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2012年 8月 第 10巻第 8号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「我々という存在は、自らの考えから

作られている。だから、自分の考えに

注意するのだ。言葉は二の次だ。思考

は生きている。思考ははるか遠くまで

伝播する。」 

（スワーミー･ヴィヴェーカーナンダ） 

 

「人間は信念で作られる。信ずるとお

りの人となるのだ」 

（『バガヴァッド・ギーター』 シュリ

ー･クリシュナの言葉） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・今月の予定 

・韓国ヴェーダーンタ協会を設立 

・2012 年 5 月の逗子例会でのスピーチ 

「ホームレスの神様へのご奉仕」 寿

日雇労働組合 近藤昇氏 

・2012 年 8 月の活動 

・ナマステ・インディア 2012 のお知ら

せ 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

9月の予定 

 

・生誕日・ 

Vishuddha Siddhanta 暦では、2012 年 9

月に生誕日はありません。 

 

・行事・ 

ハタ・ヨーガ・クラス 

9 月 2 日（日）、9 日（日） 、16 日（日） 、

23 日（日） 14:30～16:00 

場所：逗子新館（アネックス）  

お問い合わせ：逗子協会  

 

逗子例会 

＊9 月の最終日曜日に変更となりまし

た。 

9 月 30 日（日） 10:30～16:30 

 

スワーミー･メーダサーナンダジー、イ

ンドとシンガポールを訪問 

9 月 10 日～19 日 

 

関西地区講話 

9 月 22 日（日） 13:30～17:00   
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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」  

 

ナマステ･インディア 2012 

9 月 22 日（土）～23 日（日） 10:00 am

～8:00 pm（23 日は 7:30 pm まで） 

東京・代々木公園  入場無料 

協会では「GANGA CD-BOOK SHOP」とい

う店名で書籍、CD 他 数々の品物を特別

価格で出品します。 

 

ナラ・ナーラーヤン（ホームレス神様

への奉仕活動） 

9 月 28 日（金）  

現地でのお食事配布等 

お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304 

 

韓国ヴェーダーンタ協会を設立 

 

2012 年 8 月 5 日、在ソウルインド大

使館員ディグヴィジャイ・ナート氏の

個人的な呼びかけで、日本ヴェーダー

ンタ協会プレジデントのスワーミー・

メーダサーナンダジーや韓国在住のイ

ンド人らが集まって、韓国ヴェーダー

ンタ協会（Vedanta Society of Korea）

の設立と 2013 年のスワーミー・ヴィヴ

ェーカーナンダ生誕 150 周年記念祝賀

会について会議を開催しました。 

 

初めに、ここ数年ソウルでヴェーダー

ンタの講話を主催している、地元の大

学の教授アビジット・ゴーシュ博士が

話をしました。続いてスワーミー・メ

ーダサーナンダジーが、これまでに何

度も韓国に来てウルサン、プサン、ソ

ウルなど各地で講話を行ってきたが、

これまで協会を設立できずシュリー・

ラーマクリシュナやスワーミー・ヴィ

ヴェーカーナンダが体現したヴェーダ

ーンタの教えを研究・実践できなかっ

たと話しました。 

 

 

さらにマハーラージは、韓国の方々や

韓国在住のインドの方々のために今こ

そ協会を設立すべきだと言い、ヴェー

ダーンタの特徴やシュリー・ラーマク

リシュナとスワーミー・ヴィヴェーカ

ーナンダの生涯や教えについて説明し

ました。さらに、それらの教えが普遍

的、理性的で調和に満ち、古くからあ

るが現代的で深い霊性に富んでおり、

多くのストレスを抱え心に平安を得ら

れない現代人をどのように支えること

ができるかを説きました。そして、世

界各地のヴェーダーンタ協会が様々な

国々の人々に対し大いなる道徳的霊的

支えとなっているのだと言いました。

マハーラージは、協会の設立、運営お
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よびプログラムについて種々の提案を

し、出席者は韓国ヴェーダーンタ協会

の設立に強く賛同しました。 

 

討議の後、以下の項目が全会一致で決

議されました。 

 

1. 2012 年 8 月 5 日付で「韓国ヴェーダ

ー ン タ 協 会 （ Vedanta Society of 

Korea）」の名称で協会を設立する。 

 

2. 協会はその目的を、ヴェーダーンタ、

シュリー・ラーマクリシュナおよびス

ワーミー・ヴィヴェーカーナンダの教

えの研究・実践・普及とする。 

 

3. 協会はその受益者を当地の韓国人

およびインド人とし、カーストや信仰

する宗教を問わない。また協会は、韓

国国籍の者の協会への参加を促すよう

特に努めるものとする。 

 

4. 協会は現在リソースが限られてい

ることを考慮し、リソースが増加し始

め協会がラーマクリシュナ僧団の正式

な支部となるまで、当面は少数のプロ

グラムを実施するものとする。 

 

5. 協会は、下記のプログラムなどを行

うものとする。 

 a) 以下の形式で月例会を開く：イン

ド哲学に関する書籍の輪読、意見交換、

誘導瞑想、リラクゼーション方法の説

明など。 

 b) 月例会は 2 時間とする。 

 c) 月例会は毎回議事録簿に記録し、

これを保管する。 

d) 月例会は、毎月第 2 土曜日の午後 3

時～午後 5 時に開催する。 

 e) 場所：インド大使館のインディア

ン・カルチュラル・センター（許可申

請中） 

f) 書籍を韓国語に翻訳して発行 

g) ウェブサイトの作成 

 

6. 初代委員 

・アビジット・ゴーシュ博士（Dong Seoul 

University 准教授）：チーフ・コーディ

ネーター 

・カストゥリ・デイ氏（IT コンサルタ

ント）：コーディネーター（インド人） 

・ホリミ氏：コーディネーター（韓国

人） 

・スミット・アロラ氏とシャクティ・

ラナ氏（インド大使館員） 

・パルタ・デ氏：ウェブサイト 

 

7. スワーミー・メーダサーナンダが協

会の霊的アドバイザーとなる。 

 

8. 銀行口座を開設し、資金を必要とす

る活動のためにこの口座に寄付金を預
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金する。これらの金銭は、カストゥリ・

デイ氏が正しく記録する。 

 

9. スワーミー・メーダサーナンダとア

ビジット・ゴーシュ博士は、インド大

使に会って協会の定例会にカルチュラ

ル・センターの使用が可能であるか打

診する。 

 

10. 2013 年～2014 年にスワーミー・ヴ

ィヴェーカーナンダ生誕 150 周年祝賀

会をふさわしいプログラムで開催する。

シュリー・ラーマクリシュナやスワー

ミー・ヴィヴェーカーナンダの書籍を

韓国語に翻訳する際には、両者につい

て十分な知識を有する学者が関わる。

スワーミージの掲げた世界の平和と調

和のメッセージについて、特に若い世

代における関心を高めるために、イン

ド大使館と協力して韓国各地でのイベ

ントとソウルでの閉会式を開催するな

どの計画を立て、印韓関係の強化に努

める。生誕祝賀イベントの開始は 2013

年 6 月 8 日を提案する。 

 

会議の終わりにスワーミー・メーダサ

ーナンダジーは、協会の活動を推進す

るために年 2 回のソウル訪問を考えて

いると伝えました。この重要な会議を

招集したディグヴィジャイ・ナート・

カカール氏と奥様のウルミラ・ナート

氏への謝辞で、会議は終了しました。 

 

2012年 5月の逗子例会でのスピーチ 

「ホームレスの神様へのご奉仕」 

寿日雇労働組合 近藤昇氏 

 

5 月 20 日（日）、5 月の逗子例会にゲ

ストをお招きしてスピーチをいただき

ました。初めに、スワーミー・メーダ

サーナンダジーがゲストスピーカーを

紹介しました。 

 

「皆さんこんにちは。今日は、寿日雇

労働組合の近藤昇さんにホームレスの

人のお世話の経験についてお話をいた

だきます。近藤さんは 20 年近くこの活

動をやっていらっしゃいます。ここで、

本日の逗子例会にこのテーマを選んだ

理由を説明します。我々のヴェーダー

ンタ協会はラーマクリシュナ･ミッシ

ョンの支部です。ラーマクリシュナ僧

団には 2 つの目的があり、僧団の創立

者でありシュリー･ラーマクリシュナ

の一番弟子であるスワーミー･ヴィヴ

ェーカーナンダがこの目的を決めまし

た。1 つは自分の本性を理解すること。

もう 1 つは、皆さんのお世話です。僧

団のお世話のプログラムは、社会的な

お世話でなく霊的なお世話で、貧しい

人、困っている人の中に神様を見てお

世話をします。礼拝にも 2 つの種類が
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あります。1 つは、お寺の中に祭壇を作

って神様を礼拝すること。もう 1つは、

生きている神様を礼拝することで、貧

しい人、病気の人、助けが必要な人の

中に神様を見て、空腹ならば食べ物を

あげ、服がなければ服を上げ、病気で

あれば治療を受けさせるという礼拝を

行います。人は利己的ですから、非利

己的になるために皆さんのお世話をす

ると心がきれいになります。スワーミ

ー･ヴィヴェーカーナンダは『無私は神

だ』と言われました。ラーマクリシュ

ナ僧団でも病院の病人を毎日見守りま

すが、本当にその病人を神様として礼

拝します。近藤さんも同じような気持

ちでホームレスの人々に接しています。

近藤さんの経験を聞き、近藤さんから

インスピレーションを受けたいと思い

ます。」 

 

近藤氏のスピーチ 

 

私は近藤昇といいます。現在 63 歳で

出身は九州です。父は他界しておりま

すが、母と兄弟は田舎の方におります。

私は日雇い労働者組合の者です。我々

が活動している寿町という所は、日雇

い労働者の町と言われてきました。こ

のような町は全国にたくさんあります

が、規模の大きなものは 4 か所位あり

ます。最も大きいのは、あいりん、昔

の釜ヶ崎で、大阪の新今宮駅付近に広

がっていて人口も 2 万人を超えている

と思います。2 番目が東京の山谷、3 番

目が寿町です。釜ヶ崎と山谷は古く、

特に山谷は人足寄せ場というのがあっ

て歴史があります。寿町は新しいです

けれど、行政はこの 3 つを三大寄せ場

と呼んでいます。4 番目が名古屋にある

笹島地区です。寄せ場というのは、主

に建設産業を中心とした日雇い労働者

が仕事を求めて集まってくる、そして

それを採用する業者が集まってくる所

なので、寄せ場、寄り場と言われるの

です。特に関東以西にいくつかあり、

沖縄の首里にもあります。 

 

ご存知だと思いますが、日雇い労働者

は日々雇われ日々解雇され、1 週間や

10 日などの短期雇用です。雇用期間が

満了すると契約は終わりで、当然退職

金もありませんし、ボーナスも出ませ

ん。賃上げなどもありません。非常に

都合よく使われるだけです。なぜこう

いうことが建設産業であるかというと、

建設産業は非常に巨大なピラミッド構

造になっていて、頂点にゼネコンがあ

ります。スーパーゼネコンは 6 社程し

かありません。その下に企業がずらっ

と 1 次、2 次、3 次、4 次と層をなし、1

番下に零細の建設会社があって、そこ

に日雇いは雇われるのです。なぜそう

いう構造になっているのかというと、

建物を建てるのを思い描いていただく

と分かりやすいでしょう。基礎杭を打

って地面の上にコンクリートの箱を作

るわけですが、この箱を作る過程に最

も人手が必要とされます。現場で枠を
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作ってその中にコンクリートを流し込

んでいくわけですが、コンクリートと

いうのは時間が経つと固まってしまい

ますからできるだけ短時間に一気に作

業をしなければならない。そのために

は、大量の労力を一気に投入する必要

があります。しかし、建物の躯体（く

たい）が出来上がってしまうと、後は

内装関係や外装の専門的な技術を持っ

た人がいればよいので、それまでの労

働力は必要でなくなってしまいます。

建設の初期の段階では人手が大量にい

るのですが、このような人たちを建設

会社が抱えていると、給料を支払わな

ければならないので会社の利益が薄く

なってしまいます。それで、初期的な

労働力を確保する場所が必要になって

くる。労働力のプールなのですね。採

用して 1週間なり 10日なり契約を結ん

で働いてもらったら、賃金の精算をし

て終わりということです。今では携帯

電話が発達しているので携帯で発注す

るということになってきましたけれど、

昔は業者が車で採用に来ていました。 

 

このような短期雇用は、バブル景気が

崩壊する前までは雇用と雇用の間が 1

日などと短かったけれど、今はその間

がものすごく長い。1 年で数日しか働い

ていないとか、3 か月間 1 日も働いてい

ないとか、怠けているわけではなく仕

事がないのです。寿町には日雇いの職

業安定所と、もう 1 つ公的な職業紹介

というのがあるのですけれど、この 2

つが職業紹介の機能を果たしていませ

ん。仕事がない、それでそこに求人を

出す業者がどんどん減っていて、求人

ゼロという日が何日もあるのです。 

 

それまでは日雇い仕事で生活が成り

立っていた人が成り立たなくなってい

る。バブル景気の崩壊までは非常に好

景気でした。特に 80 年代は、朝暗いう

ちに町の中心に出かけて行くと人がご

った返していて、そこには仕事を手配

する人がいて、私にまで仕事に行かな

いかと声をかけてくるような時代でし

た。誰も生活の心配はしていなかった

ものですが、今は全く仕事がありませ

ん。90 年代に入って、バブル景気が一

気に崩壊して極端に仕事がなくなって

しまいました。 

 

日本の建設産業というのは最大の労

働人口を持っていて、700 万人くらいい

ました。今は激減して、業者も 55 万社

くらいあったのが 10万社ほどに減って

います。中小零細ですから経済的な体

力がない業者がほとんどで、資金がち

ょっとショートすると潰れてしまうの

です。そうすると日雇い労働者はなか

なか賃金を払ってもらえない。我々は

労働組合の仕事が本業ですから労働相

談というのをやります。バブル景気崩

壊前までは年間 100 件程度の相談を受

けていて、圧倒的に多いのが賃金の未

払いでした。本当は賃金は 1 番目に支

払わなければならないのに後回しにさ
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れてしまうケースとか、ちょっと資金

がショートしそうになったら工事代金

を集金して社長が逃げてしまうとか、

そういうことがたくさんありました。

次が労働災害でした。全国の労働災害

での死者のうち約 4 割は建設現場で起

きています。墜落災害が多く労災は法

律的に補償されるのですが、労災を起

こすと業者は元請け業者の受けが悪く

なるので事故があっても報告せず、ケ

ガした人は会社の寮に泊めて仕事に出

なくても賃金を払うからとして労災を

起こさない。それから、宿舎や現場で

殴られたりする暴力行為の相談でした。

しかし、こういった相談もバブル景気

崩壊後はパタリとなくなりました。今

は年間数件です。つまり、不景気で仕

事がなく仕事に就いている人も平気で

賃金のカットをやられてしまう。これ

までは仕事がたくさんあったので強気

になれたけれど、今は悔しいけれど我

慢してしまう。それでどんどん賃金が

切り下げられ、それでも次がないから

我慢する。本業ならば我々の所に相談

に来るようなケースでも、相談に来な

くなる。 

 

今、簡易宿泊所が寿町に 122 軒ありま

す。人口 6千 500 人いて 15 分くらいで

1 周できる町なのですが、8 階建て、9

階建ての簡易宿泊所があります。ヤド

をひっくり返してドヤと言います。基

本的に保証人もいらなければ礼金敷金

もないので、お金を持っていれば誰で

も泊まれますが、日銭商売なのでお金

がなくなると出て行かされます。仕事

もなくなって手持ちのお金も尽きれば

路上に行かざるを得なくなる。行く所

がなくなったので外で寝る他なくなっ

た、こう言う人たちがバブル景気の崩

壊後に全国で急に増えました。 

 

その頃から我々は現在のような活動

を続けてきました。労働組合なのにな

ぜそんなことをするのかというと、日

雇い労働者は我々の同僚や先輩・後輩

であったりするのです。そのような人

たちが、朝ご飯を食べて仕事を探しに

出たけれど仕事がなく、その日の夕方

には路上にいるということになる。路

上にいるのは当初は建設日雇い出身の

人が多かったけれど、今は我々の同僚、

先輩、後輩なのです。ですから我々は

労働組合として、炊き出しと並ぶ重要

な活動である夜間パトロール、すなわ

ち夜間路上にいる人の所を訪ねてまわ

るという活動を神奈川県全域でしてい

ます。路上に人が寝るというのは本来

は非常におかしいのですから。 

 

バブル景気の崩壊後、手持ちのお金が

無くなって路上へ出る人が万単位で急

増しました。その頃、我々が行ってい

る支援活動に対して、彼らは怠けてい

るのではないか、それを支援するのは

間違っているとよく言われました。で

も違います。もし彼らが怠け者である

とすれば、日本はバブル景気崩壊後に
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全国的に急に怠け者が増えたというこ

とになります。そのようなことはあり

得ないですよね。 

 

もちろん、昔から路上にいる人はいま

したけれど、ごく少数でした。経済的

要因、つまり仕事がなくなって路上に

出るということが 90年代に入って急に

全国で見られるようになりました。

我々が炊き出しを始めたのが 1993 年

12 月 1 日ですけれど、その頃どこの公

園、どこの河川敷、どこの地下道にも

人が寝ているという状態でした。我々

の町は平均年齢が高く 60才以上が半数

を超えていて、高齢化が急速に進行し

ています。くぬぎ会という老人クラブ

があって、故人である当時の会長から、

ホームレスの人々の現状にもう黙って

見ていられないから炊き出しをやらな

いかという呼びかけがあり、町の諸団

体が集まって炊き出しの会を作って始

めたというのが第 1 回目です。スター

ト時は地面の上にたらいを置いてそこ

で作ったりしましたけれど､今はいろ

いろと設備が整っています。第 1 回目

は 250 食でした。 

 

我々は炊き出しを自動継続してはい

ませんし、必ずしなければならないも

のだとも思っていません。炊き出しな

どが必要でない社会をできるだけ早く

作っていかないと駄目です。寿町に仕

事がたくさん出てくる、そうしたら自

分で働いて自分で泊まる所を確保して

自分で食事ができますよね。また、夜

間パトロールで出会う人が減る。さら

に、横浜市が法外援護としてやってい

る金券配布をもらう人が減る。金券と

は、1 日 680 円プラス消費税相当の券で

パン券と言い、酒・たばこ以外のもの

なら寿町の店舗で交換できます。これ

は全国唯一横浜市だけのものです。こ

れとセットになっている宿泊券、通称

ドヤ券があり、これは横浜市が契約し

ている 1泊 1300円以下の部屋に泊まれ

るという券です。最大時はこれをもら

う人の数が千人を超えることもありま

した。これをもらう人の数が少なくな

ったら炊き出しをやめてもいいです。

こういう炊き出しがいつまでも必要な

社会は間違っている。 

 

我々は毎年、今年は炊き出しをどうし

ようかと検討していて、いつの間にか

19 年経ちました。当初 250 食でスター

トしましたが、残念ながらその数は今

は右肩上がりで、先週の金曜日は 650

食程、今度の金曜日はおそらく 700 食

を超えます。これは 700 人来るわけで

はありません。寿町の炊き出しは 1 人 1

杯ではなく食べ物がある間はいくら食

べてもいいのです。我々が作っている

のは雑炊で、今までの最高記録では丼 8

杯食べた人がいます。 

 

当初は冬の寒い時期にやっていまし

た。最も寒さがこたえる冬の時期にお

腹が空いていて寒いのは、辛いし気力
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が湧かない。だからせめて 1 週間に 1

度お腹をいっぱいにしてもらおうとい

うわけです。なぜ週に 1 度なのかと言

われますが、我々の食事を待って皆が

そこにいるわけではないし、職を探し

たり寝るところを見つけたり活動して

いるので、ここばかりを頼っていると

他の活動がなくなってしまうし就労意

欲が無くなってしまいます。 

 

毎週金曜日の午後 1 時から配食する

のですが、列を作って待っている間に

情報交換が行われています。横浜の路

上では昼夜同じ所に住んでいるという

人はほとんどなく、一人ぼっちでいる

人が多いから情報がほとんど入ってこ

ないので、炊き出しの列の中で仕事の

情報交換がされます。ここには仕事は

ないけれど名古屋の方にありそうだと

か、原発のがれきの片付けがあるとか、

行政の施策の情報、襲撃情報、公園で

寝ていたら石を投げられたとか殴られ

たとか。集団で住んでいるわけではな

いので、ここでお腹をいっぱいにした

らまた 1 週間後にここで会おうとか、

お互いに元気づけて励まし合っていま

す。 

 

寿町が寄せ場になっていった背景に

は、1958 年以降横浜は米軍の軍政地域

が広く、日本全国の生産設備が爆撃で

破壊されたため戦後すぐに生産能力が

なかったことがあります。当時、横浜

へ行ったら米軍の荷揚げの仕事がある

というので全国から労働者が集まりま

した。その当時の寄せ場は JR 桜木町駅

の前の野毛という所で、全国から集ま

った日雇い労働者が車に乗せられて仕

事場に行ったのが始まりでした。職安

が野毛から寿町へ移ったりする過程で、

青空労働市場、すなわち道に立ってい

ると仕事に誘ってくれるというものも

徐々に寿町に移ってきました。これが、

日雇い労働者の町・寿町のスタートで

す。 

 

90 年代に入って現在まで、残念なが

ら寿町で仕事が増えたということはあ

りません。仕事の紹介は、2 つの公的紹

介所と手配師という暴力団関係者が約

7 割程度紹介をしていますが、この手配

師すら失業してしまって姿が見えませ

ん。一方で、3 月 11 日の地震以降、危

険ではありますが福島の原発の仕事が

増えています。放射線を 7 シーベルト

以上浴びるとすぐではなくてもほぼ

100％死ぬと言われていますが、原発の

現場では 10 シーベルトに達しており、

必ず死ぬと言われるが仕事がないから

行くのです。行くのは家族のつながり

が薄い人が多く、原発の事故以来、男

性単身者が多い寿町にはスカウトマン

が頻繁に現れました。一般の建設現場

の賃金はすべて込みで（1 日）1万円く

らいが相場ですけれど、1 万 2、3 千円

から 7 万円まであります。年間被曝量

の関係からある時期が来たら交代させ

なければならないために、常に 3 千人
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位を確保しておかなければならず人手

がいるのです。 

 

路上生活者は住所がないので生活保

護を受けることができません。住所が

ないと、免許証が更新できず年金もも

らえないので、横浜市中区の依頼で、

そういう人は横浜生活館（寿生活館）

に住所を置くことを許しました。とこ

ろが、大阪で 4 年前に同様のことをし

ていた所が 3 千人も住民登録をしてい

るのはおかしいと問題にされ、200 人余

りが職権で登録を抹消されました。そ

の時、寿町にも 100 人登録があるとい

うことで中区の職員が調査に来て 53人

が登録を消されました。そもそも中区

から依頼されて当人の役に立てばよい

としてしたことだったのに。 

 

住所とは住民基本台帳によると、客観

的な居住の実体と主観的な居住の意思

の 2 つを満たしていること、とされて

います。外洋航路の船員さんで単身者

の場合は、船は動くので船の繋留地が

住所となります。日雇い労働者の場合

も、彼らの意思によるものではない路

上生活は特例ではないか、今は失業が

深刻化しているので仕事をしないこと

による無収入状態が続いて生活が困窮

している、というのが認められるよう

になってきました。炊き出しの時、隅

に机を出して、生活相談、法律相談、

健康相談を行っています。相談者が役

所に行って困らないように、役所には

そこのメンバーが同行し、きちんと申

請できるようにします。路上にいると

いうことは、日本では社会に復帰する

のが難しい。会社には入れないのでお

金を貯めるためにアルバイトをする。

保証人がないとアパートにも住めない、

そうするとちゃんとした仕事もできな

い、となってしまいます。 

 

全国の市町村で毎年 1 月にホームレ

ス実態調査を行い、4 月に発表しており、

9 千 700 人減ったとのことです。しかし

これは概数目視調査で、労働時間中に

行って数えるので、夜間だけ商店の前

に段ボールを敷いて寝るような人は人

数に入っていない可能性があり、実際

には 1.5～2倍ぐらいいるのではないか

と思います。横浜市の発表は 600 人で

す。全国最大の支援センターが寿町に

あるのですけれど定員は 250 人、女性

と子供のフロアが 20 人、ととても足り

ないにも関わらず他に作る予定はない

そうです。 

 

路上に人がいなければならない社会

は間違っています。一人一人が自分の

生を全うできるような仕事、住む所、

食事を確保することは基本的な生きる

権利であるのに、自分の力ではどうに

もならない人たちが日本全国に万とい

ます。我々がやっていることは本当に

小さなことだけれど、こういう現状が

あるということを知っていただきたい。

キリスト教の学校の中学 2年生が 45人
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ずつ 4 週続けて合計 180 人来ることに

なっています。寿町の炊き出しを当て

に来る人がこんなにいるということを

知ってもらいたい。 

 

自分ではどうにもできず路上生活を

送っていると怠け者と言って子供たち

が石を投げる。20 か所ほどで路上生活

者が襲われ 3人の方が亡くなりました。

死に至らしめた子供たちは保護された

とき、ゴミを掃除したと言ったそうで

す。人の生命を奪ったという感覚はな

いのです。経済的な要因で路上に排除

される。それは本人の責任であるケー

スもあり得るけれど、そうでないケー

スが圧倒的に多い。その結果、怠け者

だ、公園を勝手に占拠している、だか

ら出て行け、出て行かないのは困った

奴だ、地域社会や大人や親が迷惑だと

話をしているので、あいつらは迷惑者

だと思い中学生が石を投げる。最近は

自転車で来るのです。一番小さい子で

小学 4 年生がいました。 

 

夏の一時期を除いて、路上の夜は冬、

そこで生命を落とす。我々は寿町の中

で彼らと出会う活動をやってきました。

それだけでは足りないので県内、市内、

いろいろな所で路上生活者を訪問して

まわる活動を 93 年から始めました。 

 

残念ながら我々のやれている範囲は

非常に小さい。ですからいろいろな人

に、路上にいる人の現状や寿町の現状

を広く知ってほしい。多くの人が来て

炊き出しもシェアできるかどうか分か

りませんけれど、来る人は全部来てほ

しい。寿町を知ってもらうということ

は必要です。 

 

2012年 8月の活動 

 

御岳山での夏季霊性修養会 

 

7 月 27 日（金）～29 日（日）、東京・

御岳山で恒例の夏季霊性修養会（リト

リート）が開催され、今年も大きな成

功を収めました。リトリートのレポー

トは近号のニュースレターに掲載の予

定です。 

 

マハーラージ、韓国を訪問 

 

日本各地のサットサンガで数多くの

講話を行っているスワーミー・メーダ

サーナンダジーですが、8 月 4日（土）

～7 日（火）に韓国・ソウルも訪問しま

した。（本号に韓国訪問の記事が掲載さ

れています。）8 月 5 日（日）、インディ

アン・ホールで「前向きな生き方

（Positive Living）」をテーマに講話

を行いました。また 8 月 7 日（火）に

は、韓国ヴェーダーンタ協会（Vedanta 

Society of Korea）のチーフ・コーデ

ィネーターのアビジット・ゴーシュ博

士と共に在韓インド大使に対し、韓国

ヴェーダーンタ協会の設立と同協会の

月次例会の開催場所として大使館のカ
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ルチュラル・センターの使用を申請し

ました。その後、大使館から承認をい

ただきました。皆さん、おめでとうご

ざいます。 

 

ヨーガスクール・カイラス横浜校にて、

シュリー・クリシュナ生誕祝賀会 

 

8 月 9 日（木）、スワーミー・メーダ

サーナンダジーは協会の信者の方数名

と共に、ヨーガスクール・カイラス横

浜校のシュリー・クリシュナ生誕祝賀

会に出席しました。マハーラージはア

ラティ（礼拝） を執り行い、続いて

皆で聖句を朗唱し賛歌を斉唱しました。

またマハーラージはシュリー・クリシ

ュナについて講話も行い、カイラスの

松川慧照先生もお話をされました。そ

の後、皆でおいしい夕食のプラサード

をいただきました。 

 

マハーラージ、マニラを訪問 

 

8 月 22 日（水）～27 日（月）、マハー

ラージはフィリピン・マニラを訪問し

ました。訪問の詳細は、近号のニュー

スレターに掲載の予定です。 

 

ナマステ・インディア 2012のお知らせ 

 

2012 年 9 月 22 日（土）～23 日（日） 

入場無料 

10:00 am～8:00 pm（23 日は 7:30 pm

まで） 

東京・代々木公園 

協会では「GANGA CD-BOOK SHOP」を出

店して、書籍、CD など数々の物品を特

別価格で販売しますので、どうぞお立

ち寄りください！ 

 

イ ベ ン ト の 詳 細 は こ ち ら 

http://www.indofestival.com 
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スワーミー・メーダサーナンダジー 

九州熊本訪問 

 

マハーラージは 6 月 22 日～24日 

九州地方各地を訪問されました。 

 

6 月 22 日 阿蘇 

23 日 熊本菊池村 

アンナプールナー農園 

24 日 熊本市 

 

 

 

 

 

 

 

忘れられない物語 

 

雌牛とキュウリ 

ゴパール・バールは、あるとても貧し

い夫婦の家の隣に住んでいた。夫婦は

よく空想にふけっていた。ある日、夫

が妻に言った。「お金があったら、雌牛

を何頭か飼うのになあ」 
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すると妻が言った。「そしたらミルク

がいっぱい取れるよ。それでバターと

ギーをいっぱい作ろう。それに妹のと

ころにも分けてやれる」 

 

「妹に分けてやるだと！」夫は大声で

言った。「何てことを言うんだ」 

 

「でもミルクが余るほど取れるだろ

うから」妻が言った。 

 

「ミルクは売るんだよ。もうこれ以上

この話はしないぞ。俺がいない間にお

前がミルクを妹のところに運ばないよ

うに、これから家中の壺を割ってやる」

夫はそう言うと、家の中にある壺を 4

つも 5 つも床に投げて粉々に割った。 

 

ゴパール・バールはちょうどその時夫

婦の家の前を通りかかり、夫になぜ壺

を割っているのか聞いた。理由を聞く

と、ゴパールは棒きれを拾って自分の

周りの空（くう）を激しくたたいた。 

 

「何をやってるんだ」夫は当惑して訪

ねた。 

 

ゴパールは答えた。「あんたの家の牛

を追っ払っているんだ。うちの庭のキ

ュウリをみんな食べちゃうからね」 

 

夫は腹を立て、大声で言った。「キュ

ウリを食べるだと。お前のうちには庭

だってないのに」 

「そのうち庭を手に入れるから、そし

たらそこにキュウリを植えるんだ」ゴ

パールはそう言うと、再び棒で空をた

たき始めた。 

 

夫婦は、「たら・れば」の話に夢中に

なるのがどれほどばかげているかゴパ

ールが分からせようとしているのに気

付き、自分たちが恥ずかしくなった。 

（インドの伝承） 

 

今月の思想 

 

「思想の価値は、それを活かすことに

ある」 

（ラルフ・ウォルド・エマソン） 
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