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2022年 2月 第 20巻 第 2号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

人生の秘訣は恐れを持たないこと。自

分がどうなろうと恐れず、誰にも頼ら

ない。 

あらゆる助けを拒否した瞬間に初めて

自由を手にする。 

…スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ 

 

バガヴァッド・ギーターの一部分だけ

読む、ガンジス川の水を一滴だけ飲む、

もしくはたった一度だけ主を礼拝する、

そうするだけで死の王に対するすべて

の恐れは、永遠に止むだろう。 

…シュリー・シャンカラーチャーリア 

 

今月の目次 

 

・かく語りき――聖人の言葉 

・お知らせ 

・2022 年 3 月、4 月の生誕日 

・2022 年 2 月逗子例会 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ 

生誕祝賀会 午後の講義 

「スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

の真理への熱意」 

スワーミー・メーダサーナンダ 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

～お知らせ～ 

コロナウイルスの影響のため、引き続

きライブストリーミングやズームなど

の配信を中心に、皆様にお届けいたし

ます。 プログラムに直接参加なさり

たい方はご連絡ください。  

email：info@vedanta.jp 

ズームに関するお問い合わせ先：

zoom.nvk@gmail.com 

 

2022年 3月、4月の生誕日 

シ ュ リ ー ・ ラ ー マ ク リ シ ュ ナ            

3 月 4 日（金） 

シュリー・ガウラーンガ 

（チャイタンニャ） 3 月 18 日（金） 

ス ワ ー ミ ー ・ ヨ ー ガ ナ ン ダ             

3 月 21 日（月） 

 

ヴ ィ ッ シ ュ ダ ・ シ ッ ダ ー ン タ

（Vishuddha Siddhanta）暦では、2022

年 ４月に生誕日はありません。 

 

 

mailto:info@vedanta.jp
mailto:zoom.nvk@gmail.com
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・日本ヴェーダーンタ協会の行事予定

はホームページをご確認ください。 

https://www.vedantajp.com/ 

 

2022年 2月逗子例会  

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ 

生誕祝賀会 午後の講義 

「スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

の真理への熱意」 

スワーミー・メーダサーナンダ 

 

 

 

シュリー・クリシュナ、お釈迦様、

主イエス、そしてシュリー・ラーマク

リシュナは神の化身とみなされていま

す。シュリー・クリシュナの生誕時と

子供時代には数多くの驚くような出来

事が起こりましたが、お釈迦様、主イ

エス、シュリー・ラーマクリシュナの

生誕と幼少期にそのような話はあまり

ありません。お釈迦様、主イエス、シ

ュリー・ラーマクリシュナは神の化身

なのに、なぜ彼らの幼少期には神性を

示すものがないのでしょうか？ 彼ら

は少し特別なところはあったにせよ、

同じような環境で生まれた普通の子供

と同じようでした。したがって、一般

的な子供たちと多少の違いはあるもの

の、神の化身と分かるほどではなかっ

たのです。彼らが大人になって初めて、

その生涯が世間一般の人々の生活と違

っていることが明らかになりました。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

は、天上界の七聖賢(サプタ・リシ)の

一人とみなされています。サプタ・リ

シは神聖さにおいて、ブラフマンの知

識を得た人、さらには神々にも優るの

です。七聖賢の霊的性質は、非常に特

別な部類に属しています。スワーミ

ー・ヴィヴェーカーナンダはこの七聖

賢の一人の生まれ変わりなのに、なぜ

彼は若い頃、神は本当に存在するかど

うか、ということに確信が持てなかっ

たのでしょうか？ 

 

プラクリティの法則 

 

言うまでもなく、スワーミー・ヴィ

ヴェーカーナンダ（スワーミージー）

は、スポーツ、歌、料理、語学など、

各方面に秀でていました。七聖賢のみ

なさんが料理やスポーツに秀でている

かどうか、私には分かりませんが、リ

シたちの霊性のレベルは非常に高いで

す。しかし私の質問は、スワーミージ

ーは七聖賢の一人なのに、なぜ神の存

在を尋ねるために一般的な宗教の指導

者たちのもとへ行かなければならなか

ったのか、ということです。シュリー・

ラーマクリシュナが、「ああ、神様は本

https://www.vedantajp.com/
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当におられるのだ。私は神様をはっき

りと見る。お前に見せることもできる

のだよ」と言った時、スワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダはそのことを当惑

しながらも信じました。しかしシュリ

ー・ラーマクリシュナが自分は神の化

身であると言明したとき、ヴィヴェー

カーナンダはこの考えを受け入れよう

としませんでした。シュリー・ラーマ

クリシュナはあるヴィジョンを得まし

た。それは、天界で赤ん坊（シュリー・

ラーマクリシュナ）が七聖賢の一人の

首を優しく抱きしめて、「私は地上に降

りるよ、お前も一緒に来てくれるね」

と誘っているヴィジョンです。［一］  

その聖賢の化身がスワーミージーなの

に、シュリー・ラーマクリシュナとい

う最高の化身を納得しないままでいら

れるでしょうか。スワーミージーは、

地上で生まれた後、自分の本当の霊性

の高さを全く覚えていないようでした。

そのようなことは可能でしょうか？ 

音楽や数学の分野には、［前世の能力を

発揮する］神童の例がたくさんありま

す。それなのに、聖賢が生誕後に霊性

の高さを全く覚えていなかった理由は

何でしょう？ 

 

［ここでメーダサーナンダジーは参加

者の意見を募られた］ ひとつの意見

が出ました。ヴィヴェーカーナンダは

何も覚えていなかったからこそ、私た

ちのレベルで私たちを同じようにみた。

そして彼が大人になるとともに、成長

し、教えた、という意見です。もう一

つの意見は、出生時には、コンピュー

ターに新しいディスクを入れると、全

てのメモリーがリセットされるように、

リセットされる、という意見です。 

 

私の答えは、七聖賢の一人としての

彼は、プラクリティ（マーヤー）を超

越していました。ですので、プラクリ

ティが彼をコントロールするのではな

く、彼がプラクリティをコントロール

していました。しかし、彼が人間の姿

となった時に、彼はプラクリティの制

御下に入りました。そしてプラクリテ

ィが彼に全てを忘れさせたので、彼の

深い霊的サムスカーラが休眠状態とし

て存在していても、ゼロから始めなけ

ればならなかったのです。シュリー・

ラーマクリシュナが言ったように、「神

の化身はプラクリティの助けがあって

初めて可能となる」のです。純粋なブ

ラフマンにプラクリティはありません。

しかし、ブラフマンが人間の形で生ま

れると、プラクリティの助けが必要に

なります。また、人間の姿になった時

点で、プラクリティの法則の対象にな

るのです。まとめると、ここでは三つ

のことが言えます。まず、プラクリテ

ィの助けが必要であること。次に、出

生時に人はプラクリティの法則の対象

になること。そして三つ目に、プラク

リティが以前の生での霊性の高さを忘

れさせる、ということです。 
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例えば、生まれたての赤ちゃんが突

然五十歳の人のように成熟しているわ

けにはいきませんね。 

身体、精神、霊性の成長の生来のサイ

クルは、自然の法則に従っているので

す。誰もがゆっくりと発達し、その後

成熟期に入ります。サムスカーラは残

っていても、プラクリティが前世の記

憶を消します。 

ですから、霊的な存在が人間の姿にな

る時も、その規則に従わねばならない

のです。 

 

シュリー・ラーマクリシュナの教えの

普及 

 

もしスワーミージーが早い段階で自

分がどの領域から来たのか分かってい

たなら、ためらうことなくそこへ戻っ

たでしょう。そうなれば、この世の苦

しみを取り除き、平安、喜び、智慧、

解脱への道を人々に示す、というシュ

リー・ラーマクリシュナの化身として

の使命がすべて失敗に終わってしまい

ます。どうして？ なぜなら、シュリ

ー・ラーマクリシュナはご自分のメッ

セージを伝える一番の道具として、ス

ワーミージーを選んだからです。シュ

リー・ラーマクリシュナの身体は長く

厳しい霊的実践の影響で、とてももろ

くなっていたので、西洋に行くことは

できませんでした。彼は近くに行くと

きでさえ、籠を呼んだほどです。また、

英語を話すこともできませんでした。

シュリー・ラーマクリシュナがご自分

のメッセージを普及させるためにはス

ワーミー・ヴィヴェーカーナンダが必

要でした。もしスワーミージーが若い

うちから自分の本性を理解し、このマ

ーヤーの領域の泥沼を思ったなら、彼

はすぐにでも肉体を放棄し、元の領域

に戻ったでしょう！ 

 

主イエスは言いました。「わたしも言

っておく。あなたはペトロ。わたしは

この岩の上にわたしの教会を建てる」  

シュリー・ラーマクリシュナも主イエ

スと同じ考えでスワーミージーを育成

しました。スワーミージーが自分の正

体を思い出せなかったのは、果たすべ

き使命があったからです。また、その

使命を果たしたとき、彼はもとの住処

に帰ることになっていました。七聖賢

の一人というスワーミージーの正体の

記憶のドアのカギをかけ、そのカギを

シュリー・ラーマクリシュナが預かっ

ていたようなものです。スワーミージ

ーが生涯を閉じる少し前にある信者が

尋ねました。「自分が誰なのか、もうご

存じなのですか？」［二］  スワーミ

ージーは「はい！」と答えたきりでし

た。実際、スワーミージーは本当に思

い出した後すぐに、亡くなりました。 

 

先ほど言ったように、ヴィヴェーカ

ーナンダ青年は、神が本当に存在する

かどうかという疑いを持ち、宗教の指

導者に会うたびに本当に神様に会った
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ことがあるかどうか尋ねていましたが、

彼の疑いは結局は、霊的実践によって

解決しました。このように、神につい

て疑いを持つことは当たり前のことな

ので、私たちはスワーミージーに共感

することができます。そしてもし私た

ち自身の疑いについて解決したければ、

私たちも懸命に霊的実践をしなければ

なりません。 

 

求道者としてのスワーミージー 

 

神の化身とその本性のことはしばら

く脇に置いて、彼らが霊的求道者であ

るという点に着目しましょう。シュリ

ー・ラーマクリシュナも神について調

べました。彼は神や女神の物語を聞き

ました。神を信じていたし、ドッキネ

ッショルのカーリー寺院の神職になり

ましたが、彼は神が本当に存在するの

か、もしくは単なる迷信なのか、ただ

の像なのか、心の想像にすぎないのか、

という神の事実を自分で確かめたいと

思いました。彼はその質問と答えを、

科学の探究者のように追求しました。

彼は三つの疑問を抱いていました。神

は存在するか、もし存在するなら神の

本性は何か、他の宗教の神々は同じも

のなのか、という質問です。シュリー・

ラーマクリシュナはこの三つの疑いを

晴らしたかったのです。このことを追

求するために、彼は苛烈で厳しい霊的

実践を十二年間も行い、やっと答えを

得ました。 

 

スワーミージーも神への信仰心を持

っていましたが、西洋の宗教と哲学を

学んだことで、神の存在に対する疑問

を抱き始めました。神が存在するかど

うか、だけでなく、神が本当に存在す

るのならその存在を知ることはできる

のか、ということも疑問でした。この

二点が、スワーミージーが直面し答え

を探し求めた質問の主要ポイントです。

スワーミージーは宗教と哲学を学びま

したが、神を直接経験した人から答え

を聞きたいと思いました。そこでスワ

ーミージーは霊的実践と霊的知識で有

名な数名の指導者にそのことを尋ねま

した。しかし、スワーミージーはどの

返答にも満足しませんでした。なぜな

ら誰も「はい、私は神を見ました。神

を知ることはできます」と答えなかっ

たからです。しかし、最後に、シュリ

ー・ラーマクリシュナだけがはっきり

と率直な言葉で「ああ、神様はおられ

るよ！ 私はお前に神を見せることも

できる」と言いました。 

 

ひとつ話をしましょう。 

 

ある時、王様が聖者に三つの質問を

しました。「神は存在しますか？ もし

存在するのなら、その存在の証拠は何

ですか？ どうすれば神を見ることが

できるのでしょうか？」 

 

聖者は「すみませんが牛乳を一杯い
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ただけませんか？」と言いました。牛

乳が届くと聖者は尋ねました。「王様、

この牛乳の中にバターが見えます

か？」 

 

王様「見えません」 

 

聖者「ではこの牛乳の中にバターが

ないとおっしゃるのですか？」 

 

王様「いいえ、バターはあります」 

 

聖者「ではなぜバターは見えないの

でしょうか？」 

 

 

 

王様「バターを作るには、まず、牛

乳を少し温めて、それから少し冷ます。

それからヨーグルトを加えてしばらく

放置します。最後にかき混ぜて凝乳と

乳清にしなければなりません」 

 

聖者は言いました。「神様は遍在ですが

私たちには見えません。それは私たち

が必要な手順を踏んでいないからです。

もし神を見たければ、やるべき手順が

あります。その手順とは霊的実践です。

手順は三つの部分からなります。一つ

目は、神に集中するという実践。二つ

目はこの世に対する執着の放棄。三つ

目は、心と感覚のコントロールです。

もしこの三つの実践をすれば、神を見

ます」 

 

切望と決意が大事 

 

そして、シュリー・ラーマクリシュ

ナが、「ああ、神を見たよ。お前に見せ

ることもできる」と言ったとき、話は

それで終わりではありませんでした。

シュリー・ラーマクリシュナはやらな

ければならないことがある、とも言っ

たのです。『ラーマクリシュナの福音』

の中で、スワーミージーがシュリー・

ラーマクリシュナからこの訓示［三］

を受ける箇所を読んでください、私た

ち霊性探究者と、スワーミージーとい

う霊性探究者はどこが違うのでしょう

か？ もう一度言います。シュリー・

ラーマクリシュナはスワーミージーに

三つの指示を与えました。スワーミー

ジーはそれを実践し神を悟りました。

私たちも『福音』を読んだり、講義に

参加しているのでその答えを知ってい

ます。ではなぜ私たちは神を悟らない

のですか？スワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダと私たち霊性探究者とは何が

違うのでしょうか？ 

 

信者の答え：「彼は特別だったと思い

ます」 
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そうでうね。ヴィヴェーカーナンダ

は誰とも比べ物にならないほどの人格

が際立っていましたし、私たちとは霊

性の高さが違います。他にもシュリ

ー・ラーマクリシュナには出家直弟子

がいました…。彼らは皆、神を悟りま

した。 では、七聖賢の一人の化身と

して、スワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダは何が特別だったのでしょうか？ 

  

信者の答え：「スワーミージーはシュ

リー・ラーマクリシュナの祝福を受け

たと思います」 

 

そうですね。スワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダは霊的に祝福された方で

あるということは言えますが、ラト

ゥ・マハーラージなど他の方々も祝福

を受けましたよ。シュリー・ラーマク

リシュナとヴィヴェーカーナンダのお

二方が言ったことは、弟子に対して神

のヴィジョンを見せること以外なら何

でもしてやれる、神のヴィジョンは独

力で実践をして獲得しなければならな

い、ということです。だからシュリー・

ラーマクリシュナはドッキネッショル

に滞在している若い信者たちに真夜中

に「起きなさい！ お前たちはここに

寝るために来たのかね？ パンチャヴ

ァティに行って瞑想しておいで！」と

起こしたのです。霊性の修行は皆にと

って必要なことだということが分かり

ますね。パンチャヴァティにはエアコ

ンもストーブもなかったし、蚊がいっ

ぱいいるのに虫よけもなかったのです

よ。シュリー・ラーマクリシュナはこ

の弟子たちをとても愛していました。

師の祝福だけで十分なら、どうして霊

性の修行という厳しい試練をやり遂げ

よ、と弟子たちに言ったのでしょう

か？  

 

シュリー・ラーマクリシュナは確実

に霊性を与える力があったのに、若者

たちを夜中に起こして、神意識を確立

させるために、霊的実践をさせようと

パンチャヴァティに行かせました。『ラ

ーマクリシュナの福音』から短い話を

引用しますが、それで霊的実践に関す

る私たちの立場が分かるでしょう。 

 

ある妻が夫に言った「ごらんなさ

い！ あの人は放棄を実践しています

よ！」 

 

夫「どうやって？」 

 

妻「彼は十六人の妻がいるのですが、

それを一人ずつ捨てているのです」 

 

夫「彼に本当の放棄はできないよ」 

 

「それでもあなたよりましです。あ

なたはほんの少しの間だけでも私から

離れようとしないではないですか」と

妻は食い下がった。 
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恐妻家の夫は言い返した。「いや、彼

に放棄はできないが私にはできる。で

は、行くぞ」  男は沐浴に行くつも

りで準備していたタオルを肩にかけた

まま出かけた。家庭も家も捨てて、二

度と戻ることはなかった。 

 

つまり、強い決意と霊的実践への不

屈の態度が求められるのです。これこ

れは自分の霊的生活に有害である、も

しくは、この執着は自分の霊的生活の

障害である、ということが分かったら、

直ちにそれを放棄する準備が必要です。

これこそが、私たち凡庸な霊性の求道

者と、シュリー・ラーマクリシュナの

直弟子のような霊性の求道者との違い

です。神を悟るという強い衝動と決意

を持っていない限り、神を悟る方法を

知っていても、悟ることはできません。

この熱望と決意こそが必要なことなの

です。私たちに足りないのは、この渇

望と決意です。私たちは悟るための方

法を知っているけれども、渇望と決意

が欠けているのです。 

 

スワーミージーのことを考えてくだ

さい。彼は、家族も、弁護士になると

いう前途も、快適さも、執着も、全て

を放棄しました。スワーミージーがも

し在家の生活を送ったとしても絶対に

輝いていたはずですが、それらのすべ

てを放棄しました。彼の人生のたった

一つの目的は、シュリー・ラーマクリ

シュナの教えを世界に伝えるために、

神を悟ることでした。覚えておかなく

てはいけないことは、非常に快適な暮

らし、ある人間関係、ある執着、嗜好

や習慣、を放棄する覚悟がない限り、

また、すべてを犠牲にしてこれらを変

革させる覚悟がない限り、霊的な目標

に達するのは非常に困難だということ

です。 

 

真実の観察 

 

今日のテーマは「スワーミー・ヴィ

ヴェーカーナンダの真理への熱意」で

す。それを別の視点から例をあげると、

スワーミージーは菜食主義者ではなく、

肉や魚を食べていました。インドでは

多くが菜食主義者で、非菜食を食べる

ことは霊的生活に有害である、と考え

られています。多くの人は、特に僧侶

が非菜食を食べることなど想像もでき

ませんでした。にもかかわらず、スワ

ーミージーが遍歴僧としてインドを縦

横に行脚しているときにたくさんの人

に食習慣を尋ねられても、スワーミー

ジーは包み隠さず、私は出されたもの

は何でも食べます、と言いました。人々

がこのことを批判しても、スワーミー

ジーは、この真実を決して隠しません

でした。どんな結果も恐れず、ただ真

実を話したのです。 

 

スワーミージーを尊敬する菜食主義

者の中には、自分自身は厳格な菜食主

義者だがスワーミージーが何を食べよ
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うと気にしない人びともいました。ス

ワーミージーの一番大切な部分は霊性

の高さなので、食習慣など気にせず、

スワーミージーを称賛し尊敬し愛した

のです。しかし、別のタイプのスワー

ミージーを尊敬する菜食主義者もいま

した。スワーミージーが肉や魚を食べ

ること以外は全て好きだが、ただ一点、

スワーミージーが肉や魚を食べること

だけが好きになれない、と考えたので

す。このように二種類のスワーミージ

ーを尊敬する人びとがいましたが、ス

ワーミージーは真実を話し、このこと

に関する彼らの感情を気にしませんで

した。 

 

普遍的真理の教え 

 

スワーミージーは真実を語るために

西洋に行きました。ヒンドゥ教を広め

るためではなく、普遍的真理を説くた

めに行ったのです。このことはスワー

ミージーと西洋の他の宗教指導者たち

との大きな違いです。例えば、スワー

ミージーは、さまざまな宗教があるが、

全ての宗教は同じ目標、同じ神へと導

く、と言いました。一方で、西洋の宗

教指導者たちは、第一に、キリスト教

だけが唯一の真の宗教である、第二に、

主イエスを救世主として受け入れる者

だけが天国に行けるがそれ以外の者は

地獄に行く運命だ、と宣言します。そ

れに対してスワーミージーは言いまし

た。否、全ての宗教が偉大な聖者を輩

出した、キリスト教やヒンドゥ教だけ

でなく、あらゆる宗教が聖者を輩出し

た、［だから全ての宗教が正しい］と。

第三に、キリスト教徒はキリスト教の

教義を受け入れて議論をしてはいけな

い、といいますが、それに対してスワ

ーミージーは言いました。否、宗教に

は理性主義的な場があるが、ある段階

で宗教は論理を越えなければならない、

しかし論理と矛盾してはならない、と。

第四に、西洋の指導者たちは、私たち

は皆罪びとである、と言いました。し

かしスワーミージーは言いました。否、

自分は罪びとである、ということが罪

なのである！人間の本性は純粋なのだ

から、と。これらがスワーミージーの

教えと西洋のキリスト教指導者の教え

との主な矛盾点です。 

 

スワーミージーがこれらの考えを説

いたとき、西洋の多くの聖職者、教会

の指導者、さらには多くの会衆も怒り

ました。新たにスワーミージーを尊敬

するようになった西洋の人々は心配し

て言いました、スワーミージー、あの

人たちはあなたの人生に危険を及ぼし

かねません、だからどうか関わらない

でください、と。スワーミージーを黙

らせることが神への仕事である、と信

じる過激派がいても、スワーミージー

は落ち着いて主張しました。「私は死を

恐れない、私は神の御足に触れたのだ

から」 スワーミージーは続けました。

「彼らが何を殺そうというのだ？ 肉
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体に過ぎないではないか。私はアート

マンである。アートマンを殺すことな

どできない」  これがスワーミージ

ーのこの問題に対する態度でした。真

実に妥協はありません。真実が一番大

切なもので、最後に勝利するのは真実

です。 

 

最後に 

 

最後に簡単な逸話をお話しして終り

にします。スワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダが西洋に滞在中は、関係者の

招待を受けて諸所で講義をしていたの

で決まった住居はありませんでした。

時にはスワーミージーのために宿泊場

所を緊急で準備することもありました。 

 

そんなある時、女学校の有能な監督

官が学校の講堂で講義をするように、

スワーミージーを招き、宿泊場所とし

て学校の寮（ドミトリー）を用意しま

した。この珍しいイベントに自分たち

も参加できるので、生徒たちはとても

ワクワクしました。その監督官は宗教

哲学にたいそう興味を抱いていたので、

地元の学者やキリスト教の聖職者も招

待していました。夕方になると、会話

はキリスト教とその信仰と実践に移り

ました。 

 

出席している聖職者たちは、多くの

学究的に考察された書物や聖書を引用

して、キリスト教徒の信仰だけが真の

信仰であると主張しました。しかし、

スワーミージーは、確かにキリスト教

は真実であるがそれは唯一の真の宗教

ではなく、それぞれの宗教が同じ神へ

と導く、と言いました。会話は、聖職

者とスワーミージーが互いにキリスト

教の学究的書物や聖書を引用しつつ何

度も交わされましたが、最終的には、

スワーミージーが普遍的真理を決定的

に明確化することで、全ての反論を打

ち負かしたのです。 

 

後になって、その場にいた少女の一

人がその日の回想録を次のように記し

ました。私にはスワーミージーが全て

の聖職者の論旨を打破した、というこ

とが分かりました。私はキリスト教徒

ですが、その議論を聞いていて、時間

の経過とともに幸せを感じた、という

ことを覚えています。講堂は自由主義

的雰囲気に包まれ、皆が大きな影響を

受け、多くは宗教宗派にかかわらず真

理は普遍的である、という真理を受け

入れました。 

 

［一］『スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダの生涯』ｐ49参照 

［二］『スワーミー・ヴィヴェーカー
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ナンダの生涯』ｐ348参照 

［三］『ラーマクリシュナの福音』序

論のｐ（108）参照  

［四］「ラーマクリシュナの福音」

p393,798参照 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ 

生誕祝賀会 

日本ヴェーダーンタ協会逗子協会 

2022年 2月 20日 逗子本館にて 

 

スケジュール 

06：00 マンガラ・アーラティ 聖句

詠唱、賛歌朗誦 

06：30 瞑想 

07：45 朝食 

午前の部 

11：00プージャ（礼拝）、食物奉献、ア

ーラティ、花奉献 

12：30 ランチ・プラサード（本館に

て） 

午後の部 

14：45 聖句詠唱 

賛歌：スワーミー・ディッヴィヤー

ナターナンダジー 

輪読 「スワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダの生涯（日本語）」 

講義 「スワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダの真理への熱意」 

スワーミー・メーダサーナンダジ

ー 

翻訳者：レオナルド・アルヴァレ

スさん 

賛歌 

瞑想 

16：30 ティータイム（本館にて） 

18：00 アーラティ、賛歌朗誦、輪読、

瞑想 

20：00 夕食 
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忘れられない物語 

 

「スワーミー・ヨーガナンダジー」 

 

シュリー・ラーマクリシュナの生誕

祭を始めて盛大に開催したのは、スワ

ーミー・ヨーガナンダ（ヨーギン・マ

ハーラージ）だった。生誕祭はドッキ

ネッショルで執り行われた。大きな困

難をはねのけて祝賀会が成功したのは、

スワーミー・ヨーガナンダの人々、と

りわけ若者に対する、多大な影響力の

おかげである。1897 年にスワーミー・

ヴィヴェーカーナンダがアメリカから

凱旋した際に催された大歓迎会の時に

も、スワーミー・ヨーガナンダの組織

力は立証された。スワーミー・ヨーガ

ナンダはその陰の立役者だったのであ

る。 

 

インドに戻ったスワーミー・ヴィヴ

ェーカーナンダが兄弟弟子たちに組織

を始めようと提案したとき、スワーミ

ー・ヨーガナンダはそれに反対した。

彼の主張はこうだ。シュリー・ラーマ

クリシュナは、皆の時間とエネルギー

をひたすら霊的実践に捧げることを望

んでおられた。しかしヴィヴェーカー

ナンダは師の教えから逸れ、独自の構

想で組織を発足しようとしている。そ

れに憤慨したヴィヴェーカーナンダは

切々と訴えた。私（ヴィヴェーカーナ

ンダ自身）はあの霊的巨人であるシュ

リー・ラーマクリシュナの教えに手を

加えるには、あまりにちっぽけな人間

だ。もしシュリー・ラーマクリシュナ

がお望みなら、一握りの塵から数百の

ヴィヴェーカーナンダをお創りになれ

たが、師はスワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダを彼の使命を果たす道具とし

てのみお創りになられた。それだから

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは、

師の意志以外のいかなる意志も持ち得

ないのだ、と。シュリー・ラーマクリ
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シュナに対するスワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダのこのような驚嘆すべき

信仰に、その場にいた者は皆唖然とし、

即座にスワーミー・ヨーガナンダの心

も掴んだ。 

  

ラーマクリシュナ・ミッションが実

際に発足した時、スワーミー・ヨーガ

ナンダは役員の一人になった。スワー

ミー・ヨーガナンダはスワーミージー

を深く深く愛していたにもかかわらず、

独自の判断力と大いなる批判的精神を

発揮して真の指導者スワーミー・ヴィ

ヴェーカーナンダに異議を唱えたのは

この時だけではなかった。確かに彼は、

自らのグル（シュリー・ラーマクリシ

ュナ）を完全に受け入れるまでは、厳

しい目でその行いを見極めてきたので、

グルバイ（兄弟弟子）のことも大目に

見ることはできなかったのだ。だから、

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダと

意見が食い違ったとき、スワーミー・

ヨーガナンダはあくまでも真っ正直に

そのことを伝えた。 

 

https://www.sriramakrishna.in/2018

/02/01/swami-yogananda/ より引用 

 

今月の思想 

 

終わったことにめそめそするな。 起

こったことには、にこやかであれ。 

…ドクター・スース 
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