのあと梅田亮子さ

んによるヨーガ・アーサナの実習があ

りました。ヨーガの初めにマハーラー

ジのチャンティングがあり、それから

静かで穏やかなムードの中でアーサナ

が行われました。 

 

ヨーガの後はみんなで九頭竜川まで

散歩に出かけました。広い空のもと、

いろいろな方と交流ができて楽しかっ

たです。 

 

夕拝では、『タトイヤ・タトイヤ・ナ

チェ・ボラー』などの賛歌を歌い、『ラ

ーマクリシュナの福音』を輪読し、そ

の後少し瞑想しました。夜のサットサ

ンガでは、まず『永遠の物語』の朗読

をしました。 

それからイスラム教の有名な聖者で詩
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人のファフィスの物語とマハーラージ

ご自身の今朝の日課を例に出され、一

日もやめないことの大切さを励ましも

込めて教えてくださしました。それか

らみんなで『ガンダーラ』を歌い、大

阪グループが『三百六十五歩のマーチ』、

最後にみんなで『故郷（ふるさと）』

を歌い、あたたかい気持ちのうちにサ

ットサンガが終わりました。 

 

 

3 日目は 4 時半に起床。5 時から大広

間にて瞑想をしました。その後、ヴェ

ーダの祈り、シャンティマントラを唱

えました。それから『ギーター』の 6

章 5 節～36 節を輪読しました。この部

分のテーマは、「瞑想のしかたの助言」

と「どのように心をコントロールする

か」です。 

 

それからマハーラージは、福の神と貧

乏神（シュカ・ドゥカ）の話を通して

「楽しみと苦しみは分けることができ

ない。コインの表裏のようなものです。

だから本当の幸せを得たいなら、両方

を超越してください。執着してはいけ

ません」と言われました。 

 

次に、仏教聖典の悟りへの道の節を朗

読し、『アナンタ・ルピニ』を歌いま

した。7 時からはヨーガが気持ちよく行

じられ、そのあと朝食、９時過ぎから

はマハーラージの 3 回目の講話があり

ました。 

 

つづく昼食の後に、最後の集会があり

ました。参加者からは「今回の講話で

は『バガヴァッド・ギーター』という、

いつもとは違った角度から掘り下げて

くださったので、新たな気付きがあり

ました」、「とても感動しています」

などのご意見が寄せられました。 

 

マハーラージから「高くて良い仕事に

は障害が多いが、悪い仕事には障害は

ない」というサンスクリットのことわ

ざを教えていただきました。堕落する

ことは簡単ですが、良い仕事では神様

が我々に勉強をさせるために障害がで

ることがあるそうです。 
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そして最後に「日本のために何かをし

たい」というスワーミー・ヴィヴェー

カーナンダジが亡くなられた日におっ

しゃった特別なコメントについて語っ

てくださいました。「この言葉にはと

ても深い意味があります。これから日

本ではシュリー・ラーマクリシュナの

教えが深く広まっていくことでしょう。

今はその始まりの始まりです。私たち

は今、種をまいているところです」 

 

マハーラージからのこの熱いメッセ

ージを真摯に受け取り、毎日を大切に

過ごしたいです。リトリートでは他に

もたくさんの大事なメッセージ、励ま

しをいただき、心から勇気づけられま

した。 

 

準備の段階から全てにおいてお世話を

してくださったシャンティさん、鈴木

敦さん、また永平寺、みらくる亭の方々、

ありがとうございます。このリトリー

トをすばらしい霊性の修行の場として

くださったマハーラージ、ありがとう

ございます。そしてマザーとタクール

の恩寵で調和と平安に満ちたリトリー

トになりました。皆様、本当にありが

とうございました。 

 

 

 

忘れられない物語 

 

救世主様が私たちの中にいらっしゃる 

 

ヒマラヤの洞窟でグルが瞑想してい

た。ふと目を開けると、目の前に意外

な訪問者が座っていた。有名な僧院の

院長だった。グルは尋ねた。「お前は、

何を求めて、ここにやって来たのだ。」 

すると、僧院長は悩みを打ち明けた。

「かつて、私の僧院は西洋で非常に人

気がありました。僧院内の修行用の独

房は若い求道者でいつもいっぱいで、

礼拝室には僧侶たちの祈りの声が響き

渡っていました。しかし、その後、僧

院は苦しい時期を迎えました。霊性を

育むことを願って人々が集うことはな

くなり、若い求道者も来なくなりまし

た。礼拝室は静まりかえっています。

残った僧侶の数はわずかで、皆、暗い

心持ちで日々の日課を務めています。」 

僧院長が求めていたのは、次の問いに

対する答えだった。 

「僧院がこのようにすたれてしまっ

たのは、私たちに罪があるからなので

しょうか。」 

「そうだとも。無知の罪だ」とグルは

言った。 

「それは、どのような罪なのでしょう

か。」 

「実は、救世主様が僧侶に変装して、

僧院の仲間の中に紛れていらっしゃる。

なのに、お前たちはそれに気付いてい

ない。」 
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そう言うと、グルは目を閉じて再び瞑

想を始めた。 

 

僧院長は、来た道を苦労して戻りなが

ら、考えた。救世主様がこの世に再び

降臨され、しかも私たちの僧院にいら

っしゃるなんて、何と素晴らしい。僧

院長の心臓は高鳴った。でも、どうし

て気付かなかったのだろう。一体、誰

が救世主様なのか。ブラザー・クック

だろうか。それともブラザー・サクリ

スタンか。いや、ブラザー・トレジャ

ーかも。いやいや、ブラザー・プライ

ヤということもあり得る。いや、待て

よ、そんなはずはない。ああ、そうだ、

あんなに欠点ばかりの男が救世主様の

はずはない。だが、グルの話では、救

世主様は変装しているとのことだった。

ということは、あのような欠点も実は

変装の一部なのかもしれぬ。考えてみ

れば、僧院にいる全員に欠点がある。

そして、そのうちの一人が救世主様な

のだ！ 

 

僧院に戻ると、僧院長は皆を集めて、

聞いてきた話をした。僧侶らは、信じ

られないといった様子で互いに顔を見

合わせた。救世主様が？この僧院に？

すごい！でも、救世主様は変装してい

らっしゃるのだ。ということは、もし

かして…。あの人だったらどうしよう。

いや、それともあの人か。いや、やっ

ぱりそうじゃないかも…。 

 

ただ一つ明らかなことがあった。救世

主様が変装していらっしゃるのだから、

我々などにはきっと見抜けないだろう、

ということだった。そう考えた僧侶ら

は、誰に対しても敬意と思いやりを持

つようになった。誰かと接するときに

は、「この人がそうかもしれないから、

念のため」と考えて振る舞うようにな

った。 

 

この結果、僧院は喜びと活気に満ちあ

ふれた雰囲気になり、たくさんの求道

者が僧団への入団を希望するようにな

った。礼拝室には、神の愛を宿して顔

を輝かせた僧侶らの神聖な祈りの声が

再びこだました。 

（Anthony de Mello 神父著『The Prayer 

of the Frog』（カエルの祈り）より） 

 

今月の思想 

 

「神の贈り物と比べれば、人間の最高

の夢も取るに足らない。」 

（エリザベス・バレット・ブラウニン

グ） 
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