
親愛なる兄弟姉妹の皆様へ 
 
オーム シュリ サイ ラム 
 
2016年 12月 10日にバガヴァンの熱心な帰依者である Sis.フィリス クリスタルがバガヴァンの魂と
融合されたことをお知らせいたします。彼女は英国ギルフォードのご自宅で、お亡くなりになりま

した。享年 102歳でした。ご遺族は御息女のシェイラさんと二人のお孫さんです。私たちは、彼女
の祝福された人生と、サイの御名のもとに不屈の活力で行われた愛情あふれる奉仕を賞賛いたしま

す。 
 
SSIOを代表して、スワミの御教えの輝く模範であり、世界中にサイの愛と御教えを広めることに献
身された Sis.フィリス クリスタルに、謹んで愛を込めた敬意を表します。彼女は、たくさんの国々
で人々の意識を向上させ、己の生まれ持った神性とつながることができるように数千人の人々の手

助けをしました。彼女の生き方は、彼女の価値観とスワミへの深い献身を映し出していました。

100歳になってもなお、フィリスはスイスで一人暮らしをし、自炊し、世界のあらゆる場所にいる
人々から送られてくる助けを求める電話やメールやファックスに対応していました。彼女は自主的

に世界中を訪れ、滞在先では朝から晩までワークショップや講演を行い、人々を助けるために働き

ました。彼女は、シュリ サティヤ サイ ババの真のアクティブな道具として完璧な見本を示しま
した。 
 
Sis.フィリス クリスタルは 1914年 5月 11日に英国ロンドンに生まれ、教育を終えたのち、1937年
にカリフォルニアに移住しました。彼女は、米国サティヤ サイ ソサエティで最初の理事を務めた
一人である弁護士のBro.シドニー クリスタルと結婚しました。Sis.クリスタルは、米国サティヤ サ
イ ババ中央評議会のメンバーでした。生涯を通じて霊的求道者であったクリスタル夫妻は、40年
以上前に初めてバガヴァンのもとを訪れました。訪問を始めて間もない頃、ある日スワミが彼女に

本を書くようにと勧め、「本はペンの中にあります」とおっしゃって彼女のために一本のペンを物

質化されました。神の御導きにより、彼女は、世界中のサティヤ サイ帰依者のための実践的学習
ガイドブックである「Ceiling on Desires （邦題：節制）」という本を著しました。他に言及すべき
多くの帰依者に影響を与えた本が二冊あります。「Cutting the Ties that Bind（未訳）」と「Sai Baba—The 
Ultimate Experience（邦題：サイ ババ 比類なき経験）」です。 
 
バガヴァンの促しと指示のもと、Sis.クリスタルは人々の前で話し始め、彼らが己の生まれ持った
神性とつながる手助けをするためにセミナーを開催するようになりました。たくさんの機会に、ス

ワミは彼女に青年に対して話をするよう指示されました。1995 年以降、Sis.フィリス クリスタルは、
米国青年部全国実行委員会の一環として、青年のリーダーたちに助言と支援と指導を与え、青年プ

ログラムの策定に尽力しました。2007年にプラシャーンティ ニラヤムで開催された第 3回世界青
年大会で、バガヴァンの命を受けた Sis.フィリスはスピーチを行い、サイ クルワント ホールに集
まった 6千人の青年たちに感銘を与えました。 
 
Sis.フィリス クリスタルは、その疲れを知らない働きぶりと、精神力と、気品を通じて、愛のエネ
ルギーを内面に向け、世界に奉仕することによって、何が可能になるかを私たちに示してくれまし

た。彼女の肉体は失われますが、彼女の愛とその業績は、彼女が生涯を通じて触れ合ってきた何千

人ものハートの中に生き続けるでしょう。スワミが彼女の魂に永遠の平安と至福を授けてください

ますように。 
 
この大きな喪失感の中におられる Sis.クリスタルの御息女である Sis.シェイラと二人のお孫さんに、
心よりお悔やみを申し上げます。 



 
ゾーン会長の皆様、このお知らせを、統括世話人、副統括世話人、各国会長、Sis.フィリス クリス
タルの友人と Sis.フィリス クリスタルを愛し尊敬している人々、そしてサイ帰依者の皆様にお伝え
ください。 
 
ありがとうございます 
 
ジェイ サイ ラム 
 
サイの奉仕のうちに愛を込めて 
 
ナレーンドラナート レッディ博士 
プラシャーンティ評議会議長 
サティヤ サイ国際オーガニゼーション会長 
 
 
Dear Brothers and Sisters, 
  
Om Sri Sai Ram. 
  
I regret to inform you that Mrs. Phyllis Krystal, an ardent devotee of Bhagawan, merged with our beloved 
Lord on 10th December 2016, at the age of 102. She was in her home in Guildford, United Kingdom at the 
time of her passing. Phyllis has left behind her daughter Sheila, and two grandchildren. We celebrate her 
blessed life and loving services, done with indomitable energy in the name of Sai. 
  
On behalf of the Sathya Sai International Organisation, with love and humility, we pay tribute to Mrs. 
Phyllis Krystal, a shining exemplar of Swami’s teachings who dedicated her life to spreading His message 
and love across the world. Her work has uplifted people in many countries and helped thousands connect 
with their innate divinity. Her own lifestyle reflected her values and her deep commitment to Swami. Even 
as a centenarian, Phyllis lived alone in Switzerland, cooked her own meals, and responded to hundreds of 
phone calls, emails, and faxes from people seeking her help from all corners of the globe. She travelled 
around the world independently, and during her visits, she worked from morning to night, giving 
workshops, talks, and helping people. She was a perfect example of an active, true instrument of Sri Sathya 
Sai Baba. 
  
Phyllis Krystal was born in London, England on May 11, 1914, and completed her education and moved to 
California in 1937. She married Sydney Krystal, a lawyer, who was one of the first trustees of the Sathya Sai 
Society of America. Mrs. Krystal was a member of the Sathya Sai Baba Central Council of the USA. A 
spiritual seeker all her life, Phyllis Krystal and her husband first visited Bhagawan over 40 years ago. During 
one of her early visits, Swami urged her to write a book and materialized a pen for her, saying that “the 
book was in the pen”. Under divine guidance, she then wrote the book on “Ceiling on Desires”, which is a 
practical study-guide for Sathya Sai devotees worldwide. Two other books worth mentioning which 
inspired many devotees are “Cutting the Ties that Bind” and “Sai Baba—The Ultimate Experience”. 
  
At Bhagawan’s urging and under His supervision, Mrs. Krystal started speaking to the public and holding 
seminars to help them connect with their inner divinity. Swami told her on many occasions to speak to the 
youth. Since 1995, as part of the Young Adult National Executive Committee, USA, Phyllis Krystal advised, 
supported, and guided the young adult leaders, and helped to shape the young adult program. In 2007, on 
the occasion of the 3rd World Youth Conference in Prasanthi Nilayam, at the behest of Bhagawan, Phyllis 
addressed and inspired 6,000 youth assembled in the Sai Kulwant Hall. 
  



Through her tireless work, strength and elegance, Phyllis Krystal has shown us what is possible by tuning 
into the loving energy within and serving the world. Although her physical presence will be missed, her 
love and work will continue to live on through thousands of hearts she has touched throughout her life. 
May Swami give her soul permanent peace and bliss. 
  
We offer our sincere sympathies to Mrs. Krystal’s daughter Sheila and her two grandchildren in this time of 
immense loss. 
  
Zone Chairs, please share this tribute with Central Coordinators, Deputy Central Coordinators, National 
Council Presidents, friends and well-wishers of Mrs. Phyllis Krystal, and Sathya Sai devotees. 
  
Thank you. 
  
Jai Sai Ram. 
  
Lovingly in service of Sai, 
Dr. Narendranath Reddy 
Chairman, Prasanthi Council 
Sathya Sai International Organisation 
 
 
 


