シュリ アジット ポパット氏からの重要なメッセージ
アジット・ポパット氏 略歴
バガヴァン ババから愛情を込めて「ミス
ター・パペット（指人形）」と呼ばれている 30
年来の古参の帰依者。ロンドンに拠点を置く資
産投資コンサルタントであり、心臓弁バンクの
理事。自ら運営している心臓弁バンクを通じて
サイの医療奉仕に多大な貢献を行う。氏の率い
るサイのグループは、スワミのグラーマ セ
ヴァ（村落への奉仕）プロジェクトが発足した
当初より現地に赴いて奉仕に参加。また、氏は
機知とユーモアに富んだ話術で知られる素晴
らしい話し手であり、ババの指名により何度もババの御前で講演を行った。そのうちの一
つは書籍『アティ・ルッドラ大供犠祭』282～304 頁に「人類への奉仕が真のヤグニャ」
と題され掲載されている。
親愛なる兄弟姉妹の皆さん、
ジェイ サイラム
私はこのＥメールを、すべての帰依者の皆様に、とりわけ、あのムッデナハッリの芝居
にはまってしまっている帰依者の皆様に、お送りしています。真実はこうです。マドゥスー
ダン・ナイドゥは誤った方向に導かれている魂です。彼は自分がどこに足を踏み入れてい
るのか自覚していません。また、どうやってそこから抜け出したらいいのかもわかってい
ません。そこでは、彼の周りにいる心の曲がった年長者たちが私利を生み出しています。
彼が、最終的には刑務所に入れられるか、精神病院に入れられるかして、自分は利用され
たのであり、自分がやったこと、やらされていたことは、すべてまったくの詐欺であった
と、いつの日か告白するだろうと、私は強く感じています。それはいつでも起こり得ます。
私は本当に彼を哀れに思います。なぜなら、彼は愚か者だからです。彼は理性の力をすっ
かり失っています。いつの日か彼が失踪させられるか、あるいは、罪から逃れるために自
ら身を隠すかしても、私は驚かないでしょう。
どうぞ、私の見解を、ありとあらゆる人に広めてください。そして、シュリ サティヤ サ
イ セントラル トラストの理事の方々、および、シュリ サティヤ サイ オーガニゼーショ
ンの世話人の方々全員に送ってください。そうしていただければ、私個人にとって、非常
にありがたいことです。
世界の歴史の中にも、どの霊性指導者の生涯においても、これまで、これほどの裏切り
行為はありませんでした。カリユガ アヴァターでいらっしゃるバガヴァンに非常に近い
帰依者たちが、サイのミッションでこのような詐欺を働いているということを知り、胸が
引き裂かれる思いです。
マドゥ・スゥーダン・ナイドゥは、サティヤ サイ大学の卒業生であるにもかかわらず、
非常に間違った、危険な手本を示しています。彼は非難に値します。サティヤ サイ大学
のどのキャンパスの学生も、皆、行動を誤ることなく、外側から見ると非常に魅力的に見
えるこの罠に、はまってしまわないようにすべきです。ご自身の可愛い学生たちが、何で
あれサイのミッションに傷を付けるものに、たとえ間接的にでも接触するようなことがあ
れば、スワミは大きな痛みをお感じになるに違いありません。
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私の言葉をよく聞いてください。この策略は、皆が予想しているよりも、ずっと早く暴
かれるでしょう。結局、すべての人を、ずっと騙し続けることなどできないということを、
覚えておいてください。このようなことは、これまで起こったことがありません。シュリ
サティヤ サイ アヴァターは、愛と慈悲により、これが長い間続くことをお許しにならな
いでしょう。スワミがご自身のミッションをどう守ればいいかをご存じなのは明らかです。
そのミッションは、スワミがそのためにこの地上に降臨されたものであり、70 年という
長きにわたって情熱を注いで築き上げられたものなのです。
ナラシンハ・ムールティ氏は、ロンドンにやって来て、私の自宅であるサイ クティル
（サイの家）さえも訪れました。実際、私たちは皆、自分はバガヴァンとつながっている
という彼の言葉を信用しました。それはバガヴァンが肉体を離れられたばかりで、私たち
がすっかり戸惑っていた時でした。当時、彼は共謀者のマドゥ・スゥーダン・ナイドゥを
まだ舞台に上げてはいませんでした。ムールティ氏はバガヴァンと交流があったので、私
たちは彼の言葉を信じました。その後、自分の言葉はバガヴァンからインスパイアされた
ものだという言葉を盲目的に信じて、私はナラシンハ・ムールティ氏の活動のために 460
万ルピー〔約 860 万円〕を寄付しさえしました。というのも、彼はいつもババがそうおっ
しゃったと言っていたからです。ババが命じられることは、私たちの命のようなものです
から。
それが高くついた大失敗だったということに気づいて以来、私はバガヴァンに許してく
ださいと祈っています。今でも私は、460 万ルピーを手放してしまったことに罪の意識を
感じています。お金というものはバガヴァンのものであり、そのお金はバガヴァンのトラ
ストに行くべきものでした。私はそのお金がペテン師たちのところに行ってしまったこと
に心を痛めています。私は今後一生、罪の意識を感じ続けるでしょう。
ナラシンハ・ムールティ氏よ、私は以前よく、私と一緒に英国からグラーマ セヴァ〔村
落への奉仕〕をしに行った青年たちや、私と一緒に 100 回以上セヴァに行ったサイ ユー
スたちに、君たちもナラシンハ・ムールティ氏のようにサイのミッションに身を捧げるよ
うに、と言っていました。私は、あなたをこれほどの悪い道に置いた、あなたの悪いカル
マを気の毒に思います。私はあなたをサイの同胞の手本として引き合いに出していました
が、恥ずかしながら、今では、「気をつけなさい。神なる師を知るという大いなる幸運を
台なしにして、ナラシンハ・ムールティのように終わってはいけない」と言っています。
神ご自身から贈られた素晴らしい人生を無駄にするとは何ということか、と。
追伸： 本状を、誰もが読むことができるように、インターネット、フェイスブック、
あらゆるサイのウェブサイトに掲載して、この男性に近づかないよう要請してください。
この男性は完全に狂っています。私は、私自身の内なる声に、私の見解を口にするようイ
ンスパイアされました。内なる声は決して嘘を言いません。
私は本状を携帯電話から送っているため、タイプミスをお許しください。
ジェイ サイ ラム
愛と敬意を込めて、
ポパット
〔2015 年

春〕
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IMPORTANT MESSAGE FROM SRI. AJIT POPPAT (PUPPET)
Sri Ajit Poppat (lovingly called as Puppet by Bhagawan) is a long standing devotee for over 30
years. Based in London, he rendered enormous service to the Sai Medical mission through his
heart valve bank. His group participates in Swami’s grama seva project since inception.
Here is an appeal from him for all the fellow devotees.
******************************************************************************************
Dear brothers and sisters.
jai Sairam
I am sending this email to all devotees especially those that are getting trapped in this
Muddenahalli drama. .the truth is, madhu sudan naidu is a misguided soul .he actually doesn't
know what he has got into, and also doesn't know how to get out of the mess, that his crooked
seniors around him have created for their benefit. I feel very strongly that one day he will end up
either in jail or a mental home,and finally he will confess that, he was used and that everything he
did or made to do, was a complete fraud. This may happen any time.
I really feel sorry for him.because he is an idiot. he has completely lost his reasoning power. I will
not be surprised if one day he may be made to disappear or he himself will go into hiding out of
sheer guilt.
pls publish my views to one and all and also send this view, to all the trustees of sssct trust,and all
offficals of sri sathya sai org all over the world .it would be a great personal favour to me.
No where in the history of the world, in the life of any spiritual master Such a betrayal has ever
happened. It is heart breaking to know that very close devotees of Bhagawan, Kaliyuga avatar, are
perpetrating this fraud on Sai mission.
madhu sudan naidu is setting a very wrong and dangerous example in spite of being a alumnus of
Sathya Sai University and he deserves to be condemned. Students from all the campuses of Sathya
Sai University should be vary of their actions and not fall into this trap which looks very attractive
from outside. Swami must be feeling very hurt when His own dear students are even remotely
connected to anything that cause damage to the Sai Mission.
Mark my words this plot will be exposed much sooner than anyone can anticipate. remember
finally you cannot fool all, at all times. it has never happended and sri sathya avatar, out of love
and mercy will not allow this thing to go on for so long surely Swami knows how to protect His
mission which He so dearly came on this earth and passionately built for 7 long decades.
Mr. Narasimha Murthy had visited London and even came to my home Sai Kutir. In fact we all
believed his words that he is connected to Bhagawan. It was the time when we were completely
lost due to Bhagawan’s physical departure. At this time, he had not introduced his co-conspirator
Madhu sudan Naidu on to the stage yet. As he was associated with Bhagawan we believed his
words and I later on even donated 46 lakh rupees to Narasimha Murthy’s activities blindly
believing that his words were inspired by Bhagawan, because he was always quoting Swami,
whose command is our life breath.
By the time I realised it turned to be an expensive blunder which I am praying to Bhagawan for
forgiveness. Even now I feel guilty that I gave away 46 lakh rupees which was Bhagawan’s money
and it was supposed to reach Bhagawan’s Trust. I am hurt that it has reached some imposters for
which I will feel guilty for rest of my life. Fellow devotees, I request you not to fall into this trap.
Narasimha Murthy sir, i used to tell my boys who accompanied me from the UK for grama seva
and Sai youth who came with me for more than 100 times, that you all should be like Narasimha
Murthy sir, dedicated to His mission. I pity your bad karma that has made you to take such a
wrong path. The Sai Fraternity which quoted you as an example will now say in shame, “be careful
don't mess up your great fortune of knowing the Divine master and end up like Narasimha murthy.
“What a waste of wonderful life gifted by none other than God Himself.
ps- pl put it on inernet, facbook and all Sai web site's for one and all to read this and request them
to stay away from this man ,who is completely mad. I am inspired to voice my views by my own
inner voice Which never tells lies.
apologies for typo errors as i am sending this from my phone
Jai sai ram
Love and warm regards
puppet
Sent from BlackBerry® on Aritel
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