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2016年 11月 第 14巻第 11号 

 

★重要なお知らせ 

インド大使館講話は 2017 年 1 月より 

バガヴァッド・ギーター・クラス 

ウパニシャッド・クラスとも大使館が

発行するIDカードがないと入館できな

くなりました。つきましては、協会 HP

トップより、至急 ID 発行手続きをされ

ますようお願い申し上げます。 

（1 月 2 日協会必着） 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「師のもとに避難さえすれば、すべて

を得られるでしょう。放棄こそが師の

輝く壮麗さでした。師の御名を唱え、

食べ物をいただき、楽しみを得ること

ができるのは、師がすべてを放棄され

たからなのです。」 

（ホーリー・マザー シュリー・サー

ラダー・デーヴィー） 

 

「だから、『何を食べようか』『何を

飲もうか』『何を着ようか』と言って、

思い悩むな。あなたがたの天の父は、

これらのものがみなあなたがたに必要

なことをご存じである。」 

（抜粋：マタイによる福音書 6章 31～

32 節。『和英対照聖書 新共同訳』日

本聖書協会、2001 年） 

 

今月の目次 

 

・インド大使館講話の手続きについて 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016 年 12 月～2017 年 1 月の予定 

・2016 年９月の逗子例会 「自己制御」 

スワーミー・メーダサーナンダによる

講話 

・2016 年のカーリー・プージャー 

協会本部で開催 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

これからの予定 

 

2016 年 12 月～2017 年 1 月の予定 

 

・2016 年 12 月の生誕日 

 

スワーミー・プレーマーナンダ  

12 月 8 日（木） 
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シュリー・サーラダー・デーヴィー  

12 月 20 日（火） 

スワーミー・シヴァーナンダ  

12 月 24 日（土） 

クリスマス・イヴ 12 月 24 日（土） 

 

・2016 年 12 月～2017 年 1 月の協会の

行事 

 

12 月 3 日（土） 14:15～16:00 

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  

※初めての方は以下のページからお申

し込みください。 

お 申 し 込 み ・ お 問 い 合 せ ： 

http://www.gita-embassy.com/お問合

せ/ 

 

12 月 4 日（日）、11 日（日）、18日（日） 

14:00～15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス 

場所：逗子本部別館 

お問い合わせ：080-6702-2308（羽成淳） 

※体験レッスンもできます。 

※専用ホームページをご覧ください： 

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

 

12 月 4 日（日） 

サットサンガ in パドマヨーガ 

※詳細は協会ウェブサイトの「特別プ

ログラム」をご覧ください。 

 

12 月 17 日（土） 14:15〜16:00 

ウパニシャッド・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   

※初めての方は以下のページからお申

し込みください。 

お申し込み・お問い合せ： 

http://www.gita-embassy.com/お問合

せ/ 

 

12 月 18 日（日） 10:30～14:30 

逗子例会  

お 問 い 合 わ せ ：  逗 子 協 会 

046-873-0428 

 

12 月 24 日（木） 19:00～21:00 

クリスマス礼拝 

場所：逗子本部本館 

＜プログラム＞ 

17：30  夕拝 

19：00  礼拝、聖書朗読、キャロル、

瞑想 

19：40  講話 

20：40  夕食（プラサード） 

どなたでも参加できますのでお気軽に

お越しください。 

 

※12 月のホームレス・ナーラーヤナへ

の奉仕活動はお休みです 

新年は、1 月 3 日午後 4 時から炊き出し

を行います。参加予定の方は、持ち物

等の連絡がありますので、下記までご

連絡ください。 

お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304 
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1 月 1 日（日・祝）  カルパタル 

講話の後、マハーラージと希望者は歩

いて鎌倉に行き、以下のルートで参拝

します。 

逗子協会→鎌倉大仏→カトリック雪ノ

下教会→鶴岡八幡宮  

11:30 スワーミーより新年のごあいさ

つ、朗誦、輪読など。その後、昼食の

プラサード。 

14:00 協会より参拝に出発  

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428  

   

1 月 3 日（火） ホームレス・ナラ・ナ

ーラーヤナへの奉仕活動  

午後 4 時から炊き出しを行います。  

参加予定の方は、持ち物等の連絡があ

りますので、下記までご連絡ください。  

お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304  

   

1 月 7 日（土）10：00～12：00  

※時間が変更になりました 

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  

大使館が発行するIDカードが必要です。 

詳細はＨＰトップをご覧ください。 

 

1 月 8 日（日）、15 日（日）、22 日（日）、

29 日（日） 14:00〜15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス 

場所：逗子本部別館 

お問い合わせ：080-6702-2308（羽成淳） 

※体験レッスンもできます。 

※専用ホームページをご覧ください： 

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

   

1 月 17 日（火）14:00〜15:30  

福音勉強会（今月は第３火曜に変更） 

場所：逗子本部本館   

※どなたでも参加できますが前日まで

に予約を入れてください。  

当日キャンセルになることもあります

ので、当日朝、協会のウェブサイトで

ご確認ください。  

お申し込み・お問い合せ： 

benkyo.nvk@gmail.com  

 

1 月 15 日（日） 10:30〜16:30 

シュリー・サーラダー・デーヴィー生

誕祝賀会 

場所：逗子本部別館 

6:30～7:30 朝拝、朗読と賛歌  

10:30 礼拝、アラーティ、花奉献  

12:30 昼食（プラサード）、休憩  

14:45 賛歌、  

16：30 お茶  

18：15 夕拝、輪読、瞑想  

   

1 月 28 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」  

※詳細は大阪勉強会ホームページをご

覧ください。  
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2016年９月の逗子例会 

「自己制御」 

スワーミー・メーダサーナンダによる

講話 

 

 

今日の講話のテーマは「自己制御」で

す。私たちは、様々な場面で自己を制

御しています。たとえば、糖尿病の人

にとっての自己制御とは、食べ物に注

意して甘いものを我慢することでしょ

う。薬物やアルコールの依存症を克服

した人であれば、再び依存症にならな

いよう薬物やアルコールの乱用を避け

ることが自己制御です。 

 

道徳面における自己制御 

 

では、道徳面での自己制御はどうでし

ょうか。多くの人は、道徳についてあ

まり深く考えず自己制御をほとんど行

っていないように思えます。しかし、

より良い人間になりたい、清い心であ

りたいと望むのであれば、誘惑や挑発

に乗らないよう気持ちをコントロール

せねばなりません。誘惑にはお金儲け、

肉欲の快楽などがあります。一方、挑

発とは、誰かに批判されて腹を立てる

ようなことを言います。 

 

嘘をつくかどうかも、道徳心が問われ

るところです。私たちは、自分を守ろ

うとして嘘をつくことがあります。自

己制御ができなければ、本当のことを

言うのは難しいものです。 

霊的になる 

 

霊性を育みたいと思う人は、より大き

な自己制御が必要です。道徳的な人間

であるためには意識をコントロールす

る必要がありますが、霊的になるため

には無意識の部分のコントロールも必

要です。これは難しいです。 

 

霊的になるには、純粋なハートが必要

です。それには、カルマ・ヨーガ、バ

クティ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ、

ラージャ・ヨーガなどの霊的な実践を

積んで準備せねばなりません。パタン

ジャリの『ヨーガ・スートラ』では、

瞑想に重きが置かれています。この経

典には 8 階梯のヨーガとして、ヤマ、

ニヤマ、ヨーガ・アーサナ、プラーナ

ーヤーマ、プラティヤーハーラ、ダー

ラナー、ディヤーナ、サマーディが説

かれています。サマーディの一つ前の

段階はディヤーナ、すなわち瞑想です。

深い瞑想に入って霊的ゴールに達しよ

うとしてもなかなかうまく行かないも

のですが、その理由は、瞑想の前の段

階をとばしていることにあります。自

己制御が必要なヤマ、ニヤマを実践し
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ていないからなのです。 

 

ヨーガの実践 

 

ギャーナ・ヨーガについて考えてみま

しょう。ギャーナ・ヨーガを行う人に

は体、心、感覚のコントロールが必要

です。世俗の楽しみへの欲望を捨て、

実在と非実在を識別せねばならないの

ですが、これには自己制御が欠かせま

せん。 

 

バクティ・ヨーガはどうでしょうか。

自分の感情を神様にうまく向けること

ができれば、神様の恩寵で悟りを得る

ことができます。しかし、バクティ・

ヨーガを実践するには、まず否定的な

感情や肉欲をコントロールしなければ

なりません。 

 

このように、どのような信仰であって

も、何らかの自己制御を行わなければ

霊的な実践はできません。インドの哲

学や霊性は体系的に確立されているの

で、自己制御の必要性が明らかになっ

ています。 

 

お釈迦様の教え 

 

仏教の八正道（Ashtanga Marga）では、

正語（Samyak Vak）、すなわち真実のみ

を話し、他者を傷つけることを言わな

いようにとされています。 

 

また、正業（Samyak Karma）、すなわ

ち暴力を振るわず、盗みを働かず、世

俗の快楽にふけらないようにします。 

 

さらに、正命（Samyak Ajiva）があり

ます。私たちは、生きるためにお金を

稼がねばなりませんが、倫理にかなっ

た方法を用いなければなりません。 

 

そして、正精進（Samyak Vyama）です。

悪いことを考えてはいけません。暴力

的なことを考えるとハートが汚れます。

悪い行いを謹むだけでなく、悪い考え

も避けるようにして、ハートも浄らか

にせねばなりません。自己制御のため

に、自分の内も外もきれいにすること

が必要です。 

 

イエス・キリストの教え 

 

聖書に、イエス・キリストが弟子らに

行った「山上の垂訓」があります。こ

の説教に出てくる道徳的な助言や指示

は、自己を制御することで初めて可能

となります。たとえば、怒りについて

イエスはこうおっしゃっています。 

 

「しかし、わたしは言っておく。兄弟

に腹を立てる者はだれでも裁きを受け

る。兄弟に『ばか』と言う者は、最高

法院に引き渡され、『愚か者』と言う者

は、火の地獄に投げ込まれる。 

 

だから、あなたが祭壇に供え物を捧げ
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ようとし、兄弟が自分に反感を持って

いるのをそこで思い出したなら、その

供え物を祭壇の前に置き、まず行って

兄弟と仲直りをし、それから帰って来

て、供え物を捧げなさい。」（マタイに

よる福音書 5 章 22～24 節。『和英対照

聖書 新共同訳』日本聖書協会 2001年） 

預言者ムハンマドの教え 

 

『コーラン』の中で、ムハンマドは次

のような道徳的教えを述べています。 

 

「兄弟の前で笑顔でいることは慈善

である。」 

「宗教的義務を行うことは、悪態をつ

いて汚れた舌の過ちを贖（あがな）う

ものではない。」 

「他人の評判を傷つける行為は、イス

ラム教徒たるにふさわしくない。」 

「世界とその富を手にしたいと望む

ものは、法に適った方法を取るべきで

ある。」 

 

これらの教えはすべて、五感や言葉、

欲望をコントロールするだけで実践す

ることができます。 

 

感覚と心のコントロール 

 

このように、これらの聖典のすべてに、

自己制御について書かれています。で

は、自己制御についてもう少し詳しく

考えてみましょう。通常、心のレベル

には意識と潜在意識の 2 つがあると言

われています。しかし、さらにもう 1

つのレベル、超越意識があります。 

 

この超越意識のために、私たちは意識

と潜在意識の両方をコントロールする

必要があります。潜在意識とは何でし

ょうか。私たちには、隠れた欲望や執

着、拘泥（こうでい）、思い込みなどが

あります。また、サムスカーラ（心の

印象、心理的刷り込み）、感情などもあ

ります。心を制御するには、自分の内

にこれらが存在することを自覚し、取

り除いてきれいにしなければなりませ

ん。その後に心の制御ができれば、感

情や感覚をコントロールすることがで

きます。逆に言うと、感情と感覚の制

御ができれば、心は制御されます。 

 

心の状態は 3 つあります。1 つ目は、

落ち着かず、サルのように常に動いて

いる状態。2 つ目は、時折集中できるが

集中が長く続かない状態。3 つ目は、心

が制御されていて長い間集中できる状

態です。私たちがやるべき事は、まず

初めに心をきれいにすることです。こ

れのために、パタンジャリの『ヨーガ・

スートラ』に実践的なアドバイスがた

くさん出ています。初めに「非暴力」

の実践から見ていきましょう。 

 

パタンジャリの『ヨーガ・スートラ』 

 

非暴力の実践はどうすればいいので

しょうか。暴力の根本的原因は怒りや
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嫉妬心ですから、こうした気持ちを持

たないようにしましょう。さらに、非

暴力の実践として、食べ物について考

えることもできます。魚や肉を食べる

のなら、必要な分だけ捕獲しましょう。

娯楽として狩りをしてはいけません。

かつてインドでは、宗教の名で多くの

動物が生贄（いけにえ）として犠牲に

されましたが、お釈迦様はこれに強く

反対されました。その後、犠牲供養は

ほとんど行われなくなりました。 

 

また、言葉の暴力にも注意が必要です。

言葉は人を傷つけることがありますか

ら、失礼な言葉や乱暴な言葉は使わな

いようにしましょう。 

 

うつ病の原因の 1 つに、極端に心を抑

圧することへの反動が挙げられます。

切迫した状況では、心に鬱積（うっせ

き）したものを吐き出すことも必要か

もしれません。しかし、そのような場

合もやり過ぎないように注意が必要で

す。ここにも、自己制御が求められま

す。 

 

普遍的な愛の実践 

 

自分の心から否定的な感情を取り除

くにはどうすればよいでしょうか。パ

タンジャリの『ヨーガ・スートラ』に

は、反対の感情を持つようにするとよ

いと書いてあります。つまり、憎しみ

を打ち消すには、純粋な愛、普遍的な

愛を持つようにし、利己的な気持ちを

なくすには非利己的な精神を養えばよ

いのです。 

 

普遍的な愛に基づいた祈りの言葉を

聞いてみましょう。 

 

Om, Sarve bhavantu sukhinaḥ 

Sarve santu nirāmayāḥ 

Sarve bhadrāṇi paśyantu 

Mā kashchit duḥkha bhāgbhavet 

Oṁ Shāntiḥ, Shāntiḥ, Shāntiḥ 

 

（すべてが幸福になれますように。 

すべてが病にかからぬように。 

すべてが幸運に恵まれますように。 

この世の悩み、苦しみから免れますよ

うに。） 

 

ラーマクリシュナ・ミッションでは、

イニシエーションの時に新しい信者さ

んに対し、「自分のためだけに祈らず、

すべての人の幸せを祈ってください」

と助言しています。このような祈りは

大切ですし、普遍的な愛を実践するこ

とになりますから、結果的に広い心を

持つことができます。 

 

他者を助ける 

 

最近の熊本地震の後、現地の信者さん

たちに会いに行き、皆さんがどのよう

な経験をされたか聞いてみました。あ

る女性は、地震が起きるまでは自分と
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家族のことばかり考えていたけれど、

地震の被害に遭ったたくさんの人たち

が皆、互いに助け合っているのを知り、

自分も他の人を少しでも助けなければ

いけない、と思い、行動を起こしたと

いうことでした。そんなことをしたの

は初めてだったそうです。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダが、

ある貴重なアドバイスを残されていま

す。「幸せになりたければ、自分のこと

ではなく他人のことを考えよ。それが、

幸福に通じる確かな道である。」皆さん、

できるだけ自分のことではなく他人の

ことを考えるようにしましょう。私た

ちが心配や不安でいっぱいなのは、自

分のことばかり考えているからです。

他者のことを考えれば考えるほど平安

を得られ、自分のことを考えれば考え

るほど心の平安は失われていきます。 

 

人を助け、人に仕える方法には、他に

も様々なレベルがあります。まず、言

葉のレベルです。困っている人に励ま

しの言葉をかけることができますね。

また、笑顔を絶やさないよう努めるこ

ともできます。笑顔そのものが慈善行

為です。ですから、いつも笑顔を浮か

べて優しい言葉を使いましょう。これ

にはお金も掛かりませんよ。そして、

これも普遍的な愛の実践と言えます。 

 

そして、困っている人に対し、肉体を

使ってお世話することもできます。協

会の信者さんの中には、ホームレスの

方々への奉仕活動を定期的に行ってい

る人がいます。もちろん、見返りを期

待してやっているわけではありません。

また、協会の庭の手入れをしてくれる

信者さんもいます。これらはカルマ・

ヨーガです。プラサードの昼食を作っ

てくれる人も、カルマ・ヨーガの考え

方の中心である「無私の奉仕」を実践

していることになります。また、他者

を助けるために、見返りを求めること

なく知識や技術を使うこともできます。 

 

まとめ 

 

このように、心と感覚をコントロール

するためには、まず怒りや嫉妬、悪い

感情を持たないようにし、また、普遍

的な愛を実践しましょう。 

 

自己制御には盗まないことも含まれ

ます。もちろん、私たちは人の物を盗

んだりしませんが、盗みにはもっと深

い意味があります。たとえば、私たち

は普通、会社で 6 時間から 8 時間働き

ます。日本ではあまりないかもしれま

せんが、遅刻や早退をすることもあり

ますね。また、仕事中に時々E メールの

チェックをして、それを悪いと思わな

い人がいます。しかし、決められた勤

務時間はすべて仕事に使うことになっ

ていますし、それに対してお給料をも

らっているのです。時間を盗むことは

物を盗むことにはなりませんが、それ
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でも一種の盗みだと言えるでしょう。 

 

自己制御のためのヒントをいくつか

お話ししましたが、皆さん、自分でも

っと考えて、できるだけ自己制御を実

践してください。自分のためになりま

すし、人として求道者として自分を高

めることができます。 

 

最後に、スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダがカルマと人格への影響につい

ておっしゃった言葉を読みます。 

 

「自己制御は、すべての外に向かって

の活動よりも大きな力の、現れであり

ます。四頭の馬にひかれた馬車がひと

りで山の斜面を急降下するとします。

または御者がいてそれを御するとしま

す。馬を勝手に行かせるのと彼らを抑

えつけるのと、どちらが大きな力を現

すでしょうか。空中を飛ぶ弾丸は、長

い距離を行って落下します。もう一つ

は、途中で壁にあたり、その衝突は強

烈な熱を発します。利己的な動機から

生まれて外に出て行くエネルギーはこ

とごとく、消費されます。それは自分

の方に戻って来る力とはならないでし

ょう。しかしもしそれが制御されると、

力を生むことになるのです。この自己

制御は強力な意志、キリストやブッダ

となる人格を生むことになるでありま

しょう。」（『カルマ・ヨーガ』日本ヴェ

ーダーンタ協会） 

 

ありがとうございました。 

 

 

2016年のカーリー・プージャー 

協会本部で開催 

10 月 29 日（土）、日本ヴェーダーン

タ協会の逗子本部別館にてカーリー・

プージャーが執り行われました。 

 

 
 

午後 7 時にプログラムが始まり、プー

ジャー、アーラティ、カーリー母神の

賛歌「サルヴァ・マンガラー・マンガ

ーレー（Sarva Mangala Mangalye）」
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の斉唱、プシュパンジャリ（花の礼拝）、

ホーマ（護摩焚き）が行われました。

その後、マハーラージが参加者全員の

額に聖灰を塗りつけました。 

 

そして、午後 9 時頃から、本館と別館

に分かれて、皆でプラサードをいただ

きました。電車の時間などの制約があ

って協会で食事ができない方には、持

ち帰り用のプラサードをお渡ししまし

た。参加者は約 160 名でした。 

 

今回のプージャーでも、協会の信者・

友人の方々に、事前の準備や当日の作

業、翌日の後片付けなど様々な仕事を

お手伝いいただきました。ボランティ

アの皆様のご奉仕に心より感謝を申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

忘れられない物語 
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木の器 

 

おじいさんの手は震え、目はかすみ、

足はふらついていました。 

 

おじいさんは家族と一緒に食卓を囲

んでいましたが、震える手と弱った目

のせいで食事を取るのが難しくなりま

した。スプーンから豆がこぼれて床に

落ちたり、ミルクの入ったコップをつ

かむと、ミルクがテーブルクロスにこ

ぼれたりしました。 

 

おじいさんの息子夫婦は、このように

散らかることにだんだん苛立つように

なりました。「父さんをなんとかしな

いとな。ミルクはこぼすし、床に食べ

物は落とすし、食事中騒々しいし、も

うたくさんだ。」息子は言いました。 

 

そこで夫婦は、部屋の隅に小さなテー

ブルを置きました。おじいさんをその

テーブルに 1人で座らせて食事をさせ、

おじいさん以外の家族は皆で一緒に楽

しく食事をしました。 

 

おじいさんはお皿を 1，2 枚割ってし

まったので、食事は木の器（うつわ）

に入れて出されました。 

 

時折、息子夫婦がおじいさんの方をち

らっと見ると、おじいさんは目に涙を

浮かべて 1 人ぼっちで食事をしている

のが見えました。 

 

しかし、夫婦がおじいさんに言葉をか

けるのは、おじいさんがフォークを落

としたり食べ物をこぼしたりするのを

厳しくとがめる時だけでした。 

 

夫婦の 4 才の坊やは、こうした様子を

黙ってずっと見ていました。ある晩、

夕食の前に、坊やは床の上に座って木

のかけらで遊んでいました。 

 

それを見た父親は優しく尋ねました。

「何を作っているんだい。」 

 

坊やも優しく答えました。「あのね、

木の器を作っているんだよ。僕が大人

になったら、お父さんとお母さんがご

飯を食べるのに使ってもらうんだ。」 

 

坊やはにっこり笑うと、器作りを続け

ました。 

 

（出典：IslamicInformation.net） 

 

今月の思想 

 

「信仰とは、階段の全体が見えない時

に 1 段目を上るようなものである。」 

（マーティン・ルーサー・キング・ジ

ュニア） 

 

発行：日本ヴェーダーンタ協会 

249-0001 神奈川県逗子市久木 4-18-1 

Tel: 046-873-0428  
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