
本状はシュリ サティヤ サイ セントラル トラストの役員会で承認されたものです 

 

2014年 11月 28日 

 

シュリ サティヤ サイ セヴァ オーガニゼーション 

（SSSSO:サイ オーガニゼーション）の全メンバーに対する警告 

 

この二、三か月の間、SSSSO の 会員と帰依者たちは、バガヴァン ババの近くにいたかつて

の帰依者たちによる、いくつかの新しい信託機関の結成に関係する出来事と、プラシャーン

ティ ニラヤムでの祭典等とは全く異なる、ムッデナハッリにおけるバガヴァンのミッション

に関連した行事の実施 という事態に直面しています。 

 

これらの出来事に関する混乱を解消し、こうした事態に対する我々の立場を明確にするため

に、この書状を公表します。スワミが誰も後継者をお持ちにならないことと、帰依者たちと

スワミとの間の「ハートとハートの結び付き」について語られている「バガヴァンの御講話

からの引用集」も、これらの御講話の明確な日付と共に紹介しておきます。 

 

1. SSSSO (サイ オーガニゼーション)とシュリ サティヤ サイ セントラル トラストは、シ

ュリ サティヤ サイ サラスワティー トラストや、チャッティースガル州のライプール

にある、バガヴァンの御名の下に操業を開始した病院のような機関とは何の関係もあり

ません。  

2. バガヴァン御自身の御講話を順守して、私たちは、特定の個人たちしか見ることの出来

ない「光の身体」でバガヴァンが出現されるという考え方には同意せず、また、バガヴ

ァンが、特定の個人たちにしか聞こえない御講話をされて、彼らが他の人々のためにそ

れを通訳するという考え方も受け入れません。  

3. SSSSOのメンバーは、誰一人、彼らが創設したこれらのトラスト(信託)や機関／組織と一

切関係を持つべきではありません。 

4. シュリ サティヤ サイ セントラル トラストの役員でいらっしゃるシュリ インドゥラ

ル シャー氏は、ご高齢のため、残念なことに、我々以外のこれ らの機関やトラストに

よって組織される行事に関わりを持つという、個人的な意思決定をされました。私たち

は同氏に対して変わらぬ敬意と深い尊敬を捧げますが、氏の個人的な意思決定は SSSSO

とそのメンバーとは何の関係もありません。バガヴァンの聖なる使命にとっては、いか

なる個人であっても、絶対に欠かすことの出来ない人物というものは存在しないのです。  

 

この書状の内容は、SSSSOのすべての会員に知らせるようにするべきです。 

 

V. シュリーニヴァーサン  

SSSSO全インド委員長 



バガヴァンがいかなる後継者も持たないことに関する 

御講話からの引用集 

  

2002年 

 「私たちの関係はハートとハートの関係、愛と愛との関係のみであって、それ以外には何も

ありません。スワミは愛の化身ですスワミは愛を重視するのであって、それ以外のものは重

視しません。決して、卑劣で無意味な話には、何の価値も与えてはなりません。」 

アメリカ人帰依者たちに対する御講話からの抜粋 

2002年 7月 27日、プラシャーンティ ニラヤムで。 

 

「また他の者たちは、スワミの名前によって祈り、自分たちは、スワミ自身から奇跡的な力

を授かったと称して、お金を集めています。これ以上に悪魔的なことはありません。これは、

今までスワミが、どんなときも、何ひとつ誰にも話さなかったことです。サイの名前が祈り

に使われて、こうした卑劣な行動に携わる者たちによって、サイに悪名がもたらされていま

す。これは、サイの活動が商売になり下がっている状況の一端です。」 

プラシャーンティ ニラヤムで開催された国際セヴァ大会における 

2002年 7月 22日の御講話からの抜粋 

日本語版は http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_20020722.html 

 

「中には、サイの名を使って商売をしている人々がいます。彼らは、サイの帰依者を装って

他者を騙しています。私は、そのような行動には賛成しません。彼らは帰依者などではあり

ません。彼らは、国の内外を問わず、さまざまな場所に行ってサイの名を使って金集めをし

ています。それは重大な犯罪です。私はただの１パイサも人に求めません。私は、決してそ

のような商売を承認することはありません。もし誰かが、そのような世俗的な意図を持って

あなたに近づいてきた場合は、それが誰であれ、すぐに出て行くように言いなさい。霊性の

領域に商売が侵入するのを許してはなりません。」 
12002年 7月 22日にプラシャーンティ ニラヤムで開催された 

国際セヴァ大会における御講話からの抜粋 

日本語版は http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_20020722.html 

 

「インド以外の国々において、一部のインド人たちが、自分たちはスワミの帰依者であると

言って、お金を集めるために、スワミの名前を出して多くの嘘をついています。中には、ス

ワミのために寺院や学校を建設するのだと言って、お金を集める人もいます。これらはすべ

て真っ赤なウソです。スワミはいかなる目的のためにも、一切お金を受け取ったことがあり

ません。ですから用心して、サイの名前でお金を集めるために近づいてくる人々には近づか

                                                   
1 英語版では、ムンバイで SSO世界大会期間中に行われた 1968年 5月 17日の御講話からの抜粋とあるが、実際に

は、2002年 7月 22日にプラシャーンティ ニラヤムで開催された国際セヴァ大会における御講話からの抜粋で

ある。 

http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_20020722.html
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_20020722.html


ないでいなさい。」 

プラシャーンティ ニラヤムで行われた 2002年 7月 27日の御講話からの抜粋 

 

1970年  

「化身した神としての私の威厳、私の栄光を知らしめるために、いくつかの場所で、驚くべ

き性質の奇跡的な出来事が起こっています。これらの出来事が人を惹きつけるのをよいこと

に、多くの人たちが個人の宣伝や権力の拡大のためにそれを悪用しています。自分の祭壇か

ら吹き出ているヴィブーティ（神聖灰）をお金と交換している人たちがいます！ 地位の高い

『上級の帰依者』のふりをして歩き回り、自分が騙してお金を巻き上げている純朴な人たち

を祝福し、恵みを与えているふりをしている人たちもいます。また、自分の家のババの写真

からヴィブーティが出ている、アムリタ（神聖甘露）が出ている、あるいは質問への回答が

書かれた紙や何やらが物質化されて出て来たなどといった虚偽の主張をする人たちもいます。

サミティもユニットも、こうした詐欺師やペテン師と一切関わってはなりません。そうした

人たち、あるいはそうしたことを勧める人たちと付き合っている者は誰であれ、即刻追い出

すべきです。」 

「他にも、私がその人を通じて話をしているとか、質問に答えているという主張をしている

人たちもいます。そのような人たちは、精神異常者か神経症を患っているかのどちらかです。

あるいは悪霊にとり憑かれているか、もしくは、そうした方法でお金を儲けたいという貪欲

にとり憑かれているかです。私に言えるのは、彼らを通して喋っているのは私ではないとい

うことだけです。私は霊媒を必要としませんし、代理人も、補佐役も、代弁者も必要としま

せん。」 
21970年 11月 22日にプラシャーンティ ニラヤムで行われた 

SSO全インド大会における御講話からの抜粋 

日本語版はサイ ラム ニュース 149号（2013年 3・4月号）15頁に掲載 

 

1968年 

「私と交わる機会を、できるだけ生かして、できるだけ早く、また、あなたにできる最善を

尽くして、私が与えてきた指示を守るようにしなさい。私の命ずるところに従うだけで十分

です。それは、最も苦しい苦行よりも、もっと大きな恩恵をあなたにもたらすことでしょう。

私が大切にしている、真実と、正しい行いと、平安と、愛を実践しなさい。どんなときにも、

あなたのすべての思いと言葉と行動の中で、それらの理想を目指し続けることを決意しなさ

い。それはあなたに、神の至高の実在に融合するという最高の善をもたらすことができます。」 
31968年 5月 17日にムンバイで行われた SSO世界大会での御講話からの抜粋 

                                                   
2 英語版では 1965年 3月 3日にアマラプーラムで行われた御講話より抜粋、とあるが、実際には 1970年 11月 22

日にプラシャーンティ ニラヤムで行われた SSO全インド大会における御講話よりの抜粋である。 
3 英語版では、プラシャーンティ ニラヤムで SSOインド全国大会の期間中に行われた 1970年 11月 22日の御講話

からの抜粋、とあるが、正しくはムンバイで SSO世界大会期間中に行われた 1968年 5月 17日の御講話からの

抜粋である。 



日本語版は http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19680517.html 

 

1965年  

「かなりの数の者たちが、私が彼らのところに『降りて来ている』、というより、彼らに取り

付いている、と宣言しています。彼らは。身体を揺らしたり、動かしたり、震わせたりして、

私が彼らを通じて話しているとか、彼らが私の影響下にあると主張してさまざまなことを口

走ります。彼らは質問に答えたり、出来事を『予言』したり、さまざまないんちきをしたり

して、私を知らない人や、私の実態を知らない人々からお金や物品を集めています。こうし

たことはすべてまったくのまやかしです。それは、蔓延しつつある病気です。それを奨励し

てはなりません。そうした病気に苦しんでいる人々を見たら、いつでもその芽を摘み取りな

さい。そういう者たちには手先や仲介者たちがいます。まず、彼らの動きを阻止しなさい。

そうすれば、彼らの操り人形たちも姿を消してしまいます。彼らは神聖さを装っていますが、

その貪欲さが、彼らの卑劣さを物語っています。人々は『ババが夢で私のところに現れて、

あなたにこれやあれをして、あなたからいくらいくらのお金を集めるように告げた』などと

言います。そうした詐欺師の言うことを意に介してはなりません。彼らにふさわしい方法で

処罰しなさい。それが私が皆さんに与える助言です。」 
41965年 3月 29日にアマラプーラムで行われた御講話からの抜粋 

 

「『ババが夢で私のところに現れて、あなたにこれやあれをして、あなたからいくらいくらの

お金を集めるようにと指示なさいました』と語る人々がいます。このような詐欺に注意を払

ってはなりません。彼らにふさわしい方法で処罰しなさい。それが、私があなた方に与えな

ければならないアドバイスです。」 
51965年 3月 29日にアマラプーラムで行われた御講話からの抜粋 

 

「もし誰かがあなたのところに来て、『サティヤ サイ ババが私の夢に来て、彼の宣伝活動を

私に委託しました。できるだけのお力添えをお願いします。』と言っても、信じてはなりませ

ん。夢の中でも、起きている間でも、私は誰にもそのような仕事を委託しません。そのよう

に語る人々は詐欺師です。彼らをそのように見なして、容赦なく扱いなさい。」 
61965年 3月 26日にカーキナダで行われた御講話より 

 

1964年  

「サイ ババが彼らを通じて話をしているという馬鹿げた理由で、他の人々を褒めそやしてい

る人々がいます。なんと愚かなことでしょう。それはすべて病んだ心を騙すお芝居なのです。

                                                   
4 英語版では、1965年 3月 26日にカーキナダで行われた御講話より抜粋 、とあるが、実際には 1965年 3月 29

日にアマラプーラムで行われた御講話より抜粋 
5 英語版では、1964年 10月 15日にプラシャーンティ ニラヤムで行われた御講話からの抜粋、とあるが、実際に

は、1965年 3月 29日にアマラプーラムで行われた御講話からの抜粋である。 
6 英語版では、1964年 10月 15日にプラシャーンティ ニラヤムで行われた御講話からの抜粋、とあるが、実際に

は 1965年 3月 26日にカーキナダで行われた御講話からの抜粋である。 



これらの犠牲になってはいけません。それゆえ私は『あなたの帰依心を管理下に置いて、あ

なた自身の中に収めておきなさい。詐欺師や利己主義者たちに夢中になってはいけません』

と言うのです。これらの人々は、神の顕現に関する誤った考えを与えて、あなたを道に迷わ

せます。彼らは、神を信じている兄弟姉妹たちの信仰を汚します。」 
71964年 10月 15日にプラシャーンティ ニラヤムで行われた御講話より 

 

1962年 

「信仰といえば、私は一つの警告を発さなければなりません。多くの人々が、さまざまな場

所で、歓迎会を開いたり、寺院を建立したり、儀式などを行ったりする目的のために、私の

名前を使ってお金を集めています。それは、正式に認められたものではなく、私の意志や命

令に反するものです。私が禁止しているそのような要求に負けたり、こうしたやり方を奨励

したりしてはなりません。」 

「また、それとは別に、皆さんの信仰心に付け込んでいる人々がいます。彼らは、私が霊媒

師か何か介して『話している』と宣伝しています。そういう人々や彼らの手先の者や仲介人

たちは、すべて、いかさま師に対するときのように扱いなさい。もしあなたがそのような対

応をしなければ、あなたもまた、いかさまの片棒を担ぐことになるのです。」 

「また中には、信奉者や崇拝者たちを集めて、お金を集める者たちがいます。彼らは『ババ

が、あなたからお金を集めるようにと、私をあなたに遣わしたのです』と宣言することさえ

します。あるいは『ババが私にこれをくださいました』とか、『ババは、これこれこのように

して私を特別に祝福してくださいました』などと言った上で、あなたの助けを求めたり、あ

なたの賞賛や、あなたの財布を求めたりします！ 皆さんは、相手が誰であっても、この種の

人たちは、すべて叱責して、追い返すようにしてください。」 
8プラシャーンティ ニラヤムで行われた 1962年 11月 25日の御講話からの抜粋 

 

                                                   
7 英語版では、1962年 11月 25日にプラシャーンティ ニラヤムで行われた御講話からの抜粋、とあるが、実際に

は 1964年 10月 15日にプラシャーティ ニラヤムで行われた御講話からの抜粋である。 
8
 英語版では、1988年 11月 21日にプラシャーンティ ニラヤムで行われた御講話からの抜粋、とあるが、実際に

は 1962年 11月 25日にプラシャーティ ニラヤムで行われた御講話からの抜粋である。 


