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2016年 10月 第 14巻第 10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） 

 

「自身が望むものを兄弟のために望む

ことがない者は、真の信者ではない。」 

（預言者ムハンマド） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016 年 11 月の予定 

・浜松サットサンガ 

・ナマステ・インディア 2016 に出店 

・今治サットサンガ 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

今月の予定 

 

・11 月の生誕日 

 

スワーミー・スボダーナンダ 11 月 11

日（金） 

スワーミー・ヴィギャーナーナンダ 

11 月 13 日（日） 

 

・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） 
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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   

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：

vedanta.karmayoga@gmail.com 

詳細は、協会ウェブサイトのトップペ

ージ「これからの主な行事」をご覧く

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/ 

 

浜松サットサンガ 

 

8 月 7 日（日）、静岡県浜松市福祉交

流センターで行われたヨーガ療法士会

（静岡）主催の勉強会で、マハーラー

ジは「よりよく生きる～人生の意味・

目的を考える～」をテーマに講話を行

いました。以下は、講話の内容につい

て中川千代さんよりいただいたレポー

トの抜粋・編集です。 

 

「アサトー マー サド ガマヤ」で

始まる「普遍の祈り」のマントラには、

「非実在から実在へ」、「無知の暗闇か

ら知識の光へ」のように「否定的

（negative）から肯定的（positive）
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に」なるという意味の言葉が入ってい

ます。否定的とは不安や心配、嫉妬心

を言い、肯定的とは持続的な幸福や心

の平安、純粋さ、調和、自由、知性の

力、道徳的な力などを言います。 

 

私たちの心にも肯定的な状態と否定

的な状態があります。否定的な心は狭

く利己的で批判的、悲観的です。人の

ものは欲しがるのに、自分が与えるこ

とは考えません。汚いものが好きなハ

エのように、いつも人の欠点を探して

います。肯定的な心は見返りを求めず

に与え続け、過ちを気にせず、甘い蜜

を欲するミツバチのように、人の良い

所を見ています。私たちは、ハエでは

なくミツバチのようになりましょう。 

 

肯定的な心を持つには、「我慢」が必

要です。我慢できるようになるには、

「忘れる」ことと「許す」ことが大切

です。また、肯定的な心を持ち続ける

コツは「この瞬間をよく生きる」こと

です。未来を心配したり過去を後悔し

たりすることは、意味がないどころか

「今」を無駄にしていることになりま

す。未来も過去もコントロールできま

せんが、今この瞬間だけは自分でコン

トロールできるのですから、今出来る

最善のことを行うようにしましょう。

未来の基礎はこの瞬間であり、この瞬

間をよく生きれば未来は必ずより良く

なるのです。 

 

お酒のように、すぐに快楽が得られる

もの、依存性があるものは最終的に毒

になります。反対に、ヨーガや瞑想な

どは、毎日続けるのは簡単ではありま

せんが最終的に良い結果をもたらしま

す。学びや良い習慣を毎日積み重ねて

いくことは肯定的な心を維持すること

につながるのです。 

 

また、困難に遭ったときは「逃げない

で立ち向かう」ことが大切です。木は

風に吹かれることでその根が鍛えられ

強くなっていきますが、私たちも問題

に対処していくことで自己成長を遂げ

ます。すべての力は自分の中にありま

す。後はそれを現すだけです。「神様

を信じるより、まず自分の中の力を信

じる」ことです。パワースポットを外

に探す必要はありません。私たちの中

に、永遠のパワースポットがあるので

す。そして、自分の友も敵も、外には

いません。「あなたは、あなたの友で

あり、あなたの敵」なのです。 

 

それでも、心が否定的になってしまう

ことがあります。そのような時のため

に、心配事の 80%は実際には起こらない

ことを知っておいてください。また、

否定的な考えを止めるには、（1）神聖

な言葉を心の中でくり返す、（2）「今

この瞬間を生きること」に集中する、

（3）適度に睡眠を取り、適度に仕事を

し、適度に楽しむ、とよいでしょう。 
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ナマステ・インディア 2016に出店 

（泉田シャンティさん寄稿、一部編集） 

 

2016 年 9 月 24（土）～25 日（日）、

東京・代々木公園にてナマステ・イン

ディアが行われました。これは日本最

大級のインド・フェスティバルで、日

本ヴェーダーンタ協会も「GANGA CD & 

BOOK SHOP」という名前で毎年出店して

います。今年は一週間前から値段付け

やパッキングなどの準備をして、当日

は二日間で、延べ 21 人のボランティア

がお手伝いをいたしました。 

 

24 日、朝 7 時から 7 人のボランティア

で「サハナー・ヴァヴァトゥ（Sahana 

Vavatu）」のマントラを唱えてからお

店のセッティングを始め、9 時からオー

プンしました。ところが午後から雨に

なり、夕方には嵐のように雨風が強く

なり、ブースの中にも水が流れ込んで

きたので、荷物を移動したりビニール

で商品をカバーしたりと大変でした。

この日は悪天候のため、イベントの来

場者が少なかったのですが、ゆったり

とお客様とヨーガやインドの話などが

できました。 
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25 日は朝から快晴で真夏日。お客様

も朝からたくさんいらっしゃって、ま

さにインドさながらの賑わい。午後 3

時頃、マハーラージがいらっしゃった

ことをきっかけに私たちのブースに行

列ができ、スタッフも活気づきました。

その後マハーラージは休むことなくお

客様に数珠やインセンスの説明をされ

たり、CD 購入者にサインをしたりと、

午後 6 時過ぎまで精力的に接客をされ

ました。また、同じ頃、このイベント

の野外ステージでの演奏を終えられた

サロード・プレーヤーのディプトニル

さん、タブラ奏者の指原さんもお店に

来てくださいました。 

 

 

1 年に 1 回、この大きなイベントでたく

さんの方々に協会を知っていただくた

め出店していますが、毎年お店に来て

下さるリピーターの方や、これがきっ

かけで協会に来るようになった方もい

らっしゃいます。また、今年は少ない

人数ながら接客、声掛け、チラシ配り、

レジと、ボランティアのスタッフ一人

一人が協力し合い、小物や布製品を完

売することができました。 

 

最後は「プールナマダ（Purnamada）」

のマントラを皆で唱え、無事 2日間終

えられたことをシュリー・ラーマクリ

シュナに感謝して会場を出ました。 
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今治サットサンガ 

（塩路法子さん寄稿、一部編集） 

 

2016 年 8月 27 日（土）～28 日（日）

に愛媛県今治市でマハーラージをお迎

えしてリトリートを行いました。27 日

は午後 5 時から市内のお寺を借り、25

人ほどが「心の静けさ」についてマハ

ーラージのお話を聞き、瞑想をしまし

た。初めての参加者が 10 人ほどいまし

たので、マハーラージに誘導していた

だきながら 20 分ほど、心の静けさを味

わいました。 

 

翌日 28 日、場所を変えて郊外の緑の

きれいな静かな市の施設で 1 日を過ご

しました。朝 5 時からの瞑想、聖典の

朗読。軽くヨーガの後朝食、散歩。講

話の今回のテーマは「ヤマ、ニヤマ」。

ヤマは道徳的で簡単なことのようです

が、意味が深い。日常の生活を顧みて、

しみじみと考えさせられました。 

 

昼食後はニヤマについて。ニヤマは実

践。マハーラージがおっしゃっていま

した「少しずつでも毎日行うこと」。

心に留めて毎日を送ろうと、思ってい

ます。心をコントロールして、心を敵

ではなく友としていけるように毎日を

送りたいと思い、午後 4 時にリトリー

トを終えました。 

 

静かで神聖な時間が持てたことに感

謝します。来年もまたマハーラージを

お迎えして勉強ができますように、成

長した私達を見ていただけるようにと

思いつつ解散しました。ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

忘れられない物語 

 

樹の神と悪い誓い 
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過ぎ去りし時代から、どこの地域や文

化にも他の場所や伝統には見られない

珍しい信仰がある。その一つが、巨木

や樹齢の長い木に木霊（こだま）や樹

の神が宿っているとする信仰だ。この

ような樹の神に誓いを立てて願を掛け

ると、力を貸してもらえるという。そ

して、本当に願いを叶えてもらえたと

思ったら、願を掛けた者は誓いを果た

さねばならないとされていた。 

 

昔、インド北部の聖都カーシーで、あ

る男が古いバニヤンの木を見つけた。

男はすぐに、ある問題の解決に樹の神

の力を借りようと考え、「願いを叶え

てくださったら、生贄（いけにえ）と

して動物を捧げます」と誓った。 

 

こうして男は願を掛け、しばらくする

と願いは叶った。しかし、それが樹の

神の力によるものだったのか悪魔の力

だったのか、それとも運命だったのか

は、誰にも分からない。それでも男は

樹の神が祈りに応えてくださったのだ

と考え、誓いを果たさねば、と心に決

めた。大きな願を掛けたのだから生贄

も大がかりにしようと、男はヤギやロ

バ、ニワトリ、ヒツジなどをたくさん

集めた。そして、無力な動物を捧げる

ために薪を集めた。 

 

すると突然、バニヤンの樹の神が現れ

た。「友よ、君は願を掛けた以上その

誓いに縛られると信じている。だが、

約束したからといってこのような道義

に反する行いをすれば、報いを受けて

ますます縛られることになるだろう。

今生か、あるいは来世もそのまた来世

も地獄のような世界に何度となく生ま

れ変わって、この行いの報いを受ける

かもしれない。これ以上縛られないよ

うにするには、道義に反する行いをす

べて完全にやめるしかないのだ！」 

 

樹の神は続けた。「しかも私を神だと

思っているのに、私が肉を食べるとか

動物の肉が好きだなどと考えるのはな

ぜなのだ。樹の神はもっと良いものが

好きだと聞いたことはないのか。この

私が生きていられるのは、良い土や雨、

日光などが支えてくれるおかげだ。巡

礼者が時折私に砂糖菓子を捧げる気持

ちは分かるが、肉の捧げ物などまった

く必要ではない。」 

 

男はその言葉を聞くとハッとして、自

分が思い違いをしていたことに気付い

た。そして樹の神の慈悲深さを理解し、

感謝した。不幸な未来しか招かない誓

いを果たす代わりに、すべての命に奉

仕して万物に善をもたらす、道義にか

なった良い行いだけに身を捧げた。 

 

教訓：悪い誓いを果たすことは、悪い

誓いを立てるより、もっと悪い。 

 

（『Buddhist Tales』より） 
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今月の思想 

 

「魂の内に流れる音楽は宇宙にも聞こ

える」 

（老子） 
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