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2022年 7月 第 20巻 第 7号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

アルジュナよ、義務を忠実に遂行せよ。

そして成功と失敗とに関するあらゆる

執着を捨てよ。このような心の平静さ

をヨーガというのだ。 

…シュリー・クリシュナ 

 

年をとればとるほど、全てのことは男

らしさによって決まる、と私には思え

るのだ。これは私の新たな信条である。 

…スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ 

 

今月の目次 

 

・かく語りき――聖人の言葉 

・お知らせ 

・2022 年 8 月、9 月の生誕日 

・2022 年 6月 12（日） スワーミー・

ヴィヴェーカーナンダ 第 159 回生誕

記念祝賀会講演 

「スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

の理想の社会」 

慶応義塾大学教授 谷口智彦博士 

・京都知恩院リトリートのレポート 

レオナルド・アルヴァレズ 

・知恩院リトリート・スケジュール 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

お知らせ 

英語のニュースレターを 20年以上担当

なさったロニー・ハーシュさんが健康

上の理由で退任されました。長きにわ

たり愛情を込めて美しいニュースレタ

ーを皆さんに届けて下さりありがとう

ございました。 ロニーさんの幸福と

健康回復のために皆でシュリー・ラー

マクリシュナとホーリー・マザー・シ

ュリー・サーラダー・デーヴィーに祈

りましょう。新しい担当者はアシシ

ュ・グプタさんです。                       

（※日本語のニュースレターは英語版

をもとに作成しております） 

 

コロナ禍が形を変えてまだ続いており

ます。混雑を避けるため、プログラム

参加を希望される方はヴェーダーンタ

協会にご連絡ください。 

マスク着用、ソーシャルディスタンス

等ご協力をお願いいたします。 

 

 



 2 

日本ヴェーダーンタ協会 会長スワー

ミー・メーダサーナンダ 

 

今月の予定 

 

2022 年 8 月、9 月の生誕日 

 

8 月の生誕日 

スワーミー・ニランジャナーナンダ      

8 月 12 日（金） 

シュリー・クリシュナ・ジャンマシュ

タミ    8 月 18 日（木） 

スワーミー・アドヴァイターナンダ       

8 月 26 日（金） 

 

9 月の生誕日 

ス ワ ー ミ ー ・ ア ベ ダ ー ナ ン ダ          

9 月 19 日（月） 

ス ワ ー ミ ー ・ ア カ ン ダ ー ナ ン ダ         

9 月 25 日（日） 

 

・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 6月 12（日） スワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダ 第 159 回生誕記

念祝賀会 

「スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

の理想の社会」 

谷口智彦博士 

慶応義塾大学教授 

 

スワーミー・メーダサーナンダジー、

サンジェイ・クマール・ヴァルマ閣下 

ヴェリヤト・シリル神父、皆様、これ

から「スワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダの理想の社会」についてお話しま

す。 

 

しばらく前になりますけれども、私は、

自分にできることだったらどんなこと

でも日印関係の増進に力を尽くす、と

いう誓いを立てました。安倍晋三氏は

首相時代に何度も「日印関係にもし限

界があるとすると、それは天、空だけ

である」とおっしゃいました。つまり

青天井であるということです。私はこ

の目で安倍総理と一緒に二国間の関係

が発展するのを見ましたし、新たな地

政学的な概念としてのインド太平洋の

登場を見ましたし、さらにはクワッド

（日米豪印戦略対話）が出現するのを

眺めました。アメリカの元国務長官デ

ィーン・アチソンの著書に『その場に

居合わせた』というものがございます

が、私はまさにそれでありまして、そ

のことはもしかすると、なぜ私が日印

関係を大切に思うかということを説明

https://www.vedantajp.com/
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するものであるかもしれません。 

 

一度、インドの持っている文化の豊か

さ、伝統の豊饒さ、さらには宗教や精

神文化の豊かさというものに触れます

と、必ずといっていいでしょう、偉大

な中でも偉大な人物に出会うことにな

ります。その偉大な中でも偉大な人物

というのが、スワーミー・ヴィヴェー

カーナンダであります。私もそのよう

にして出会うことになるのですが、そ

の時は予定されていた安倍首相のイン

ドへの訪問を前に、良いエピソードは

ないか、面白い物語はないか、急いで

探していた時でありました。それは

2007 年に安倍首相が渡印し上下両院の

議会で演説をするための準備をしてい

たときであります。 

 

その時、安倍首相はかの偉大な精神的

指導者に言及しながら、スピーチをこ

んなふうに始めています。「『たとえ流

れがどこに発してどんな場所を通ろう

とも、その流れは一つの水になって海

で交わる』、この言葉をもってスピーチ

を始めることができるのはこの上ない

喜びであります」 

 

只今申しましたのは、このようにして

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダを

ほんのちょっと理解するようになって、

そのほんのちょっとの出会いというも

のが、スワーミー・メーダサーナンダ

のお目に留まって、そして私に「しゃ

べれ」とおっしゃったわけです。そし

てちょうど一年前、158 回の生誕記念の

日に話をいたしました。正直言ってこ

れだけであります。 私はここで日本人

らしく謙譲の美徳を発揮しているわけ

ではありません。今まで申しました二

つの経験というものは、それをもって

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダに

ついて深い議論をできるような資格要

件だとは思えないからであります。ま

るでゼロ×ゼロがいつまでたってもゼ

ロであるようなものであります。 

 

さて、いよいよスワーミー・メーダサ

ーナンダジーが与えてくださったこの

挑戦に立ち向かわなくちゃいけません。

その挑戦とは、スワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダの理想的な社会について、

つまり哲学的な問いについてしゃべる、

ということでありまして、まあ我なが

らよくここまで蛮勇をふるえるものだ

と思っています。 

 

ヒンドゥ教の偉大な指導者であり、私

共が今考えておりますこの人物は、

1863年の 1月 12日に生まれているんで

すが、驚くべきことに、そのほとんど

１月後の 2月 14日に岡倉天心も生まれ

ております。岡倉こそはかのルネサン

ス型の人物でありますけれども、シス

ター・ニヴェディタと親交を結び、や

がてスワーミー・ヴィヴェーカーナン

ダを知ることとなる人物であります。 

岡倉は、目覚めた、覚醒の人物であり
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ました。そしておそらく自分の国の文

化的な、あるいは芸術的な遺産という

ものを鳥瞰的に眺めることができた、

いや、もっと言うなら、人工衛星の軌

道くらいの高さから眺めることができ

た人物であった、と言えるでありまし

ょう。その著作には、『東洋の理想』、『日

本の覚醒』、『東洋の覚醒』、そして忘れ

てならないものとして『茶の本』があ

ります。いずれも英語で出版されまし

た。こういうタイトルをちょっと眺め

るだけでも、この時代に初めて西側と

比べて自分たちの国はどう違うのか、

ということを、彼ら限られた少数のリ

ーダーたちに深く考えさせたのだと思

います。 

 

ヴィヴェーカーナンダや岡倉が考えた

考えは、それぞれ違うかもしれません

が、一つ共通のことがあったとするな

らば、「西側と比べて自分たちは」とい

うときにその自分たちについて、全体

的な、それぞれの国を全体として捉え

る、そういう目がなければならなかっ

ただろう、ということであります。 

 

この全体的に祖国を捉えるという視野、

目の付けどころですね、これがあって

初めて、この時代の知識人というもの

は自分たちそれぞれの社会について、

理想とは何か、理想的な姿は何か、と

いうものをつくることができたのだと

思います。またその全体的な見方があ

って初めて、愛国的な気持ちというも

のをつくり出すこともできました。ま

あ、早い話が、北海道の人も沖縄の人

もみんな日本人だというこの全体的な

センスがなければ、国民としての自覚

というものも生まれなかったでありま

しょう。 

 

ですから驚くにはあたりませんが、こ

の岡倉とヴィヴェーカーナンダが生ま

れた 1860 年代には、次のように次々と

立派な人が生まれております。タゴー

ル 1861 年、森鴎外 1862 年、イタリア

の詩人のダナンシオ 1863 年、ドイツの

社会学者ヴェーバー1864 年、それから

タゴールと親交を結ぶロマン・ロラン

1866 年、中国の革命家孫文 1866年、夏

目漱石 1867 年。そして忘れるべきでな

いのはマハートマ・ガンディー1869 年

であります。 

 

こういった偉い人たちの中に、特に芸

術や文化、文学で働いた人の中には、

自分たちは、この一体として感じられ

ることもあるこの自分たちは何者なん

だ、という疑問が芽生えたわけであり

ます。つまり、我々の国はどんな国な

のか、どんな国民なのか、日本人とは

誰で、インド人とはどういう人間で、

ダナンシオの場合であればイタリア人

とはどんな人間なのか、という問いで

す。そしてこの問いから、はじめて社

会に対するオーナーシップのセンス、

自分たちの社会だというセンス、それ

からこれをまわしていこう、切りまわ
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していこう、ということについての責

任感、さらには社会を導いていこうと

いうときの義務感が生まれるのだと思

います。私の考えでは、スワーミー・

ヴィヴェーカーナンダほどこの時代の

雰囲気というもの、時代のセンスとい

うものをよく体現していた人はいませ

ん。 

 

歴史上はじめて社会は、神様が作って

くれた自然にそこにあるようなもので

ある、ということをやめてしまいまし

た。それまで社会というものは、地球

と同じようにずっとそこにある、とこ

うものでした。ですからそういうふう

に見ている間は、社会は、改造したり、

壊したりする対象と見ることはできな

かったわけですけれども、もうそうは

いかなくなりました。そしてこんな自

覚に至ろうと思うならば、まず、いろ

いろな文化や国境を越えたほうがいい

に決まっています。 

 

昨年はちょうどこの場でスワーミー・

ヴィヴェーカーナンダのことをスワー

ミー・メーダサーナンダがお書きにな

ったインドと日本の関係についての素

晴らしい本『スワーミー・ヴィヴェー

カーナンダと岡倉天心、現在のパイオ

ニア』について話しました。その本の

中でスワーミー・メーダサーナンダジ

ーは、シカゴに行く途中でスワーミ

ー・ヴィヴェーカーナンダが日本に立

ち寄った時のことについて詳細を追っ

ておられます。 

 

アメリカに渡ったスワーミー・ヴィヴ

ェーカーナンダは、もちろんヒンドゥ

の教えをキリスト教徒の人たちに広め

た、中でもヴェーダーンタの教えを広

めたわけですが、このように旅してい

るうちに必然的に彼の中に一種の社会

エンジニアとしての自我というものが

育まれたのだと思います。まずは、そ

の社会というものを、全体として、一

体として眺める。社会とは改造できる

何者かである、とみる。そして理想的

な社会を実現しようと思うならば、長

い視野を持つ必要がある。こういう考

えを彼は発達させたんだと思います。 

 

ここで思い出すのは、19 世紀から 20

世紀にかけては、理想的な社会に近い

社会どころか、成熟した民主主義を持

っている国もどこにもありませんでし

た。アメリカでは黒人たちは差別され

ていましたし、イギリスの富というも

のは、植民地からの搾取によって――

インドがその代表例ですけれども――

実現されたものだし、ベルギーは国王

レオポルド二世のもと、史上最も残酷

といってもいい植民地統治に乗り出そ

うとしていた、まさにそんな時でした。 

 

もしもスワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダが西洋社会を見てその不統一です

とか、不調和、差別とか不平等につい

てなにか書き残したものがあるなら教
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えていただきたいと思いますが、ここ

ではひとまずこのようにスワーミー・

ヴィヴェーカーナンダのように、ゴッ

ド、神というものが遍在するんだ、と

いう考えを持っている人、そして全て

の人が平等で同じなんだ、という考え

を持っている人物にとっては、西側社

会で見たものというのはおそらく反面

教師であったでしょう。というのも彼

がシカゴで大変有名になったスピーチ

を「シスターズ アンド ブラザーズ 

オブ アメリカ」と始めたときに、彼

は人類最初の男女平等主義者になった

といってもいいかもしれません。フン

ボルト大学のヒルトゥルード・リュス

タウ（Hiltrud Rüstau）という研究者

によれば、この時のシカゴでのあいさ

つは、人類の平等、それは国籍や宗教

や性や肌の色は全く関係ないんだ、と

言っているそうです。しかも植民地の

国からやってきたこの人物には、あふ

れんばかりの誇りと自信があった。彼

の国は貧しいし、飢えてもいるかもし

れないけれども、それでも彼には世界

に向かって素晴らしいものを提供でき

るんだという自信があったのでありま

す。こんなふうな巨人を持っていたイ

ンド人は幸いなるかな、と私は申しま

す。 

 

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダは

こう言いました。もっとも偉大な社会

とは、もっとも崇高な真実というもの

が実践される社会である。理想的な社

会では、いかなる意味での力に基づく

特権というものも存在する余地がない。

富に基づく特権だとか、知識に基づく

特権というものの存在する余地もない。

いかなる意味での特権というものも理

想的な社会に対する否定である。 

 

民主主義についてもヴィヴェーカーナ

ンダは語っていてそれも、「全ての人は

平等である。全ての人の中に神が宿っ

ている」という信念に由来するもので、

どの個人も誰も自分というものを発達

させる権利がある、全ての違いという

ものはやがて取り下げられるのであっ

て、弱い人や、抑圧されている人や、

搾取されている人というものがちゃん

と力を持つという、それが民主主義な

んだ、と彼はこう言っているわけです

ね。 

 

ヴィヴェーカーナンダは、あらゆる人

間は一つである、神はすべての生き物

に遍在する、と言っていますが、これ

は我々日本人にとってよくわかる考え

方じゃありませんか？ 今でも私たち

は亡くなった両親や姉や兄弟やさらに

は叔父や叔母が草葉の陰で見ている、

というじゃありませんか。ここにも精

神面でのインドと日本の共通性、とい

うものを見るわけであります。 

 

ここで彼が考えた理想の社会とはどう

いうものかをもうちょっと細かく見て

みましょう。スワーミー・ヴィヴェー
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カーナンダは言います。「理想的な社会

というものは、特権というものがない、

それぞれの人間が利己的にふるまわな

い、そういう社会だ。そこにおいて思

想や行動の自由というものは保証され

ていて、まさにそれこそが人生の前提

条件でなければならない。もしそれが

なければ人間も人種もグループもさら

には国家も落ちていくしかないであろ

う」。 

 

じゃあその自由とは何か。「それは自分

の身体、心、財産を自分の意志に沿っ

て使うことができる力であり、同時に

人を傷つけない、ということである。

全ての社会の全ての成員メンバーは、

教育を受ける権利も富を蓄える権利も

授かっている。もしこれが現在社会に

おいて、一部の富を独占する人たちに

よって損なわれているのだとしたら、

それは大変恥ずべきことである」、まあ

こういうことを言っているわけですね。 

 

ドイツの哲学者が引用しているスワー

ミー・ヴィヴェーカーナンダの言葉が

続きますけれども、晩年になるとスワ

ーミー・ヴィヴェーカーナンダは特に

働く人びとのことというものを考えて、

彼らこそが社会の背骨（バックボーン）

なんだ、と言ったそうです。例えばそ

こらを掃除している人達ですね。もし

その人たちが仕事をやめてしまうと、

一日にして社会がパニックに陥ってし

まう、そういう普通の人たちを中心に

して、社会を考えるべきだと、彼は言

うようになりました。 

 

ある社会というものの草創期にとりわ

けあらわれるのかもしれませんが、彼

は、屹立する個人、そして非常に大き

な心を持っていた人でした。その心と

いうものはあまりにも大きいので、神

の声を聞くこともでき、人びとの苦し

みに怒ることができ、そして人びとの

痛みというものを同じように痛烈に感

じることができたのだと思います。 

 

インドでも、そのほかのどこの社会で

も、社会的な平等というものを達成し

ようとするならば、それは一世代でど

うにかなるものではありません。何世

代もかかります。彼はこのことを誰よ

りも理解していたと思います。という

のは、アメリカやフランスやイギリス

で平等な社会というものは決して実現

していない、ということを西側の政治

や経済、宗教活動などを見てよく分か

っていたはずだからです。 

 

では、最初の一歩は何なのか？ スワ

ーミー・ヴィヴェーカーナンダは、そ

れは「教育」だと言いました。 

 

インドの当時とそれから日本の今とで

は背景が全然違いますけれども、今の

日本が成長するためにも、人びと、人

というものにもっとお金を使わなけれ

ばならない、ということは火を見るよ
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りも明らかです。なぜなら人間こそが

成長を生み出すことができるからです。

特にこの技術的な発展の激しい世の中

ではそう言えます。 

 

次に、スワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダは教育について、「教育というもの

は、その人の内なる何かを育てるもの

だ。なぜなら全ての智識は人間の魂か

らくるからである。力というものは

人々のうちに宿っている」と言ってい

るらしいです。教育はすなわち人づく

りであり、国づくりでもあると。これ

は眠っている魂を呼び覚まし、活動へ

と促す経過なんだ、と言っているよう

です。スワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダはさらに続けて、「教育というもの

は人格を作り、心を強くし、知性を拡

大するものである。そして人が自分の

足で立てるようにすることだ。今、自

分たちの国インドに必要なのは、ライ

オンの筋肉、鋼鉄の神経、そして何物

にも惑わされない巨大な意志である」

と言っているようですね。 

 

このように、スワーミー・ヴィヴェー

カーナンダの発言の断片を集めてみた

に過ぎないのですが、もうこれだけで

も恐らく日本の明治時代の偉大な教育

者たち、例えば福沢諭吉も同じような

ことを言っていたな、ということがお

分かりでしょうし、啓蒙時代の指導者

というものも同じように言っていたと

思います。 

 

現代に早送りしてみたとしましても、

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの

人生、その行脚、インド中の行脚、さ

らには思想や燃えるような宗教に対す

るこのパッションというものは、依然

として輝くビーコン、輝く炎でありま

して、それはインドの人たちを目覚め

させ、また私たちに日本の者も目覚め

させることができると思います。 

 

インドにスワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダという人物がいた。その広い心

というのは人々の痛みや悩みというも

のを共にした。そしてあのシャイニン

グアイズがいつも我々を見ている。ま

た、彼の思想というものがずっと我々

の啓蒙の源となっている、というこう

いう国インドは我々の尊敬敬意という

ものを集めるわけであります。 

 

日本は安倍首相のもと、インドに近づ

けるような決断をいたしました。それ

はインドが持っている豊かな未来の成

長に対する一種の投資でありまして、

その未来の成長の力というものは、ス

ワーミー・ヴィヴェーカーナンダがあ

れほど大切に考えた教育によって支え

られています。またインドに日本を近

づけた、このおこないというものは、

インドの未来の方向について信を置い

ている、信頼を置いている、というこ

とでもありました。なぜなら、インド

にはスワーミー・ヴィヴェーカーナン
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ダがいる。そして皆さんは依然として

彼を深く尊敬している。終わりにあた

って私も敬意を払う一人であると申し

上げます。ありがとうございました。 

 

※谷口先生の講演をほぼそのままの形

で掲載させていただきました。 

 

京都知恩院リトリート 

レオナルド・アルヴァレス 

  

今年のリトリートは、法然上人が創立

した日本最大級の仏教宗派である浄土

宗の本部、京都の北東部にある知恩院

で開催された。ここ知恩院は、法然上

人が悟りを得るために阿弥陀様(サン

スクリット語：Amitabha Buddha)の御

名を唱えることを教え、この世を去ら

れた場所でもある。 

  

メーダサーナンダジー(以下、マハーラ

ージ)とディッヴィヤーナターナンダ

ジーは、7 月 8 日の早朝に逗子の協会を

出発し、昼食の少し前に新幹線で京都

に到着し、そこで数名の信者に迎えら

れた。一緒に昼食をとった後、一行は

祇園画廊を訪れ、そこで祭りの車「山

鉾」を見学した後、近くの八坂神社に

立ち寄った。他の参加者は「和順会館」

という知恩院の宿泊施設に直接向かっ

た。このホテルは 5 階建てで、斜面に

位置し、白いファサードがある。1 階か

らはガラス窓越に有名な広々とした庭

と寺院全体が見下ろせる。多くの受付

係は見習い僧で、毎朝午前 4時 50 分に

朝のお勤めの知らせがある。一行はホ

テルに着くと、無事にリトリートが成

功しますように、と祈った。 

 

14 時 40 分から信者たちは、知恩院の僧

侶の案内で、知恩院が誇るさまざまな

お堂や寺を訪れた。一行は高さ 25 メー

トル、横幅 50 メートルの日本最大級の

門である「三門」をくぐり抜け、「御影

堂」へと進んだ。国法「御影堂」には、

法然上人の御影をお祀りする厨子があ

り、その軒の先端部分は、仏像や菩薩

像、木々や動物をモチーフにした木彫

りが織り交ぜられた金の装飾が施され

ている。その後、「阿弥陀堂」、日本最

大の鐘「大鐘楼（だいしょうろう）な

どを見学し、最後に緑茶と和菓子をい

ただいた。 

 

部屋に戻りしばらく休んだ後、18：00

から集会室にて、シュリー・ラーマク

リシュナ、ホーリー・マザー・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、浄土宗

の創始者・法然上人の写真が祀られた

美しい祭壇の前で夕拝が始まった。 

ベンガル語とサンクリット語の賛歌が

ディッヴィヤーナターナンダジー演奏

のハーモニウムと音とともにホールを

埋め尽くした。それから日本の信者が

日本語の賛歌も歌った。つぎに『ラー

マクリシュナの福音』の朗読が続いた。

マハーラージは瞑想の重要性とその詳
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細を説明の後、信者のために誘導瞑想

をなさった。夕食は 19時 30分からで、

夜の集会は 20 時 30 分に始まった。出

席者全員が一緒に座って聖典を読み、

自己紹介をした。この時マハーラージ

は、この夏期リトリートのような霊的

リトリートの必要性と意義を説明なさ

り、ディッヴィヤーナターナンダジー

は再び賛歌で皆を喜ばせた。皆がくつ

ろいで賑やかな雰囲気だった。 

 

安倍晋三元首相暗殺の衝撃的なニュー

スは、その時すでに届いていた。安倍

元首相はインドとの密接な関係を築き、

日本でのスワーミージーの生誕祝賀祭

のサポートもなさっていたので、皆、

立ち上がって亡くなった魂の幸福のた

めに短い静かな祈りを捧げた。 

 

翌 7 月 9 日の朝 4：00、ほとんどの信者

はロビーに集まり、寺院のある小さな

山に面した、ホテルの近くの絵のよう

な日本庭園のある公園（円山公園）へ、

戸外瞑想をするために出発した。夜明

けが間近に迫り、周りすべてが平和な

静寂に包まれていた。一行は小さな池

の前に座った。池には石灯籠で飾られ

た小さなコンクリート製の日本橋が架

かっており、橋の向こう端はさほど遠

くないのだが、無限の中に流れ込んで

いるように見えた。瞑想マットを広げ

て瞑想するとき、マハーラージは「ま

ず、目を開いたままで周りの景色を楽

しんでください。目の前の山がまるで

ヒマラヤ山脈のようだと想像してみて

ください」と指示された。しばらくし

て、マハーラージは目を閉じるように

指示し、続いて低い声で「オーム」が

繰り返された。瞑想は、目の前の池で

楽しそうに泳いでいる鯉がジャンプし

たときの水のしぶきの音で時折破られ

るだけで、深い沈黙の中、1 時間以上途

切れることなく続いた。6 時 50 分頃に

ホテルの集会所に戻った後、ヴェーダ

のマントラを唱え、サンスクリット語

と日本語訳の両方で『バガヴァッド・

ギーター』を朗誦した。マハーラージ

は朗誦した第 6 章の 5～26 節について

説明された。コントロールされていな

い心は最悪の敵だが、コントロールさ

れている心は最良の友である、という

のが話の要点であった。「いかなるとき

にも私たちには、プレーヤ（楽しいが、

長い目で見ると破滅的なもの）と、シ

ュレーヤ（初めは難しいが私たちを自

制心と成長の道へと導いてくれるも

の）という二つの選択肢があります。

どちらを選ぶか決めるのはあなた方自

身です。私たちは、ガラスで守られて

いて風の影響を受けない安定した炎の

ように、心を静止させなければなりま

せん。そうして初めて、心をコントロ

ールできるようになるのです」。マハー

ラージの説明の後、ディッヴィヤーナ

ターナンダジーの先導でスワーミージ

ーのサンスクリット語の賛歌「ムルタ

マヘシュヴァラ」を全員で歌った。 
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7:00 から約 12 人の信者がヨーガ実修

のために、早朝瞑想をした場所の近く

に集まった。他の信者たちは、自分の

ために時間を使った。朝食は 8:15 から

で、和洋食だった。09：45 より、マハ

ーラージによる「さまざまな災難に立

ち向かう方法、平安を得て霊的生活を

送る方法～インド哲学の視点より～」

の講話（前半）が始まり、正午まで続

いた。この日の講話は、万能で理想的

な人格を持つためには、I.Q.(知能指

数)、W.Q.(叡智指数)、E.Q.(感情指数)、

M.Q.(道徳指数)、S.Q.(霊的指数)とい

う 5 つの面で成長する必要があるとい

う事実を強調することから始まった。

次のポイントは、人生における困難や

試練は歓迎すべきである、なぜなら、

困難や試練に直面しなければ誰も偉大

になれないからだ、ということであっ

た。「スワーミー・ヴィヴェーカーナン

ダ、マハートマ・ガンディー、エイブ

ラハム・リンカーンといった歴史上の

偉大な人物は皆、多くの苦難に果敢に

立ち向かい、乗り越えました。さらに、

スワーミージーは、『私たちの中には無

限の力が眠っているが、私たちはそれ

を目覚めさせ、それを使わなければな

らない』と強調されました。これは、

トラブルから逃れることによってでは

なく、大胆に向き合うことによってな

されます。私たちは神に助けを求めて

叫びますが、神は既に私たち自身を助

ける力を与えてくださっているので、

神は助けません。私たちが神から与え

られた全ての力を使い果たしたときに

のみ、神は助けてくださいます」「私た

ちのもう一つの問題は、長年にわたっ

て霊的な道を歩み、瞑想を実践してい

るにもかかわらず、あまり変わらない

ということです。それはなぜでしょう

か？」  マハーラージは、まずこの

最も核心を突く質問をなさった。それ

からマハーラージは「ほとんどの場合、

私たちは本当は自分を変えたくないの

で、私たちの内には何の変化も起こら

ない、ということではないでしょうか」

とおっしゃった。 

  

正午には、シュリー・ラーマクリシュ

ナ、ホーリー・マザー・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、法然上人に供

え物が捧げられ、12 時 15 分から昼食の

際に、そのお下がりをいただいた。そ

の後、集合写真が撮影され、田島さん

や増田夫妻ら信者がヴェーダーンタの

本、CD、宗教用品などを熱心に販売し

た。 

 

短い休憩の後、知恩院の前田昌信執事

が「法然上人の教えとそれを私たちの

日常生活の中で実践する方法」と題し

た講話をされた。次に、マハーラージ

による短い話が続いた。その内容は、

私たちは信者であるが、まだ多くの試

練と苦難に直面しなければならないと

いう事実についてであった。マハーラ

ージは、シュリー・ラーマクリシュナ、
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ホーリー・マザー、スワーミージーか

ら愛情を込めて「バヴィ」と呼ばれた

バヴァターリニの例を引用された。バ

ヴァターリニは幼い頃から彼らに育て

られ、神を非常に愛し、もとは非常に

貧しかった夫のウペンドラ・バーブで

さえ、シュリー・ラーマクリシュナの

恩寵で富を得たにもかかわらず、彼女

は数年後には、夫、一人息子、唯一の

孫、を相次いで亡くした。彼女はもの

すごいショックと死別に耐えられず、

こっそりと家を出て、巡礼の地で発見

された。後に彼女はベナレスに住み、

そこのラーマクリシュナ僧院の僧侶の

世話を受けながら、厳しい苦行(タパッ

スヤ)を実践した。そしてシュリー・ラ

ーマクリシュナとホーリー・マザー・

シュリー・サーラダー・デーヴィーの

ことを常に想っていた。神による信者

への究極の試験は、その信者がすべて

の人とすべてのものを失った後でさえ、

その信者が「主よ、あなたは私の唯一

の避難所、あなたは私の唯一の伴侶で

す」と言えるか、ということだ。 

  

17 時 15 分頃、雨が止んだので、信者た

ちはマハーラージとともに、前日の朝

に瞑想をした庭園に散歩に出かけた。

その道中、ある信者がタントラと瞑想

についてマハーラージに質問した。ま

た、マハーラージは木のそばで休んで

いるおとなしい猫を撫でたりもされた。

そのあたりを一周した後、池に戻り、

そこで色とりどりの鯉にクラッカーを

与えると、鯉が群れをなしてやってき

た。また、そこで出会った京都の大学

で ITを専攻するネパール人学生のグル

ープは、マハーラージと短い挨拶を交

わした。 

 

夜の礼拝は 18:00 に始まり、通常の夕

拝の時の賛歌を歌い、『シュリー・ラー

マクリシュナの福音』を読み、瞑想し

た。夕食は 19 時 30 分からで、いつも

のように豪華な日本料理だった。 

  

20時 30分から 21時 30分まで二回目の

夜の集まりがあり、主に賛歌を歌った。

まず、レオナルド・アルヴァレスさん

がエルサレムについてのユダヤ人の歌

を歌った。その後、主催者の一人であ

る鈴木敦さんが、マハーラージの計画

をいかに細心の注意を払って行ったか

を語った。それは昨年 12月の出来事で、

マハーラージが 3 年ぶりに大阪で講話

をするので、信者のグループと新幹線

で大阪に向かっていたときに、敦さん

が変装して同じ新幹線に乗り込んだ話

であった。ニット帽と分厚い眼鏡で正

体を隠し、ほとんどの時間を雑誌で顔

を覆い、マハーラージ以外の誰にもバ

レることなく、信者のグループの隣の

席に座っていたのだ。挙動不審な乗客

に気づいた信者もいたが、誰もその人

が敦さんだとは気づかなかった。信者

のグループは彼がずっと新幹線の隣席

にいたことを大阪の講話会場について

から知って驚いた。彼の話は大いに受
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けて部屋に笑い声が響いた。 

  続いて、日本人参加者が、田舎の典

型的な日本の村の美しさと純粋さを讃

える日本の民謡「ふるさと」をまろや

かな声で合唱した。 

その後、マハーラージとディッヴィ

ヤーナターナンダ・マハーラージが、

ディッヴィヤーナターナンダジーのハ

ーモニウムの伴奏に合わせて、後にバ

ングラデシュの国歌となった詩人ラビ

ンドラナート・タゴール作詞のベンガ

ル民謡「アマル・ソナー・バングラ」(私

の非常に美しいベンガル)を、情感を込

めてメロディアスに大きな声で歌われ

た。 

 

リトリートの最終日、日曜日 7月 10 日

は、5：00 から集会室での瞑想で始まっ

た。前日と同様に、ヴェーダのマント

ラ詠唱とギーター朗誦の後、マハーラ

ージはその時読んだ第 2 章の節につい

て説明された。(1)身体、心、知性、自

我はすべて物質的で、プラクリティの

一部なので、死んだ物質のように不活

性である。意識だけが生きている。(2)

アートマンは剣で切り刻むことができ

ず、水で溶かすことも、火で焼くこと

もできない。アートマンは不滅である。

(3)私たちが苦しむのは、私たちが自分

の身体意識に基づいて他者との関係を

確立し、それが執着につながり、最後

には苦となるからだ。(4)私たちは常に、

真に幸せになり、霊性に基づいた他者

との関係を確立するために、その本質

がサット・チット・アーナンダ、絶対

の存在・絶対の意識・絶対の至福であ

るアートマンと自分自身を同一視する

べきだ。 

  

7:00 からは再びヨーガのクラスが開催

され、朝食へと続いた。それからマハ

ーラージの講話の後半が 9時 45分から

始まった。前日、マハーラージは、仕

事、人間関係、恐怖、執着、欲望、否

定的な思考、一時的なことを考えるこ

と、未来を心配し過去について考える

こと、変わりたくないこと、を含む 9

つの主要な例を挙げられた。この日は 5

つの質問をもって、真の知性の基準を

示された。まず、最も美しい人は誰か? 

答え「その性質が最も美しい人」。最も

裕福な人は誰か？ 答え「欲望のない

人」。 誰が最強の人物か？ 答え「自

分の感覚と心をコントロールした人」。 

世界最速のものは何か？ 答え「心」。  

そして最後に、世界で最も多いものは

何か？  答え「思考」。 

 

日常生活における課題について、次の

ような解決策を説明された。仕事につ

いて：私たちは神の道具としてカル

マ・ヨーガの精神で仕事を行い、自ら

の働きを神に捧げ、仕事の前にも、最

中にも、後にも神を思い出し、仕事の

結果は神にお任せし、最後に成功にも

失敗にも圧倒されないようにすべきで

ある。人間関係について：私たちは自

分のエゴを減らし、すべての人々の中
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に神を見て、彼らの良い性質を見て、

彼らの欠点を大目に見なければならな

い。 繰り返しになるが、最も近しい人

間関係でさえ、いつかは終わる。心の

コントロールについて：私たちは自分

自身を征服し、平安を得なければなら

ない。それには、長きにわたる実践、

感覚のコントロール、瞑想、一時的な

ものと永遠なものとの識別、理想的な

生活のスケジュールを立てて、それに

従い、今をよく生きることで、心配や

後悔することをやめること。執着と利

己心を減らすために：自分自身や家族

や友人という限られた輪を気遣うだけ

でなく、周りのあらゆるものとの関係

を神聖化し、他者の幸福と他者への奉

仕について考えなければならない。欲

望のコントロールについて：欲望を満

足させてはならない。なぜならその行

為は火に油を注ぐようなものだからだ。

また、貪欲をコントロールし満足の実

践をしなければならない。ポジティブ

な態度を持つには：他者に善を見いだ

し、永遠なるものを思い、常に神を思

い起こすこと。恐れや心配事、ストレ

スを克服するには：恐れや心配事のほ

とんどは起こらないことを覚えておき、

もっと神に頼る。 

  

最後に世俗的(タマス的でラジャス的)

な人から霊的(サットワ的)な人へと変

貌する方法について：スワーミー・ブ

ラフマーナンダジーが説明されている

ように、最も簡単な方法、サハジャ・

ヨーガとは、心で神の御名を繰り返す

ことだ。それは、自制と道徳的実践が

不可欠なギャーナ・ヨーガやラージ

ャ・ヨーガの実践のように長い準備を

必要とせず、カルマ・ヨーガのように

体力や無私無欲が必要なわけでもなく、

時間や場所、状況に制限されない。心

で神の御名を唱えることには 11の利点

がある。 (1)否定的な考えに対抗する

(プラティパクシャ・バーヴァナ)。 

(2)否定的な考えが出てくるのを防ぐ。

予防は治療法よりも優れている。 (3)

神の御名の聖なる波動はサットワを増

大させ、ラジャスとタマスを減少させ

る。 (4)深く根ざしたネガティブなサ

ムスカーラを浄化する。 (5)この世と

別の世（複数）の悪いカルマの結果を

無効にする。 (6)神への愛と信仰が増

す。(7)独りぼっちのときに良い仲間と

いるように感じる助けとなる。(8)瞑想

中に私たちの心を神から遠ざける世俗

的なことを考える時間を減らすことで、

瞑想中の集中を助ける。(9)仕事をより

良く遂行するのを助ける。(10)死の瞬

間に神について考えるのを助けてくれ

る。(11)超越的な至福を味わわせるこ

とによって、私たちが幸せになるのを

助ける。 

 

講話は、質疑応答と初参加の方々のコ

メントで締めくくられた。主催者であ

る鈴木敦さん、泉田さん、リトリート

の企画・運営に協力してくださったボ

ランティア、寺院当局、ホテルスタッ
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フに感謝の意が述べられた。そしてリ

トリートは、次のヴェーダの平和の祈

りで終わった： 

  

オーム プールナマダ プールナミ

ダム プールナート プールナムダッ

チャテ  

プールナッシヤ プールナマーダー

ヤ プールナメーヴァーヴァシッシャ

テ 

オーム シャンティ シャンティ 

シャンティ  

 

この後、ほとんどの信者が帰路につい

たが、お二人のスワーミーに加えて、

信者の小さなグループは、観光のため

に京都にもう一泊した。その日の夕方、

嵐山を背に流れる桂川に向かい、夕暮

れの日差しを浴びながら川のほとりで

瞑想した。爽やかな風が涼しく、川向

こうの漁師や川を渡る屋形船の姿を眺

めながらの瞑想となった。ホテルで一

夜を過ごした後、一行は 7月 11日午前

8 時に出発し、金閣寺に向かい、寺院周

辺を散策した後、平安時代の古い中国

宮殿様式の 19世紀末に造営された平安

神宮を訪れた。続いて、高台から京都

の美しい街並みを眺められることで有

名な清水寺を訪れた。その後、一行は

12 世紀から 13 世紀にかけて完成した

仏教寺院である三十三間堂に向かった。

長大なお堂には、人物大の 1001体の千

手観音立像が安置されている。外の灼

熱とは対照的に、堂内は涼しく、マハ

ーラージはそこに安置された仏像とさ

まざまなインドの神々・女神との関係

について信者に説明された。それから、

信者は像の前でしばらく瞑想した。逗

子の協会に戻る途中、一行は昼食のた

めに本格的な中華料理店に立ち寄った。

そして帰る道中は疲れも知らず楽しく

会話が続いた。 

 

すべてのプログラムと旅行は、シュリ

ー・ラーマクリシュナとホーリー・マ

ザーの恩寵で、スムーズかつ楽しいも

のであった。 

 

2022 年戸外リトリート・スケジュール 

 

7 月 8 日（金）～11 日（月） 

07:40   協会出発 

08:01   逗子駅出発 

09:10   品川駅出発 (ひかり 505 号) 

11:37   京都駅到着 

12:00   レストランにて昼食 

13:40   協会の車でホテルに向かう 

13:50   ホテルにチェックイン 

14:40   巡礼 

16:10   休憩とお茶（集会所） 

18:00   夕拝, スワーミー・ディッヴ

ィヤーナターナンダによる賛歌 

19:30   夕食 

20:30   サットサンガ 

21:30   一日目終了 

  

9 日（土）   

04:50   ホテルから出発 
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05:00   戸外瞑想 

06:00   ヴェーダの祈りとギーター  

賛歌：スワーミー・ 

ディッヴィヤーナターナンダ 

07:00   ヨーガ 

08:15   朝食  

09:45   講話 スワーミー・ 

メーダサーナンダ 

12:00   供物奉献 

12:15   昼食 

14:30   知恩院前田昌信執事 

「法然上人の教えと 

日常生活の中で実践する方法」 

15:45   散歩とお茶  

18:00  夕拝 賛歌 スワーミー・ 

ディッヴィヤーナターナンダ 

泉田シャンティ、瞑想 

19:30  夕食 

20:30  サットサンガ 

21:30  二日目終了 

  

10 日（日）  

05:00   集会所で瞑想 

06:00   ヴェーダの祈りとギーター、

賛歌：スワーミー・ 

ディッヴィヤーナターナンダ 

07:00   ヨーガ 

08:15   朝食 

09:45   講話：スワーミー・ 

メーダサーナンダ 

12:00   供物奉献 

12:15   昼食  

14:00   質疑応答と感想 

15:30   終了、掃除 

19:30   別のレストランで夕食 

21:00   三日目 終了 

  

11 日（月）  

07:00   朝食 

08:00   チェックアウト 

        嵐山周辺観光  

12:00   昼食 

13:30   京都出発 

23:30   協会到着 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘れられない物語 

 

「おお、そうか」 

 

白隠禅師は 17 世紀後半から 18 世紀初

頭にかけての人物だ。今では有名な「両

掌（りょうしょう）打って音声（おん

じょう）あり、片手に何の音声かある」

という質問を世に送ったと言われてい
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る。白隠禅師は、日常生活での行動か

ら生じる理解は、僧院での実践から得

られる理解よりも深いので、僧侶はし

っかりと精進する必要がある、と信じ

ていた。なぜなら家住者は僧侶よりも

多くの心の混乱に直面し、より多くの

責任を負い、より多くの悲痛を経験す

るからだ。 

 

白隠禅師は深く尊敬され、多くの弟子

がいた。彼がある集落の庵で暮らして

いた時、近くに夫婦とその若い娘が経

営する食料品店があった。ある日、両

親は娘が身ごもっていることに気付い

た。怒り取り乱した両親は、誰が子供

の父親かを娘に問いただした。初めの

うち、娘は相手の名を言わなかったが、

両親の執拗な質問攻めに、「白隠禅師で

す」と答えた。激怒した両親は白隠禅

師のもとへ行き、弟子全員の前で彼を

罵倒した。彼はただ「おお、そうか」

と答えただけであった。 

 

赤ん坊が生まれると、その家族は赤ん

坊を白隠に押し付けた。 その頃には彼

の評判は地に落ち、弟子は去っていっ

た。しかし、白隠禅師は動揺しなかっ

た。彼は喜んで赤ん坊の世話をしたの

である。彼は村人から乳（ちち）や、

赤ん坊に必要なものをもらうことがで

きた。1 年後、赤ん坊の若い母親は大き

な後悔に悩まされ、両親に真実を告白

した - 本当の父親は白隠禅師ではな

く、地元の魚市場で働いている若い男

性だったのだ。心を痛めた両親は白隠

禅師のところへ行き、「申し訳ございま

せんでした。どうか私共の過ちをお許

しください」と言った。それから白隠

禅師に赤ん坊を返してください、と頼

んだ。白隠禅師は赤ん坊を我が子のよ

うに愛していたが、文句も言わずに喜

んで赤ん坊を返した。  

 

彼が言ったことは「おお、そうか」だ

けであった。 

 

今月の思想 

 

私が出会う人は皆、どこかしら私より

優れている。だから私は皆から学ぶ。 

…デール・カーネギー 
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