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2023年 03月 第 21巻 第 3号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

仕事によってのみ、仕事の束縛を取り

除くことができます。完全に取り除け

るのは、後になってからです。たとえ

ちょっとの間でも、仕事をしないでい

てはいけません。仕事はくだらない考

えを払いのけるに役立ちます。 

…ホーリー・マザー・シュリー・サー

ラダー・デーヴィー 

 

誰もダメだと決めつけない：助けの手

を差し伸べられるなら、そうしなさい。

それができないのなら、手を合わせて、

兄弟たちを祝福し、彼らに独自の道を

歩ませよ。 

…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 

・2023年 2月 19日  逗子サットサン

ガ 午前 

「スワーミー・ブラフマーナンダ ― 

その生涯と教え」 

スワーミー・ディッヴィヤーナターナ

ンダ 

・2023年 2月 19日 逗子サットサンガ 

午後 

「スワーミー・ブラフマーナンダ」 

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 

各プログラムに参加を希望される方は

ご一報ください。引き続き、マスク着

用、ソーシャルディスタンス等のご協

力をお願いいたします。 

 

・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/ 

 

2023 年 2 月 19 日 逗子サットサンガ 

午前 

「スワーミー・ブラフマーナンダ ― 

その生涯と教え」 

スワーミー・ディッヴィヤーナターナ

ンダ 

 

 

https://www.vedantajp.com/
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シュリー・ラーマクリシュナの弟子で、

偉大な預言者であるスワーミー・ヴィ

ヴェーカーナンダは、世界中にシュリ

ー・ラーマクリシュナの生きる力を与

えるメッセージを発信するための重要

な役割を果たしました。彼はアドヴァ

イタ・ヴェーダーンタを人類に広める

ためにやってきたのです。のちにポー

トランドのヴェーダーンタ協会代表と

なったホーリー・マザーの弟子スワー

ミー・アセーシャーナンダは、「スワー

ミー・ヴィヴェーカーナンは、主キリ

ストが『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』（マ

タイによる福音書 16.18）と言われた、

聖ペテロに匹敵する」と述べました。

一方、スワーミー・ブラフマーナンダ

は愛の宗教：バクティを私たちの世界

に広めるためにやってきました。 

 

シュリー・ラーマクリシュナは母なる

神に「お母さん、どうか私に、神を心

から愛する子供をください。私は昼も

夜も世俗的な人々と話すのにうんざり

しています」と祈りました。その後の

ある日、シュリー・ラーマクリシュナ

は、母なる神が小さな赤ちゃんを自分

の膝の上に置くというヴィジョンを見

ました。ずいぶん経って、初めてラカ

ル(スワーミー・ブラフマーナンダの僧

侶になる前の名前)を見たとき、シュリ

ー・ラーマクリシュナはその少年がヴ

ィジョンで見た子供と同一人物だとす

ぐに分かりました。ラカルはシュリ

ー・ラーマクリシュナに対して、本当

の子供のように振る舞いました。突然、

どこからか走ってきて、シュリー・ラ

ーマクリシュナの膝の上に飛び乗った

りもしました。シュリー・ラーマクリ

シュナもラカルを自分の子供のように

見ていました。何かでラカルが少し体

調を崩すと、師はとても心配して、信

者に「どうしたらいいだろう」と訴え

ました。 

 
シュリー・ラーマクリシュナは、すべ

ての人の内側を見通しました。そして

「ラカルは王国を運営できるのだよ」

と言ったこともあります。これを聞い

ていたスワーミージーは兄弟たちに

「ラカルをラージャと呼ぶことにしよ

う」といったので、後に一般的に「ラ

ージャ・マハーラージ」と呼ばれるよ

うになりました。スワーミージーは生

前、ラーマクリシュナ・ミッション設

立後、そのリーダーシップをラカル・

マハーラージ（以降マハーラージ）に

引き渡しました。そしてマハーラージ

は最後の日までラーマクリシュナ僧団

の活動を形になさいました。 
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スワーミージーはガンジス川の近くに

土地を購入したいと思い、その責務を

マハーラージに託しました。それは簡

単な仕事ではありませんでしたが、マ

ハーラージはご自身をその仕事に捧げ

ました。 

現在のベルル・マトは、購入前に多く

の法的煩雑さがあったので、マハーラ

ージはこれらの案件を解決するために、

法律家や弁護士に相談しなければなり

ませんでした。毎朝、軽い朝食を摂っ

たあと、マハーラージは法律家や他の

知者たちに相談するためにコルカタへ

行き、帰りが遅くなることも頻繁にあ

りました。ときどき昼食に非常に遅れ

て食事抜きとなり、空腹のままでいる

こともありました。しかし、マハーラ

ージがそのことに不満を言うのを見た

者は誰もいませんでした。マハーラー

ジはただ兄弟僧スワーミー・ヴィヴェ

ーカーナンダのためだけに、これらの

全てを楽しそうに担いました。最終的

に土地を得て、法的煩雑さが解決した

とき、スワーミージーや他の兄弟弟子

たちはとても喜びました。 

 

マハーラージが関わらなければならな

かったもう一つの非常に困難で骨の折

れる仕事は、バリー自治体と訴訟で戦

うことでした。自治体は、ベルル・マ

トを［僧院ではなく］ガーデンハウス

とみなして税金を課したのです。最終

的にはベルル・マトがその訴訟に勝ち

ましたが、それには一年を要しました。

建物の建築、土地の取得、建設に関連

する工事の世話、会計管理などは、マ

ハーラージの性質とは真逆のものでし

たが、スワーミージーと兄弟僧侶のた

めだけに、マハーラージはこのような

仕事の責任を負ったのです。 

 

マハーラージは、スワーミージーが提

唱した僧団に関する考えに疑問を呈す

ることは一切なく、むしろスワーミー

ジーの考えに完全に共感していました。

スワーミージーもマハーラージをとて

も信頼していたので、ある時こう言い

ました「他の兄弟弟子は全員私のもと

を離れるかもしれないが、マハーラー

ジだけは決してそうしないだろう」。ラ

ーマクリシュナ僧団の礎となっている

のは、この信頼と忠誠心です。 

 

マハーラージは、神を悟るために家庭

生活や家を捨てた見習い僧や僧侶たち

に、常に愛情のこもった気遣いを見せ

ました。マハーラージは彼らが定期的

に霊的な実践をしているかどうかだけ

でなく、彼らが栄養価の富む食べ物を

食べているかどうかにまで気を配って

いました。当時は資金が不足していた

ので、僧侶たちの食料はたいてい十分

とは言えませんでした。ベンガルでは、

魚が主食でした。タンパク質を取るの

に魚はいいです。ある時、信者が大量

の魚を持ってきました。魚が調理され

ると、マハーラージは「見習い僧や僧
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侶たちにたくさん出してください」頼

みました。しかし、ある菜食主義のス

ワーミーは僧侶が魚を摂るのを好まず、

魚が食卓に出されることに批判的でし

た。その日も同じことが起こりました。

このことを知ったマハーラージは非常

に厳格になって「ここはヴィシュヌ派

の僧院ではないのだから、僧侶が魚を

食べることをとやかく言わないでくだ

さい」と言いました。 

 

マハーラージは小さな行為にも完璧さ

を重んじました。なぜなら、その人が

どのように小さな行為をするかで、そ

の人の人格が判断できるからです。つ

まり、働くときと瞑想するときの心は、

同じ心なのです。私たちが毎日の仕事

を場当たり的にしていれば、私たちの

瞑想は深まらず、規則的にもならない

でしょう。マハーラージは、見習い僧

が内面の生活を築くことを熱望してい

ました。彼は、困難で面倒な仕事に対

して間違いを犯した者がいても気にし

ませんでしたが、誰かが些細でそれほ

ど重要ではない仕事を不注意にするよ

うであれば、非常に気になさいました。

例えば、花を摘むときに、不注意にも

枝の一部も切ってしまったら、マハー

ラージは見習い僧から職務をとりあげ

たほどです。ある日、彼は見習い僧と

若い僧侶たちにそれぞれ一個ずつジャ

ガイモの皮をむくように言いました。

そして「皮をむいたジャガイモを見て、

君たちがどれだけよく瞑想しているか

を教えてあげよう」と言いました。皮

をむいたジャガイモの中から、ある僧

侶(スワーミー・シュッダーナンダ)が

むいたジャガイモを指して「これはよ

く瞑想している者がむいたものです」

と言いました。 

 

マハーラージはジャパ・瞑想を規則正

しく行うことを強調しました。と言う

のは、ジャパ・瞑想をしなければ、僧

侶としての生活は無味乾燥になるから

です。さらに、仕事と共に瞑想をしな

ければ、怒り、貪欲などの低い欲望を

コントロールすることはできなくなり

ます。また、規則正しく瞑想をしなけ

れば、仕事はヨーガにはならず、結果

として自分のエゴを増やし、霊的求道

者を堕落させます。ベルル・マトに滞

在中、マハーラージは午前 4 時までに

見習い僧を起こしました。数時間瞑想

した後には、礼拝の歌と賛歌の詠唱が

続きました。［マハーラージと共に行

う］規則正しい霊的実践のおかげで、

彼らの心がより高いレベルに引き上げ

られる雰囲気が、すぐに作り出されま

した。マハーラージは見習い僧や他の

僧侶が瞑想に深く飛び込むように力づ

けたのです。 

 

霊的な組織では、霊性が低下するとメ

ンバー間の意見の違いが大きくなり、

亀裂が入ります。このことはメンバー

が霊的実践を熱心に行っていない場合

に起こる可能性があります。これから
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その分かりやすい例を挙げます。「人の

中のシヴァ神に仕えよ」、というスワー

ミージーの高らかな呼びかけに鼓舞さ

れた若い男性たちが、病人を自分たち

で看護し始めました。このようにして、

ベナレスのホーム・オブ・サービス（奉

仕の家）が誕生したのです。彼らは他

者に奉仕することを重視し、ジャパ［マ

ントラを繰り返し唱える］、ディヤーナ

（瞑想）、スワディヤーヤ(聖典の勉強)

は個人の裁量に任されていました。あ

る時、ベナレスのセヴァアシュラマ(奉

仕の家)の奉仕者の間で意見の相違が

ありました。スワーミー・サーラダー

ナンダとスワーミー・トゥリーヤーナ

ンダは最善を尽くしましたが、その問

題を解決することができませんでした。

彼らはマハーラージに、ベナレスに来

て問題を解決するのを手伝ってくれる

ように頼みました。驚いたことに、マ

ハーラージはベナレスに来ても、意見

がぶつかり合っている当事者を話し合

いのために呼び出すこともせず、ただ

皆に、毎日マハーラージご自身と共に

瞑想をするように、とだけ言いました。

全員がマハーラージと一緒に瞑想をす

るようになると、数日で状況は変わり

ました。彼らは不和の原因を理解し、

自分たちでそれを解決しました。彼ら

の中には、僧侶にはならず在家のまま

奉仕をしたい、と思っている者もいま

したが、その時にマハーラージから出

家をさせてもらいました。 

 

マハーラージが僧団長だった時期に、

彼は南インドへの長い旅に出ました。

彼はそこで霊性の求道者たちをイニシ

エートしました。多くの新しいセンタ

ーも僧院の支部となり、僧院の活動の

拡大とシュリー・ラーマクリシュナの

メッセージの普及を助けました。マハ

ーラージが僧団長として在任中、多く

の新しいアシュラムがインドのさまざ

まな地域でラーマクリシュナ・ミッシ

ョンに所属しました。マハーラージは、

新しく建設するアシュラムの成長と発

展のために、広い土地を購入してそこ

を植物や花で埋め尽くすことを強調し

ました。彼はインドのある地域から植

物を持ってきては別の地域に植えまし

た。これにより、異文化交流への道が

開かれました。彼はバンガロールから

ベルル・マトにナガリンガムの種を持

ってきました。 カンカル・アシュラム

は甘いマンゴーで有名ですが、それは

マハーラージの努力の結果です。それ

までカンカルには良いマンゴーの木が

なかったので、インドの他の地域から

それらを持ってきて、ご自身が熱心に

そこに植えました。同様に、彼はダッ

カ(バングラデシュ)からベルル・マト

に、ある種類のジャックフルーツを持

ってきました。マハーラージは、アシ

ュラムの近くに住む信者たちに、アシ

ュラムの発展を助けるように励ますこ

ともありました。 

 

南インドへの訪問中に、マハーラージ
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は「ラームナーム」というサンキール

タン［旋律をつけて神の御名を唱える］

を聞きました。彼は非常に感銘を受け

たので、これをベルル・マトで紹介し、

僧侶や見習い僧にも歌うように勧めま

した。ゆっくりとそれはインドの他の

支部でも唱えられるように広まり、現

在でも、インドのほぼすべての支部で

エカーダシーの日［満月と新月から 11

日目］に歌われています。 

 

このように、スワーミー・ヴィヴェー

カーナンダが講義で言ったことをスワ

ーミー・ブラフマーナンダが、現実化

し、具体的な形になるようにしたので

す。彼はスワーミージーが夢見ていた

僧院のアイデアを強固なものにするよ

う尽力なさいました。 

 

ある年配の僧侶が彼のところに来て、

僧院にいくつかの新しい規則を追加し

たい、と言ったことがあります。すぐ

にマハーラージは「新しい規則を追加

するよりも、もっと愛を増やしてくだ

さい。なぜなら、僧団のメンバーを結

びつけるのは愛だからです」と言いま

した。 

 

マハーラージは 22年間もの長きにわた

って僧院長を務めました。彼はこれま

でで最長の僧院長です。 

マハーラージの兄弟弟子たちは彼の判

断を非常に信頼していたので、スワー

ミー・サーラダーナンダはかつて「君

たちは論理と推論をして、ある事柄に

関する私たちの決定を判断するかもし

れません。しかしマハーラージの決定

は絶対に判断しないでください。なぜ

なら、マハーラージはシュリー・ラー

マクリシュナと常に交流しているので、

彼のすべての決定はシュリー・ラーマ

クリシュナから直接来たものだからで

す」と言いました。 

 

マハーラージがシュリー・ラーマクリ

シュナの教えをまとめた『Words of the 

Master (師の言葉)』という本を出版

したときのことです。シュリー・ラー

マクリシュナがある日、彼の前に現れ、

「この部分の教えは私が言ったもので

はないよ」と訂正したこともあります。 

 

悟った魂の心は大きく拡大するので、

その人は他者の幸福に幸せを見いだし

ます。実際、小さな「私」が大きな「私」

に溶け込むとき、人は他者の福祉のた

めに生きたいと願います。マハーラー

ジの付き人の中に、手に負えない者が

いました。ベルル・マトの偉い人たち

は、彼をベルル・マトから追い出すこ

とに決めました。その時のセクレタリ

ーはスワーミー・サーラダーナンダで

した。彼らの決定を聞いたマハーラー

ジはサーラダーナンダジーのところへ

行って言いました「君たち全員が○○

をベルル・マトから追い出すことに決

めたと聞いたよ。私は僧団長職をやめ

て、どこかで彼と住むことに決めまし
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た。私が引き受けた者を去らせるくら

いなら、私が僧団を去ります」。これを

聞いたスワーミー・サーラダーナンダ

はすぐに決定を撤回しました。 

 

マハーラージはまた、堕落した人の救

い主でもありました。人は生きるため

に非道徳な職業を選ぶことを余儀なく

されることがあります。しかし、彼ら

の心はその苦しい状況から抜け出すた

めに叫び、そこから救い出してくれる

誰かを探します。舞台女優タラスンダ

リの身に起こったことは、このことを

証明しています： 

 

「私の心に平安はありませんでした。

たったひとりで平安を求めてあちらこ

ちらに巡礼に行きましたが、私の心は

煮えたぎっていました。ある日、私は

ビノディーニと共にスワーミー・ブラ

フマーナンダジーに会いに行きました。

彼は愛情深い父親のように、たくさん

の愛と思いやりを持って私たちを受け

入れ、私たち二人に関心を示してくれ

ました。昼時でしたので、彼は私たち

のために食事を手配してくださいまし

た。彼は『もっと頻繁にここに来ては

どうかね？』と尋ねました。私は、『恥

ずかしくて、恐ろしくて、そんなこと

はできません。私たちは女優なので世

間から見下げられていますから』と答

えました」(当時、女優は売春婦出身だ

った) 「マハーラージは私たちの心か

らすべての恐れとためらいを取り除い

ておっしゃいました『ここはタクール

の場所です。タクールがこの世にあら

われたのは、特に落ちた人を救いあげ

るためです』。数日後、マハーラージは

私が出演した劇『ラーマヌージャ』を

見に来られました。マハーラージは私

を祝福してくださいました。それから

マハーラージがブバネシュワルに滞在

していたとき、私もたまたまプリを訪

れていました。彼がブバネシュワルに

おられることを知って、会いに行きま

した。彼は私に会ったことをお喜びに

なり、毎日そこで食事をするようにお

っしゃいました。私は『彼』の中に、

愛情深い父親を見ました。なぜなら、

この世では、誰もが通常、私利私欲に

支配されているからです。マハーラー

ジは、私の心の状態を判断しながら、

『タクールの名を繰り返し唱えるよう

に』と忠告してくださり、『私も若い頃

には心が落ち着かなかったものだよ。

主の御名を繰り返せば、心が穏やかに

なるのだよ』とご自身の経験を詳しく

話してくださいました。私はマハーラ

ージの言葉に安らぎを見出し、私の心

の煮えた切った感情は取り払われまし

た。そして私は、彼のおっしゃるとお

りにしよう、と決心しました」。 

 

マハーラージは、真の愛と心を込めて

彼に仕えたいと願う人々を無視するこ

とができませんでした。ある日、バシ

シュワール・センはビシュヌプルから

大きな魚を持ってきました。しかし厨
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房係は「これはいりません、どこかへ

持って行ってください。別の信者さん

が大量の魚をくれたので、それを給仕

してしまったんです」と言いました。

当たり前のことですが、センは自分の

努力が無駄になったのでしょんぼりし

ました。それでも、彼はマハーラージ

のもとへ行きました。マハーラージは

彼を見ると「ボシ、君はビシュヌプル

から私に何を持ってきてくれたのだ

ね？」と尋ねました。ボシは、「マハー

ラージ、大きな魚を持ってきましたが、

それは要らないと言われました」と言

いました。これを聞くとマハーラージ

は台所に行き、厨房係に「その魚を洗

って調理して、私に持ってきておくれ」

と言いました。 

  

これらは、マハーラージの生涯の逸話

のほんの一部です。これらは彼の内な

る人生がどれほど深く、彼の心がどれ

ほど広かったかを示しています。バガ

ヴァッド・ギーターには次の一節があ

ります。 

 

サルヴァ・ブータ・スタム アートマ

ーナム サルヴァ・ブーターニ チャ

ートマニ/ 

イークシャテー ヨーガ・ユクタート

マー サルヴァットラ サマ・ダルシ

ャナハ// 

本当に真理を覚り、あらゆるものを同

等に視るヨーギーは、万物の中に自己

（アートマ）を見、自己（アートマ）

の中に万物を見る。6.22 

 

スワーミー・ブラフマーナンダの生涯

は、この節の証明です。彼は特に、ラ

ーマクリシュナ僧団の僧侶の内面を築

くためにご自身を捧げました。なぜな

ら彼らはシュリー・ラーマクリシュナ

の解脱のためのメッセージを世界のさ

まざまな地域に届けなければならない

からです。マハーラージは信者の心に

信仰心を吹き込み、彼らが霊的生活の

中で前進できるようにしました。彼は

まさにシュリー・ラーマクリシュナの

「マナサ・プトラ」(霊性の息子)だっ

たのです。  

 

2023 年 2 月 19 日 逗子サットサンガ 

午後 

「スワーミー・ブラフマーナンダ」 

スワーミー・メーダサーナンダ 

 

 

スワーミー・ブラフマーナンダは多く

の場合、信者たちに平凡で世俗的なこ

とについて話をし、霊的な説教をする
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ことはほとんどありませんでした。そ

の理由は、本当に喉が渇いたときだけ

水をおいしく飲めるが、喉が渇いてい

なければ水を飲むことさえできない、

ということが霊的な指導にも言えるか

らです。真理を真剣に知りたいと思う

ようにならない限り、霊的な指示を与

えられても何の役にも立ちません。霊

的な話を聞く人はたくさんいますが、

実際に霊的な実践を行うためにそれら

をまじめに聞いているわけではありま

せん。ですから、ブラフマーナンダジ

ー（以降マハーラージ）は、真剣な求

道者だけに霊的生活について話したか

ったのです。これがマハーラージの取

り組み方でした。つまり、馬の耳に念

仏、言っても分からない人には言いま

せんでした。 

 

それだけではありません、マハーラー

ジは楽しいことも好きでした。彼は冗

談をよく言いましたし、兄弟弟子や信

者をからかうのが大好きでした。そし

て趣味は魚釣りとトランプでした。こ

れは一般的な僧侶のマナーに反してい

ます。信者たちはときどき、「ラーマク

リシュナ僧団の長であるほどのお方が、

どうしてそんなことをなさるのだろう

か？」と混乱しました。マハーラージ

がそのようなことをなさった目的は何

でしょう？ 本来、霊的な人は、霊的

なことを話したり、ジャパや瞑想など

をする。これが聖者や偉大な僧侶に対

する一般的なイメージです。答えは、

彼の心は常に非常に高い次元に上がっ

ていた、ということです。シュリー・

ラーマクリシュナほどではありません

が、これが彼の心の状態でした。コン

パスが常に北を指しているのと同じよ

うに、彼の通常の意識レベルは神にあ

りました。もし彼が常に神の意識の中

にいるとしたら、どうやって他の人に

教えることができますか？ そうです、

彼は心を神の次元から強制的に降ろす

ために、ありふれたことを話しました。

そうして人々をマーヤーの手中から解

放するための教えを与えることができ

たのです。すなわち、トランプをした

り、魚を捕まえたり、冗談を言ったり、

他の人をからかったりすること-これ

らすべての目的は、心を神の意識から

より低い次元に降ろし、他の人に霊的

生活についての指示を与え、彼らを平

安と悟りの道に導くためでした。実例

を挙げましょう： 

 

かつて、ベンガルのミドナポール地区

の副治安判事がマハーラージのことを

聞いて、霊的生活についての指導を求

めたい、そして可能であればイニシエ

ーションを受けたいと思って、ベル

ル・マトにやって来ました。ベルル・

マトの入り口近くには池がありました。

この人がマトに入ると、池で魚を捕ま

えている僧侶を見つけました。彼は少

し奇妙に感じました。しかし彼は本堂

に行き、僧侶(スワーミー・プレーマー

ナンダ)にマハーラージについて尋ね
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ました。プレーマーナンダジーはその

時マハーラージが魚を捕まえているこ

とを知っていましたが、これを紳士に

明かしたくなかったので、何も言いま

せんでした。ある予感がしたので紳士

は「私はベルル・マトの入口で池で魚

を捕まえている一人の僧侶を見ました、

彼がスワーミー・ブラフマーナンダジ

ーでしょうか？」と尋ねたので、プレ

ーマーナンダジーは、はい、そうです、

と答えました。その人はかなりショッ

クを受け、「私は魚を捕るような僧侶か

らイニシエーションを受けるつもりは

ありません！」とはっきり言いました。 

  

しばらくしてマハーラージがご自分の

部屋に戻ると、プレーマーナンダジー

はやや不満げな口調でその出来事を語

りました。マハーラージは穏やかに「バ

ブラム(スワーミー・プレマーナンダの

僧侶になる前の名前)・ダー、心配しな

いでください。タクールの恩寵で、そ

のような将校は大勢この僧団に来るで

しょう」。 

 

1週間後、同じ将校が戻ってきてプレー

マーナンダジーと面会し「サー、どう

かスワーミー・ブラフマーナンダジー

に会えるように取り計らってくださ

い」と頼みました。プレーマーナンダ

ジーは驚いて「前回お見えになった時、

あなたは怒って、魚を捕まえるのが大

好きなスワーミーからはイニシエーシ

ョンを受け取らないと言ってお帰りに

なりました。それなのに、なぜ、今は

ブラフマーナンダジーに会いたいので

すか？」と尋ねました。 その将校は「あ

の日、ベルル・マトを出てから、私は

スワーミー・ブラフマーナンダジーの

顔を一瞬たりとも忘れることができな

くなったのです。それで心が落ち着か

なくなり仕事も手につきません」と打

ち明けました。 

  

そこでプレーマーナンダジーはマハー

ラージと会えるように手配し、後にそ

の将校はマハーラージからイニシエー

ションを受けました。そしてその将校

はグル・ダクシナ（グルへの捧げもの）

としてマハーラージに高価な釣り竿を

1 本プレゼントしました！ その釣り

竿は、ベルル・マトのマハーラージの

寺院の二階の寝室に今も保存されてい

ます。 

 

もう一つの例：マハーラージは、シュ

リー・ラーマクリシュナの最も近しい

在家信者の一人であるバララーム・ボ

シュの家（バララム・マンディール）

に滞在していました。マハーラージは

そこに滞在するのが大好きでした。彼

のための特別な部屋が用意されていて、

そこは大金持ちの部屋のように調度品

が整えられていました。ある時、ある

著名人がマハーラージに会いに来まし

た。彼はマハーラージがその部屋で昼

寝をしているのを見ました。彼は気づ

かれずに部屋に入ったのですが、シュ
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リー・ラーマクリシュナの霊的な息子

たるもの、放棄の精神で非常に厳しい

環境で生活していると予想していたの

で、その真逆な姿を見て、かなりがっ

かりしました。しかし、その男性は自

分の内なる思いをさらけ出すことはせ

ず、部屋の外でマハーラージとの会合

を待ちました。しばらくすると、彼は

マハーラージに会うことを許されまし

た。マハーラージとの話が終わり、帰

る時に、彼は言いました「私は人生で

最大の過ちを犯すところでした。スワ

ーミー・ブラフマーナンダジーとお話

をして、私の人生の最大の問題は解決

したのです。高価な家具に囲まれてい

るのを見て、最初はマハーラージのこ

とを誤解しました。もしあの時、この

場所を去っていたら、私はこの素晴ら

しい機会を逃したでしょう」。 

これらの話は、マハーラージを外から

見るだけでは簡単に誤解する、という

ことを示すために与えられたものです。 

 

さて、マハーラージの霊的偉大さにつ

いて話します。ベルル・マトには評議

員会がありました。(評議員会はラーマ

クリシュナ僧団を管理運営する人々で

す)。彼は僧団長だったので、それらの

会議に出席するよう求められていまし

た。彼は出席を求められては拒否した

ので、会議は何度も延期せざるを得ま

せんでした。スワーミー・サーラダー

ナンダが書記長で、スッダーナンダジ

ーが書記補佐でした。彼らは何度もマ

ハーラージに会議に出てください、と

繰り返しお願いしましたが、何度も断

られました。 

 

マハーラージは僧団長だったので、彼

の署名が要る重要な書類もありました。

そんな時はサーラダーナンダジーかス

ッダーナンダジーが書類にサインをし

てください、とお願いしました。書類

にサインをすることはさほど難しい仕

事ではありませんね。それなのにブラ

フマーナンダジーは理由を付けては先

延ばしにしようとしました。そんなあ

る日、彼らは「マハーラージ、今日こ

そ署名をしてくださらなければなりま

せんよ」と言いました。マハーラージ

はとりあえずペンを取り、署名しよう

としましたが、「自分の名前のつづりを

思い出せない。別の日に書類を持って

きてください」と言いました。 

  

そこで彼らは、会議を何度も延期した

り、サインを断る理由を尋ねました。

「どうしてなのですか？」 と言うと、

マハーラージは「ねえ、私には世界は

影のように見えるのだよ。それは本当

のことのように感じない。だから、あ

なたたちが私に持ってくるどれにも注

意を向けることができないのです。な

ぜなら、それらに心を置くことができ

ないから」。 このことから、彼がどれ

ほど高い心の境地にいたかをよく理解

することができます！ 
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『シュリー・ラーマクリシュナの生涯』

に、誰かに触れるだけでその人の中の

霊的意識を目覚めさせることができる、

と書かれています。そして時々、触れ

なくても、「この人の霊的な意識を目覚

めさせてください」と願うだけで、同

じ結果が得られることがあります。マ

ハーラージもこれを行うことができま

した。その例を言います。当時、マハ

ーラージはブバネシュワルに滞在して

いました。穏やかで静かな青年が僧団

を訪れ、図書館で本を読んでいました。

ある時、マハーラージが自分の部屋か

ら出てきて、この青年を呼び、向かい

合って座るように言いました。青年が

座るとマハーラージは青年に触れまし

た。マハーラージが青年に触れた途端

に青年は深いサマーディに入りました。

それから青年は通常の意識に降りた後、

ブバネシュワルの僧団を去り、二度と

戻ってきませんでした。誰も彼に何が

起こったのか分かりませんでした。こ

の例は、いかにして、ある人の霊的意

識が突然目覚めるか、ということを示

しています。ですから、時には自己努

力や事前の準備なしでも、高度に進化

した魂の純粋な恩寵によって潜在的な

霊力が引き上げられる、という例があ

るのです。マハーラージのような人物

は、誰の霊的意識が開花する準備がで

きているかを見て理解することができ

たので、それに応じて行動なさいまし

た。 

 

マハーラージの直弟子スワーミー・ヴ

ィジャヤーナンダが書いた『スワーミ

ー・ブラフマーナンダの回顧録』があ

ります。ヴィジャヤーナンダジーはア

ルゼンチンのヴェーダーンタ協会の創

設者で、長年アルゼンチンで暮らしま

した。彼は超能力の現象について説明

しました。私たちは皆、超能力につい

てきたことがありますが、それはどの

ように起こるのでしょう？ヴィジャヤ

ーナンダジーは、小宇宙をコントロー

ルすることができれば、大宇宙もコン

トロールできるようになる、と言いま

した。自分の心をコントロールできれ

ば、他者の心もコントロールできます。

なぜなら、それはすべての中に存在す

る同じ存在だからです。それが超能力

の説明です。ミクロレベルで人間の中

に存在するのと同じプラクリティが、

マクロレベルで世界のすべてに存在し

ます。一つの『アトム(※化学的に有意

義な最小単位)』を構成するものが、宇

宙全体を構成しています、つまり宇宙

全体が同じ『アトム』で作られている

のです。 

 

私たちは一般的に、自然にコントロー

ルされていますが、心をコントロール

すれば、自然はその人に従います。こ

れが超能力の説明です。さて、悟った

人が超能力を持てるだけでなく、霊的

生活において十分に進歩した人もこれ

らの力を持つことができます。しかし、

本当のところ、神を悟る前に超能力を
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使用することは安全ではありません。

なぜならそれは自分のエゴを強めるの

で霊性の発達の障害になるからです。

しかし、人が神の悟りに達した後、エ

ゴは「宇宙的私」に解消されるので、

これらの超能力は他者の福祉のために

使えます。 

 

マハーラージのもう一人の兄弟弟子ス

ワーミー・ヴィッギャーナーナンダは、

僧侶になる前はエンジニアでした。ス

ワーミー・ヴィヴェーカーナンダの指

導とアイデアの下で、ベルル・マトの

シュリー・ラーマクリシュナの大きな

本堂を設計したのは彼です。そして、

スワーミージーが肉体を去ってからず

っと後、現在のベルル・マトの本堂は、

マーティン・アンド・バーン社によっ

て、ヴィッギャーナーナンダジーの監

督の下で建設されました。彼は科学の

人だったので、心の態度は合理的でし

た。それと同時に、霊的にも偉大なる

高みへと上がりました。 

 

ある日、ヴィッギャーナーナンダジー

とマハーラージの間で超能力について

の議論が始まりました。マハーラージ

は超能力が存在することを繰り返し強

調しましたが、ヴィッギャーナーナン

ダジーは強くこう言いました「いいえ、

私は信じません。そんなことが本当の

わけがありませんから」。 

  

マハーラージ「その証拠が欲しいか

い？」 

ヴィッギャーナ－ナンダジー「はい、

欲しいですとも」 

マハーラージ「オーケー、では賭けを

しよう」 

  

それから、二人はかなりのお金を賭け

ました。快晴でとても暑い日でした。

マハーラージは、「今日の午後 1時に雨

が降る」と言いました。ヴィッギャー

ナーナンダジーは、「こんなに晴れて小

さな雲一つないのに雨などふるもので

すか。そんなことあり得ません」と言

いました。 

 

その頃、スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダの寺院が建設中だったので、石

灰を運ぶボートがガンジス川に停泊し

ていました。マハーラージは見習い僧

に、その船をビニールシートで覆うよ

うに言いました。不思議なことに、午

後 1時の 10分前に、どこからともなく

巨大な雲が集まり、暗くなってきまし

た。そしてちょうど午後 1 時に雨が降

り始めたのです。ヴィッギャーナーナ

ンダジーは自分の部屋から出てきて、

雨を見て、また自分の部屋に戻りまし

た。明らかにヴィッギャーナーナンダ

ジーは賭けに負けたので、マハーラー

ジは「掛け金をよこしたまえ」、と言い

ました。ヴィッギャーナーナンダジー

は「マハーラージ、私がお金を持って

いないことはご存じですね。どうかお

金を下さい。それであなたにお払いし
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ます」と言いました。 

 

この出来事の理解すべき重要な点は、

自分の体と心をコントロールできれば、

マクロレベルで自然をコントロールで

きるということです。 

 

別の話をします。一般的に、当時、良

い家庭の女性は演劇に参加しませんで

した。当初、男性が女性役を演じてい

ましたが、それは不自然だったのでシ

ュリー・ラーマクリシュナのもう一人

の著名な在家弟子ギリッシュ・チャン

ドラ・ゴーシュは、女性に演じさせる

ことを考えました。しかし、良家のお

嬢さんは演技をしなかったので、売春

婦が女優として採用されました。今日

の午前のセッションにも出てきたタラ

スンダリはそのような女優の一人でし

た。彼女は本当に非常に才能のある女

優でした。当時、彼女は途轍もない精

神的苦痛に苦しんでいました。 

  

昼食前のセッションですでに語られた

ように、ある日、タラスンダリはマハ

ーラージに会いに来ました。お付きの

見習い僧は最初、彼女がマハーラージ

に会う許可を出すことを躊躇しました。

しかし、彼女が「どうしても会わせて

ください」と言い張ったので、見習い

僧はマハーラージにそのことを知らせ

に行きました。マハーラージは見習い

僧に「彼女をすぐ前に連れてきたまえ」

と言いました。当然、見習い僧は驚き

ましたが、とにかく彼女をマハーラー

ジの居間に呼びました。タラはやって

来ると、マハーラージの足元に倒れて

涙を流し始めました。そしてマハーラ

ージに言いました「お父さん、どうか

私をお救いください！あなたは私のハ

ートで何が起こっているかご存じのは

ずです。私には平安がありません」。す

るとマハーラージは、「我が娘よ、あな

たは私を『父』と呼んだのだから、自

分のことをスワーミー・ブラフマーナ

ンダの娘と呼べばいいのだよ」と言い

ました。分かりますか、マハーラージ

はタラの気持ちをどのようにまったく

別の方向に変えたか。マハーラージは

また、彼女に安らぎを与え、心を楽に

することをたくさん話しました。そし

て見習い僧に彼らのために食べ物を持

ってくるように言いました。 

 

しばらくして、タラはブバネシュワル

に行き、そこに家を建てて霊的実践を

しました。その後、マハーラージが亡

くなったとき、彼女がやって来ました。

マハーラージとの最初の会合で出会っ

た見習い僧は、その頃には僧侶(スワー

ミー・ヴィジャヤーナンダ)となってい

ました。タラは彼に「私の愛する兄弟、

私たちのお父様はもう肉体がありませ

んが、彼はいつだって私たちの心にお

られます」と言いました。その頃まで

に、彼女の人生は完全な変化を遂げて

いました。ラージャ・マハーラージの

一言「スワーミー・ブラフマーナンダ
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の娘と名乗れるように生きなさい」だ

けで、彼女の人生観は変わり、信者に

なったのです。マハーラージのような

聖者には、それを行う力がありました。 

  

これらすべてのエピソードは、スワー

ミー・ブラフマーナンダの偉大な霊性

の高さと、人の霊性を変容させる彼の

途方もない力を示しています。だから

彼は「シュリー・ラーマクリシュナの

霊性の息子」と呼ばれるのにふさわし

いのです。 

 

シュリー・ラーマクリシュナ生誕祭 

からの写真 
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忘れられない物語 

 

「グル・ナーナクとムッラー」 

 インドには 400年前に生誕した偉大な

預言者、グル・ナーナクがいた。シー

ク教徒、戦う人々について聞いたこと

がある人もいるだろう。彼はシーク教

の教祖だった。 

 

ある日、彼はイスラム教のモスクに行

った。キリスト教国ではキリスト教に

反することには誰もが口をつぐむよう

に、このイスラム教徒たちは、自国で

恐れられている。彼らは、自分たちに

同意しないすべての人を殺し、批判す

る自由があると考えている。さて、グ

ル・ナーナクが入ると、中には大きな

モスクがあり、祈っているイスラム教

徒たちがいた。彼らは列を作って、ひ

ざまずいたり、立ち上がったりしなが

ら、ある言葉を繰り返していた。一人

の男性が先導していた。 

  

グル・ナーナクはそこに行き、そのム

ッラー(先生)が「最も慈悲深く親切な

神、すべての師の師、の御名において」

と言ったとき、笑みを浮かべて言った

「あの偽善者を見たまえ」。ムッラーは

激怒した。「おまえはなぜ笑っているの

だ？」 

「あなたが祈っていないからです。友

よ。だから笑っているのです」 

「祈っていないだと？」 

「そうですとも。あなたの中に祈りは

無い」 

  

非常に怒ったムッラーは治安判事に苦

情を申し立て言った。「この異教徒の悪

党はわざわざ私たちのモスクにやって

きて、私たちが祈っているときにニヤ

ニヤするのです。罰として即刻死刑に

してください。彼を殺してください」 

グル・ナーナクは治安判事の前に連れ

て行かれ、なぜ笑みを浮かべたのかと

尋ねられた。 

「ムッラーが祈っていなかったからで

す」 

「では、彼は何をしていたのかね？」

と治安判事は尋ねた。 

「治安判事、彼をここに連れてくださ

い。そうすれば彼がしていたことをお

話します」 

治安判事はムッラーを連れてくるよう

に命じた。彼がやって来ると、治安判

事は「さあ、ムッラーが来た。彼が祈

っていたときに笑った理由を説明なさ

い」と言った。 

  

グル・ナーナクは「誓いのためにムッ

ラーにコーランをお渡しください。彼

は『アッラー、アッラー』と言いなが

ら、家に残してきたチキンのことを考

えていたのですよ」と言った。 

哀れなムッラーは狼狽した。彼は他の

人々よりもわずかばかり誠実だったの

で、「確かにチキンのことを考えていま

した」と告白した。そこで、イスラム

教徒たちはシーク教徒（グル・ナーナ
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ク）を釈放した。 

  

「しかし」と治安判事は言った、「もう

モスクに行かないように。モスクで冒

涜と偽善を犯すくらいなら、まったく

行かない方がいいのですから。祈る気

持ちが沸かないときに行ってはなりま

せん、偽善者にならぬように。チキン

のことを考えずに、最も慈悲深い至福

の神の御名を唱えなさい」。 

 

今月の思想 

 

だから、一生懸命働き、全ての義務を

やり遂げ、自らを鍛えあげ、それから

行って、最高なる存在に明け渡しなさ

い。一日中、実直に働き、その後に座

って瞑想し、それから自身を神に委ね

なさい。そうでない瞑想には意味も価

値もない。怠惰な一日の終わりの瞑想

には意味がないが、良いことをたくさ

んした活動的な日の終わりの瞑想には

意味があり、実りがある。 

…スワーミー・ランガナターナンダ 
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