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プラシャーンティ  ニラヤムで  

二〇一三年十一月二十五日に行われた、  

プラシャーンティ評議会会長  

ナレーンドレナート  レッディー医学博士による講演  

この講演のビデオへのウェブリンクは、左記のとおりです。  

http://media.radiosai.org/journals/vol_11/01NOV13/88th-Birthday-

Celebrations-at-Prasanth-Nilayam.htm 

 

五つの務め 

  『平安はすべての姿がまとう衣であり、吉祥はすべての名前の基盤で

ある。不二一元の姿は、実在・純粋意識・至福（サット  チット  アーナ

ンダ）である。そしてこれこそが真・善・美（サッティヤム  シヴァム  ス

ンダラム）に他ならない。（ Sarva Roopa Dharam Shantam. Sarva Nama 

Dharam Shivam. Sat Chit Anandam Adwaitam Sathyam Shivam Sundaram）』  

心からの愛と深い敬意と共に、愛に満ちた、遍在にして全知、全能で

いらっしゃる私たちの主、バガヴァン  シュリ  サティヤ  サイ  ババ様の

蓮華の御足に、私自身を捧げます。   

スワミの愛とそのメッセージを皆さん方と分かち合う、このような機

会が与えられましたことを、バガヴァンと皆様方全員に感謝申し上げま

す。私たちは、誕生も死も、始まりも終わりもない主なる神のための、

喜びに満ちた降誕祭のお祝いに参加できることを、バガヴァンに感謝す

るべきです。スワミは、何度も繰り返して、「神は名前を超えています。

神は姿を超えています。神は時間も空間も変化も超えています」とおっ

しゃっていました。スワミは永遠です。スワミは過去において私たちと

共にいてくださいました。スワミは現在も私たちと共にいらっしゃいま

す。そしてスワミは、永遠の未来に至るまで私たちと共にいてください

ます。私たちは、スワミが私たちの永遠の伴侶であることを、決して忘

れてはなりません。私たちは、スワミという存在を、スワミの人間とし

ての姿に限定するべきではありません。クリシュナ神は、『バガヴァッ
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ド  ギーター』の中で、「これらの無知で愚かな人々は、私が、この肉体

をまとった存在であると考えている。私はこの肉体ではない。彼らは、

私がすべてに遍満する至高の実在であって、あらゆるものの内在者であ

ることに気づかない。（ Avajananti mam mudha manusim tanum asritam 

parambhavam ajananto mama bhuta-mahesvaram）」と言いました。とこ

ろが、この姿も名前もない実在は、無限の慈悲と愛によって、時代から

時代へと人間の姿を取って降臨されるのです。人間が高い世界に昇るこ

とができるように、神が地上に降りて来られることこそが、アヴァター

（神の化身）の目的なのです。   

いつであれ、神が来られるときは、それがラーマとして来られるとき

も、クリシュナとして来られるときも、イエスや仏陀として来られると

きも、シルディ  サイや、サッティヤ  サイとして来られるときも、神は

私たちに、御名と御姿とリーラー（神聖遊戯）という、三つの聖なる贈

り物を与えてくださいます。神は、サティヤ  サイのような、甘く美しい

お名前を携えて降臨されます。神の御名を唱えることによって、私たち

は自分の人生を救うことができ、この生死の輪廻から自由になることが

できるのです。二つ目の聖なる贈り物は、魅力的な神の御姿です。神は

永遠の存在であると同時に、常に新しい存在でもあります。私たちは、

スワミを見れば見るほど、もっとスワミを見たくなります。聖なる御姿

を黙想することによって、私たちの人生は神聖なものになります。三番

目の美しい贈り物は神のリーラー、すなわち神の聖なる戯れです。サイ

の帰依者として、私たちは、サイのリーラーのことを話していると、時

間を忘れてしまいます。私たちは、スワミの聖なる戯れ（奇跡）の話を

喜び、決してそのようなリーラーを聞き飽きることがありません。これ

は、まことにサイ  バーガヴァタム（サイと帰依者の物語）に他なりませ

ん。偉大なパリクシット王は、クリシュナ神のリーラーに耳を傾けるだ

けで、解脱に至りました。  

私たちは、愛に満ちた主なる神サイと同時代に生きて来たことが、い

かに祝福に満ちたことであるかを、いつも覚えていなければなりません。

第一回ＳＳＯ世界大会の時に行われた、一九六八年五月十七日の御講話

の中で、スワミは、ご自身の神性に関して大いなる真理を開示されまし
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た。それは啓発的な御講話で、すべての人が読むべきです。スワミは、

「この人間の姿の中には、すべての聖なる存在と、すべての神の原理が

顕現されています。つまり、人類が神のものと考えてきた、すべての御

名と御姿が、この姿に表れているのです。いかなる疑いにも惑わされて

はいけません」とおっしゃいました。私たちはいつも、この深遠な宣言

を、マントラのように常に覚えているべきです。スワミはすべての御名

と御姿の権化である、サルヴァ  デーヴァタ  スワルーパ（すべての神の

化身）なのです。それと同時に、スワミは、すべての御名と御姿と特質

を超越した神の化身（サルヴァ  デーヴァタティタ  スワルーパ）でもあ

るのです。「スワミはすべてに内在する唯一者であり、ひとつの姿の中

にすべてが内在している方であり、万物の中のすべてであって、すべて

を超越していらっしゃる方です。」スワミは、私たちを生死の輪廻から

解放するために化身された至高神、パラブラフマンなのです。  

私の友人の一人で、バガヴァンの長年の帰依者である米国のロバート  

ボザーニ氏が、初めてインドを旅したときのスワミとの体験を振り返っ

て話してくれたことがあります。プッタパルティに行く途中、彼は、聖

者アーナンダマイマーに会うためにコルカタに立ち寄りました。彼女は

ボザーニ氏に、「次はどこに行くのですか？」と尋ねました。彼が「バ

ガヴァン  シュリ  サティヤ  サイ  ババに会うためにプッタパルティに行

きます」と答えると、彼女は直ちにトランス（超越状態）に入って、「彼

はプールナ  アヴァター（すべての神の特質を備えた完全なる神の化身）

です」と言いました。ダイヤモンドの商人だけがダイヤモンドの価値を

知っています。それと同じことで、聖者や聖賢たちは、スワミがどのよ

うな存在であるかを知っているのです。   

今から二十年くらい前に、スワミが私の家族をインタビューに呼んで

くださったことがあります。スワミは非常に少量しか食事を召し上がり

ません。内科医である私は、どのくらいの体重の肉体を維持するには、

どのくらいのカロリーが必要であるかを知っています。現代医学の観点

から言えば、スワミが召し上がられたわずかな量の食事は、スワミの体

重を維持するには不十分でしたが、それにもかかわらずスワミは健康で

丈夫でした。二十年前のそのインタビューで、私の父親が、心配を言葉
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に出して、スワミに、「スワミ、スワミはほんの少ししか食事を召し上

がられません。スワミはどのようにして肉体を維持することができるの

ですか？」とお尋ねしました。そして父は「ヒマラヤの山中に住む聖者

たちは、空気からエネルギーを取り入れています。彼らは地・水・火・

風・空という五元素から窒素、水素、酸素を合成するそうです」と言い

ました。父が、「スワミ、スワミはこれらの五元素からエネルギーを引

き出されるのですか？」とお尋ねすると、すぐに、「五元素が私からエ

ネルギーを引き出すのだ」という答えが返って来ました。スワミはすべ

てをコントロールされる方であり、五元素のすべての源でいらっしゃる

のです。私たちがアヴァターに近づいて、スワミを見（ダルシャン）、

スワミに触れ（スパルシャン）、スワミの甘露のような言葉を聞くこと

（サンバシャン）ができたのは、本当に恵まれた、実に幸運なことです。   

私が世界中を旅する間にお会いした帰依者たちの中に、彼らの持つス

ワミへの愛に私が深く感動した方々がいます。今年（二〇一三年）の五

月に、私はロシアにいましたが、そこで一人の帰依者が、奉仕活動の最

中に起きた話を聞かせてくれました。一人の八十代のお婆さんが奉仕を

受けているときに、スワミのお写真を見ました。彼女はそれまで、スワ

ミのことを聞いたことも、スワミのお写真を見たこともありませんでし

た。彼女はその写真を見たとたんに泣きだして、何度も「この方は神様

だ。この方は神様だ」と繰り返していました。イエス様は、「私を見て

私を信じた者は恵まれている。しかし、さらに恵まれているのは、私を

見たこともないのに私を信じた者たちである」と言いました。彼女は恵

まれた魂なのです。  

今年の九月、私は、クロアチアにいたときに一人の素晴らしい帰依者

に会いました。彼女は正統派のカトリック教のクリスチャンで、学校の

先生をしています。彼女はスワミのことを聞いて、プラシャーンティ  ニ

ラヤムを訪れたいと思いましたが、このことは誰にも言わないようにし

ていました。キリスト教の学校での仕事を失うかもしれないと思ってい

たからです。また彼女は、自分の家族は正統派のキリスト教徒であった

ために、彼らがどのような反応をするかもわかりませんでした。彼女は

自分のお爺さんと非常に近しかったので、お爺さんに「私はインドに行
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きます」と言いました。彼女は、お爺さんががっかりするといけないの

で、スワミに会いに行くことは言うまいと思っていました。驚いたこと

に、そのお爺さんは、「もしインドに行くのなら、サティヤ  サイ  ババ

の所に行って会うといい。彼は現代のキリストだ」と言ったのです。彼

女は、インドに行ったことも、スワミに会ったこともないお爺さんがそ

のように言うのを聞いて、驚き、歓びました。これは、スワミの栄光と

その素晴らしさが世界中の人々の心に触れているもうひとつの例です。

この女性帰依者がプラシャーンティ  ニラヤムに来てダルシャンを受け

たとき、彼女は前から十番目くらいの列に座っていました。彼女は離れ

たところからスワミを見ましたが、すぐに、スワミこそはキリストの再

来である、スワミこそは至高の主なる神であると感じました。その体験

で彼女は歓びの涙を流し、二時間もの間、涙が止まりませんでした。彼

女は、生まれて初めて、あれほど至福に満ちた体験をすることができた

と言い、再びあのような体験ができるのであれば、どんなことでもする

と言いました。このように、スワミは世界の隅々に至るまで、人々のハ

ートに触れていらっしゃるのです。   

このような純粋な神の愛を体験した私たちには、どのような義務があ

るのでしょうか？  私たちはどうすれば、スワミへの感謝を表すことがで

きるのでしょうか？  スワミは、「人間から感謝を取れば動物に等しい」

とおっしゃいます。ですから、バガヴァンへの感謝を表現することは、

私たちにとって、避けることのできない義務なのです。  

イスラム教には、五つの務めがあります。最初の務めはアッラーを至

高の創造主であり神であると見なすことです。二番目の務めは、一日に

五回祈ることです。三番目の務めは、ラマダーンの期間中に断食をする

ことです。四番目の務めは、収入の一部を慈善行為のために捧げること

です。そして最後に、五番目の務めはメッカに聖地巡礼の旅をすること

です。同様に、私はサイの帰依者の務めを、皆で共有したいと思います。  

第一の務めは、バガヴァン  シュリ  サティヤ  サイ  ババ様が私たちの

グルであり、神であり、救い主であることをいつも覚えておくことです。

スワミがお教えになった最初のバジャン「マーナサ  バジャレー  グル  チ

ャラナム  ドゥスタラ  バヴァ  サーガラ  タラナム」の中で、スワミは、
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もし私たちがスワミの蓮華の御足につかまっているならば、スワミが私

たちを連れて輪廻の海を渡らせると約束してくださいました。私たちは、

私たちの命が救われるように、サイの帰依者として、自分たちが最後の

息を引き取るまで、揺るぎない信仰を持ってスワミの御足にしがみつい

ていなければなりません。残念なことに、今日、一部の人々は世界のさ

まざまな場所にいるさまざまなグルの所へ行くようになっています。こ

うしたことが、オランダやネパールやインドやオーストラリアで起きて

います。スワミは、グルには、バダグルとボーダグルという、二種類の

グルがいるとおっしゃいます。バダグルは、皆さんに苦痛を与えます。

彼らは真のグルではありません。彼らは盲人の手を引く盲人のような存

在です。彼らは皆さんに光を与えるというより、むしろ苦痛を与えます。

スワミは、「彼らは耳元でマントラを唱えて、お金を集める」とおっし

ゃいます。たくさんのお金と引き換えに悟りを約束するグルの所に行っ

たり、超越瞑想のコースに行ったりすることが流行っています。プラシ

ャーンティ  ニラヤムには、賽
さい

銭箱がありません。スワミは、「貪欲さの

あるところに神は現れない」とおっしゃいます。   

ボーダグルは、解脱の道を示す本当の師です。私たちは幸運なことに、

グルの中のグル、パラマグル（至高のグル）、ディヴィヤグル（神その

ものであるグル）、ジャガドグル（世界の師）でいらっしゃるバガヴァ

ン  シュリ  サティヤ  サイ  ババ様とのご縁をいただきました。スワミは

師の中の師であり、神そのものである師であり、普遍的な師です。私た

ちは、揺らぐことなく、スワミの御足につかまっていなければなりませ

ん。   

二番目の務めは、絶対にスワミのメッセージを守り、スワミの御教え

を実践することです。神の無限の慈悲と愛によって、スワミは一五〇〇

回以上も御講話をしてくださいました。またスワミご自身が、プレーマ  

ヴァーヒニーから始まって、『ギーター  ヴァーヒニー』、『バーガヴァ

タ  ヴァーヒニー』、『ラーマカタ  ラーサ  ヴァーヒニー』、『グニャー

ナ  ヴァーヒニー』、『ダルマ  ヴァーヒニー』、『プラシャーンティ  ヴ

ァーヒニー』、『サティヤ  サイ  ヴァーヒニー』等々と続く、ヴァーヒ

ニー  シリーズをお書きになりました。これらの書物には、英知の真珠が
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含まれています。過去において、神の化身が、人類のためにこうして本

を書かれたことは一度もありません。ですから、これらの御教えを勉強

して、それを黙想し、そして最も重要なことですが、それを私たちの日々

の生活の中で実践に移すことは、私たちの務めです。バガヴァッド  ギー

ターは、すべてのウパニシャッド哲学の真髄であると言われています。

スワミの御教えは、世界のすべての宗教のすべての経典の真髄です。ス

ワミのひとつひとつの言葉がマントラであり、スワミのひとつひとつの

文章は経文、もしくは金言であり、スワミの会話のひとつひとつはギー

ターです。そして、スワミのひとつひとつの御講話はヴェーダです。で

すから私たちは、自らを高めるために、スワミの御教えを深く掘り下げ

る必要があります。スワミがおっしゃったひとつひとつの言葉は、たと

えそれが不用意なものに聞こえたとしても、そこには聖なるメッセージ

が込められています。ここで、スワミの伝記をお書きになったカストゥ

ーリ教授からお聞きした逸話をご紹介したいと思います。あるとき一人

の遊行僧がいて、真理を求めて多くの聖地を訪れていました。彼はスワ

ミに会うためにプラシャーンティ  ニラヤムに来て、スワミがインタビュ

ーに呼んでくださることを期待していました。スワミは二週間にわたっ

て彼を無視なさいました。二週間経つと、この男はいら立ちを覚えるよ

うになり、ダルシャンの最中に、スワミの注意を引くため立ち上がろう

としました。スワミは、ただ一言「クッチョ（ Kurcho：座りなさい）」

とおっしゃいました。その後、この僧はカストゥーリ氏に「私は今日出

発します」と告げました。カストゥーリ教授が、「どうしたんですか？  ガ

ッカリしたのですか？」と尋ねると、その男は、「いいえ、そうではあ

りません。スワミは私に『クッチョ』というマントラを授けてくださっ

たのです。それはつまり、『一カ所に座って黙想しなさい。あちこちさ

迷い歩いてはいけません』という意味です」と答えました。スワミから

のクッチョという一言が、彼にとって深遠なメッセージとなったのです。

霊的な求道者として、私たちはスワミの御講話や御著書の中で与えられ

ている御教えを学び、それを実践に移す必要があります。   

三つ目の務めは、聖地巡礼に行くことです。イスラム教徒はメッカに

行きます。私たちの聖地（プンニャブーミ）はプッタパルティです。こ

のプッタパルティという聖地に来ることによって、私たちのプララーブ
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ダ  カルマ（過去に犯した罪）はすべて洗い流されます。（ Parthipavana 

punyabhumi gamanam prarabdha karma kshayam.）     

プッタパルティは主なる神が誕生の地として選ばれた地です。ここは、

スワミが私たちの間を歩き、私たちを祝福し、私たちと言葉を交わし、

私たちに冗談を言い、私たちと共に歌ってくださった場所です。これは

多くの聖地の中で最も神聖な土地です。ある日の御講話の中で、スワミ

は「この場所はシルディやティルパティのようになります」とおっしゃ

いました。この聖地にある小石のひとつひとつ、ほこりの一粒一粒、茂

みや木々の一本一本に至るまで、スワミの愛と祝福に満たされています。  

二十五年ほど前は、ムンバイからプッタパルティまで、飛行機の定期

便が飛んでいました。私たちが飛行機から降りる際に、デンマークから

来た一人の帰依者が、地面にひれ伏してそのまま地面の上を転がり、「ハ

レルヤ！  私は聖地にやって来た！」と叫んでいました。私はこの聖地に

対するその人の愛とあこがれに触れて、感動の涙を抑えることができま

せんでした。私たちは、いつもこのプッタパルティという聖地に強いつ

ながりを保っているべきです。人々は、「神は遍在ではないのですか？」

というかもしれません。確かに神は遍在です。神はロサンジェルスにも、

ニューヨークにも、サンクトペテルブルグにも、どこにでもいらっしゃ

います。神は至る所に存在しています。しかし、エルサレムやメッカや

グルドワーラー（シク教寺院…訳注）やボーダガヤ（ブッダガヤ…訳注）

のような特別な聖地には、特別に神聖な波動が満ちています。シュリ  ラ

ーマクリシュナ  パラマハムサは、よく、「水は地下の至る所にある。砂

漠でさえ、深く掘れば水を得ることができる。しかし、水がすぐ手に入

る川床や海岸に行くと、水を求めて深く掘る必要はない」と言っていま

した。同様に、アヴァター（神の化身）が私たちの間をお歩きになった

プッタパルティのような聖地では、容易に神に同調できるのです。   

四番目の務めは、聖なる遺産を守ることです。スワミは多くの機関を

設立されました。スワミは、私たちがヴィッディヤラヤ、すなわち学習

の神殿と呼んでいる教育機関を設立されました。そこではスワミが、幼

稚園から大学院に至るまで、まったく無料で、教育を提供なさっていま

す。こうした教育機関においては、学問的な優秀さよりも、人格を育て
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ることと社会奉仕に重点が置かれています。（しかも、ここの学生たち

は、学業成績においても、毎年インド全国で群を抜いて最高に格付けさ

れる成績を修めています…訳注）神ご自身がこの大学の学長を務めてい

らっしゃいました。二〇〇六年十一月に、サティヤ  サイ国際スポーツ  セ

ンターの落成式が行われたとき、当時の大統領であったアブドゥル  カラ

ーム博士が、スピーチの中で素晴らしい発言をされました。閣下は、「世

界中の何千という大学から何百万人もの学生たちが卒業しています。し

かし、サティヤ  サイ大学を卒業する、ここにいる二、三百人の学生たち

は、最高の人格を備えた、人類を照らす灯台の光です」と語ったのです。

スワミが、「私は自分の時間の四分の三を学生たちと共に過ごします」

とおっしゃっていたのはそのためです。学生たちは、聖火ランナーたち

であり、人類の未来でもあるのです。彼らはスワミのメッセージを運ん

でいます。世界中に、このスワミの原則を基盤とした、さまざまな教育

機関や、人格形成教育プログラムや、サティヤ  サイ霊性教育プログラム

があります。インドの国外にも、世界三十八か国に、二十八の教育協会

と四十のサイ  スクールがあります。カナダのサティヤ  サイ  スクールは、

オンタリオ州にある公立市立を合わせた二千七百校の小学校の中で、最

上位の格付けを受けました。（最上位の格付けをされた小学校は六校で、

その中にサティヤ  サイ  スクールも含まれています…訳注）  

スワミは、癒しの神殿である医療機関を設立されました。二〇一三年

十一月二十一日に、このサイ  クルワント  ホールで、スワミの病院に関

する素晴らしいプレゼンテーションが行われました。スワミの病院では、

1一次診療から三次医療に至る総合的なヘルスケアと、予防医学のすべて

が完全に無料で施されており、何よりも重要なことに、こうしたヘルス

ケアが愛と慈悲の心で届けられている点です。二〇〇一年一月十九日に

ホワイトフィールドの特別専門病院の落成式が行われました。当時の首

相であったアタル  ヴァージペーイー閣下は、落成記念演説の中で、「私

はこれまでたくさんの病院を見てきましたが、この病院は、医療（ダヴ

ァ）と神の祝福（ドゥヴァ）の両方を得ることができる神殿です」と語

                                                   
1  一次診療はかかりつけ医による外来診療、二次診療は入院・手術を含め

た総合病院による診療、三次診療は重篤な患者に対して行われる専門病院

による高次医療。  
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りました。スワミの子供たちとして、インドと海外を問わず、私たちの

才能や、時間やエネルギーや、その他の資源を捧げることによって、ス

ワミの機関を支援することは私たちの責任です。これらは、スワミがお

考えになった機関であり、スワミご自身が礎石を置き、スワミが落成式

を執り行い、訪問し、管理なさった機関なのです。これは私たちが、私

たちの親である神様から受け継いだ神の遺産です。   

スワミは、ＳＳＯに、ご自身の「サティヤ  サイ」という聖なる御名を

与えてくださいました。スワミの聖なるミッション（使命）の一端を担

って、ＳＳＯの中で働くことは、スワミの恩寵に他なりません。米国の

帰依者であったチャールス  ペン氏は「スワミが選んだ人々だけがスワミ

に仕えることができるのであって、スワミは自分の帰依者たちが、スワ

ミの仕事をしてスワミの愛の道具となることができるように、いくつも

の転生を通じて、彼らの準備を整えてきたのです」というメッセージを

スワミから受け取りました。しかし、私たちは、エゴが入り込んだ瞬間

に、スワミの仕事が止まってしまうことを知っていなければなりません。

私たちは、いつも注意していなければいけません（人生のＡＢＣ… Always 

Be Careful）。一九六七年四月に行われたインドの第一回ＳＳＯ全国大

会における歴史的な御講話と、一九六八年の第一回ＳＳＯ世界大会の御

講話の中で、スワミはＳＳＯの目的は「ＳＳＯの目的は、私たちに自分

本来の神の性質を気づかせ、自分たちの実体がアートマであることに気

づかせることです」と、はっきりと定義されました。ＳＳＯの第一の目

的は、私たちがそのゴールに到達することを助けることなのです。   

スワミは私たちに、愛の道であるプレーマ  ヨーガこそが、このゴール

に到達するための道であることを示されましたこれが五つ目の務めです。

スワミがお書きになった最初のヴァーヒニーはプレーマ  ヴァーヒニー

でした。その中で、スワミは、「このカリの時代にとって、最も容易な

最善の道は愛の道です。神は愛です。愛の中に生きなさい」とおっしゃ

っています。スワミはまた、「一日を愛で始めなさい。一日を愛で満た

しなさい。一日を愛で終えなさい。これが神に至る道です」とおっしゃ

っています。スワミは私たちに、どうすれば愛の中で生きることができ

るかを見せてくださいました。愛の中で生きるには、奉仕と犠牲を通じ
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て愛を行動に移さなければなりません。   

世界百二十三か国に、約二千のサイ  センターがあり、教育、医療、社

会奉仕の分野で、さまざまな奉仕活動をしています。世界中に何万人も

のサイのボランティアや帰依者たちがいて無私の奉仕に携わっています。

「スワヤムセーヴァク」という言葉は、正確に翻訳すると、「奉仕は私

たち自身のためになる」という意味です。「ボランティア」という英語

の訳語は、この「スワヤムセーヴァク」という言葉の本当の意味を反映

していません。奉仕は、サティヤ  サイのボランティアたち自身の変容を

助けるのです。   

米国テキサス州ヒューストン市の市長は、スワミのマハーサマーディ

の日である四月二十四日を、「普遍的な愛と一体性の日」に制定しまし

た。社会奉仕の省庁が、ハイチのＳＳＯが二〇一〇年の大地震以降、恵

まれない子供たちに対して無私の奉仕を行ってきたことを表彰しました。

彼らは、二〇一〇年の大地震以降にハイチで奉仕活動を行った団体の中

で、ＳＳＯは最も素晴らしい五つの団体のひとつであると宣言したので

す。   

ここで、ハイチで起きたひとつの奇跡を皆さんにお話ししたいと思い

ます。今から半年前に、ハイチの首都であるポルトープランス市の市長

が、恵まれない人々に食事と水を配給している私たちの奉仕センターを

訪れました。市長は、そこで行われている奉仕活動に心を打たれ、その

奉仕センターの家賃として、自分のお金の中から毎月約十万円を出しま

しょう、と申し出ました。そのとき、奉仕センターで働いていたボラン

ティアたちが、市長への特別のリクエストとして、奉仕センターへの道

路の補修をお願いしました。道路のコンディションが非常に悪かったか

らです。市長は、「いいえ。市にはそのための予算がないので、それは

できません」と答えました。ところが、この間の十一月十五日に、奉仕

センターの責任者が市長から招待されて、市役所で行われる会議に出席

することになりました。行ってみると、驚いたことに、市長が「私は道

路を修復します」と宣言しました。その帰依者は物も言えないほど驚き

ました。というのも、数か月前にその市長は、同じ要求を拒んでいたか

らです。市長は「皆さんのサティヤ  サイ  ババが昨夜私の夢に現れて、
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困っている人々に奉仕をしながら、あのひどい道を歩かれていました。

ですから、今の私の務めは、道路を修復することなのです」と説明して

くれました。その翌日、市長が現地にトラクターを送り、道路工事が始

まりました。市長は、スワミの写真とヴィブーティをくださいと言いま

した。このエピソードは、スワミの遍在と、スワミが人々のハートに触

れて、彼らの人生を変容させていらっしゃることを示しています。   

もうひとつの奇跡が、つい二日前の十一月二十三日に、ハイチの帰依

者たちがスワミの降誕祭をお祝いしているときに起きました。降誕祭の

祝賀プログラムの一環として、私たちのセンターは世界中で奉仕活動を

しています。ハイチの帰依者たちは困窮している人々に食事を与えたい

と考えて、八十八個の食事の包みを準備しました。驚いたことに、三百

人以上の人々が集まりましたが、センターには十分な食物がありません

でした。彼らは夜通しガーヤトリー  マントラと、サイ  ガーヤトリー  マ

ントラを、それぞれ千八回ずつ唱え、朝になると、八十八人でも三百人

でもなく、五百人の方々に食事を提供しました。このプロジェクトのコ

ーディネーターであるシャーンティ氏は、奉仕を終えて帰宅し、眠りに

就きました。彼が朝起きてプージャーをするために祭壇の所へ行くと、

スワミの御写真にヴィブーティが積もっていました。これもまた、スワ

ミの恩寵と祝福が世界中に注がれていることを示しています。「私たち

は神の栄光を理解することはできず、それを言葉で表現することはでき

ない（ Tere mahima likhe na jaye, tere mahima kahi na jaye）」とい

う美しい歌があります。   

スワミは「愛は犠牲を要求する」とおっしゃいます。皆さん方の中に

は、自分の両眼をシヴァ神のために犠牲にしたカンナッパ  ナヤナールの

物語を聞いたことがある人がいるかもしれません。カンナッパは、教育

を受けたこともない部族出身の人物であったにもかかわらず、その犠牲

のために、最も偉大なナヤナールの聖者の一人となったのです。彼は、

ヴェーダも聖典も知りませんでしたが、神への純粋な愛を持っていまし

た。私は、米国オハイオ州にいたアフリカ系アメリカ人、故ジェームス  ジ

ョンソン氏に関する、それとよく似た話を皆さんに紹介することができ

ます。彼は、衣・食・住をまかなえるだけのわずかな収入で暮らしてい
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て、車さえ持っていませんでした。一九九一年十一月二十二日にスワミ

がプッタパルティのサティヤ  サイ  特別専門病院の落成式を執り行われ

ました。その際、多額の寄付をした多くの後援者たちの名前が発表され

ました。その名前のひとつは十万ドル（約一千万円）を寄付したジェー

ムス  ジョンソン氏のものでした。その場にいた米国オハイオ州からの帰

依者たちは驚いて、わずかな収入で暮らしていたジョンソン氏がそれほ

ど大きな額を寄付したことを信じることができませんでした。オハイオ

州から来た帰依者たちは、米国に帰って、「私たちはあなたがスワミの

病院のプロジェクトに十万ドルを寄付したと聞きましたが、それは本当

ですか？」と尋ねました。彼は自分の寄付のことは誰にも知られたくあ

りませんでした。恥ずかしくて、無名のままでいたかったのです。帰依

者たちは、「いえいえ、スワミは他の人々にあなたの慈善行為によって、

インスピレーションを得て欲しいと望まれたのです」と言いました。こ

れは、謙虚な心で行われた奉仕の例です。イエス様が「汝の右手がする

ことを左手に知らせるな」とおっしゃったことに通じます。スワミはよ

く、「人々は寺院の天井に扇風機を寄付して、その羽の一枚一枚に、自

分の名前を書いてもらいたいと願う」と冗談をおっしゃっていました。

しかしここに、真の犠牲の見本となる男性がいます。彼は、まったくお

金を持っていませんでした。そして十万ドルを寄付したのです。彼はど

うやってこれだけのお金を手に入れることができたのでしょうか？  彼

は末期癌で余命わずかというお姉さんのお世話をしていました。お姉さ

んには子供がいませんでした。そのため、彼女は亡くなるときの遺言で、

自分の財産であった十万ドルをジェームス  ジョンソンに譲ったのです。

ちょうどそのころ、ジョンソン氏はスワミが病院を建てようとなさって

いることを聞いたのです。彼は、「これは自分のお金ではない。スワミ

のお金だ。スワミが私にこれをくださったのだ。これはスワミのところ

に戻るべきお金だ」と感じました。これこそが真の犠牲です。私たちの

ほとんどは、「よし、半分を神様に上げよう。そして、半分は自分が持

っておくことができる」と考えます。しかしこの人は、全額を神に捧げ

たのです。それが本当の愛です。それが生きた愛であり、犠牲を伴う愛

なのです。   

要約しますと、五つの務めは、次の通りです。   
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①  私たちは、バガヴァン  シュリ  サティヤ  サイ  ババ様が、私た

ちのグルであり、神であり、救い主であることを覚えておくべきで

す。   

②  私たちはスワミの御教えを学び、記憶し、黙想し、実践すべきです。  

③  私たちは聖地巡礼の旅をして、聖地（プンニャブーミ）であるプッ

タパルティを訪れるべきです。  

④  私たちは、スワミの教育機関、医療機関、社会奉仕プロジェクト、

ＳＳＯといった、神の遺産である活動に参加すべきです。  

⑤  最も大切なことですが、私たちは愛の道であるプレーマ  ヨーガを実

践すべきです。  

もし私たちがこれらの務めを果たすならば、私たちの人生は神聖化され

ることでしょう。私たちは、愛の化身バガヴァン  シュリ  サティヤ  サイ  

ババ様の混じり気のない純粋な神の愛を体験してきました。スワミは愛

の化身であり、二本の足で歩く愛そのものです。今回の人生の中で、人

生の最高善に到達すること、すなわち私たち自身の神性を悟りそれを生

きることを、皆で決意しようではありませんか。   

今でなければ、いつやれるでしょうか？  私たちでなければ、誰がそれ

をできるでしょうか？   

ジェイ  サイ  ラム  

愛と敬意を込めて  

プラシャーンティ評議会会長  

ナレーンドラナート  レッディー医学博士  


