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バクティ・マルガ  
友の会 
ニューズレター  2020年7月 
 

日中、意識して神の御名を唱えるように練習すると、それはアジャパ・

マントラになり、 睡眠中でさえ、絶えず唱え続けるようになるでしょ

う。 

 
パラマハンサ・ヴィシュワナンダ 
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はじめに 

 

バクティ・マルガ友の会のみなさまへ 

 

3 月初旬に前回のニューズレターをお送りしてから、世界情勢やバクティ・マルガセンター

での状況がいろいろ変化しました。2020 年 3 月 12 日には、シュリー・ピータ・ニラヤへ

の来訪者をすべてお断りしなければならなくなりました。ドイツ連邦 およびハッセン州か
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ら毎日法的な規定が追加されて、それに従いました。テンプルでの礼拝もレジデンスの人で

さえ参加できなかったのは、宗教的な集会が認められなかったからです。プジャリだけがい

つも通りの朝のグル・プ―ジャと祭壇の神像に捧げるプ―ジャを行いました。私たちは礼拝

に気持ちを合わせ、各自の部屋でグルジや自分の祭壇の神像と共にプ―ジャを行いました。 

 

私たちは、たびたび皆さんのことを思いました！本当に皆さんにお会いできず残念に思い、

皆さんのことをお祈りしました！ 

 

5 月の初めから、徐々に規制が緩み始めました。急に決まることの多い最新のルールについ

ての情報は、バクティ・マルガのウェブサイト www.bhaktimarga.org をご覧ください。最

新のイベント情報も、そちらでご確認ください。 

 

このパンデミックの特殊な状況について、スワミニ・ヴィシュワカルナーナンダマーが、イ

ンターナショナル BM ニューズレターの 2020年 5 月号の中で、的確に説明されています。

その要点をご紹介します。 

 

「あらゆるレベルで、この激変、大変動の時代に生きるのは、グルジからの素晴らし

い祝福ととらえることができます。帰依者と母なる地球への深い愛の体験を与えて下

さっています。 

「バクティ・マルガでは、今回、際立った体験が二つあります。それは孤立と連結で

す。一見しただけでは、それらは両極のように見えますが、霊性の道においてはその

二つの間に深い関係が隠れています。 

 

「時折、孤独感が増すのを体験することがありますが、遍在する神を体験する究極の

ゴールにつながっています。私たちの存在の内側にある神を悟ることによって、すべ

ての人類、地球上のすべての神の創造物と繋がります。 

「個人単位や家族単位で孤立している期間に、内側に入る「時間」を持てることが、

いかに大きな祝福なのかを、グルジは強調されました。外的な活動上の制約から立ち

上がって、どんどん深い平安を体験することです。 

「私たちがなぜここにいるのか、私たちの目的は何なのかを、私たちがよく考えるた

めに、時間と言うものが提供されてきました。グルジとの関係を映し出し、深める時

間が与えられました。 

「私たちの孤立によって、外的な活動を制約された結果、母なる地球が深く癒されて

います。同時に毎日グルジと母なる地球へ愛を送るお祈りをして、母なる地球とその

創造物すべてに一層深い癒しが起きています。 

 
 

http://www.bhaktimarga.org/
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毎日行われたグルジのオンライン・ジャパ・セッションと母なる地球への祈り、グルジの毎

日のサットサンガにコメントして、スワミニは次のように書かれています。 

 
 

「毎日グルジのサットサンガを聞くと、グルジの御足のもとに座っているように感じます。

孤立のおかげで、テクノロジーを使って、お互いに、オーム・チャンティング、瞑想、聖典、

あるいはプ―ジャなどの儀式といった、いろいろな方法で霊性を探求する人たちと繋がれて

います。 

神の愛に気づくことが高まっています。私たちの孤立と連結が融合するにつれて。 

バクティ・マルガの中で、私たちの意識が向上し、帰依者とグルジの愛を他の人々と分かち

合えば分かち合うほど、世界への恩恵がますます大きくなります。 

「グルジの、毎日行う母なる地球への祈りは、私たちの日常のインスピレーションとなり、

神の愛を世界規模に広げています。 

 
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo 
Bhagavad Gita, Chapter 15, verse 15'                                                (SV KarunanandaMa) 

サルヴァスィヤ チャーハム フリディ サンニヴィシュト― 

「私はすべてのもののハートにある」 

バガヴァッド・ギータ― 第 15 章 15 節  (SV カルナーナンダ・マー) 
 

1. お礼 

 

これまでは多くの方がバクティ・マルガ友の会の献金を SPN にて現金払いをしてくださっ

ていました。現状では、これができなくなりましたので、4 月の末に他の支払方法を願いす

るお手紙をお送りしました。https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

 

私たちの手紙に対し、肯定的な反応を多くいただきました。ご理解くださってどうもありが

とうございます。財政的に差し迫っており、みなさまからのご援助をお願いしたい状況で

す。ご協力いただけますと、スピリチュアルな場所として、シュリー・ピータ・ニラヤがす

べての国の人々を迎えられるようになります。 

 

SPN は私たちのサットグルである、パラマハンサ・ヴィシュワナンダの居住地であり、バ

クティ・マルガ国際センターの拠点です。世界中から集まる人々が、神とのつながりや献身

と愛と奉仕の道をここで深めています。信仰と信頼を強めて、帰国し、グルジの使命を広め

ます。このように、愛というグルジのメッセージが世界中に運ばれ、人生を変え、母なる地

球に感謝するよう、多くの人々の心を動かすことができます。 

  
 

バクティ・マルガを代表して、皆様の定期的な財政支援に感謝いたします。みなさまのおか

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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げで、シュリー・ピータ・ニラヤとその周辺環境を、生まれ故郷のように感じられる、霊性

の快適な場にすることができます。 

 
 

2. SPN における朝の礼拝時間中のマハー・ラクシュミー・ヤグナ 

 

ブータブルテーシュワラナート寺院の落慶式以来、マハー・ラクシュミーへのヤグナが大

きな礼拝室の正面のヤグナ室で毎日行われており、朝の礼拝時間の間に行われます。 

 

この火の祭礼はとても力強いもので、浄化の作用があります。また、実際にここに参加して

いなくても、名前を呼ばれ、特定のお祈りを通じてヤグナに組み込まれた人にも、その作用

が及びます。旅行が制限されたこの時期にバクティ・マルガ友の会に新たに入会された皆さ

んのためにも、特典として、ヤグナを行う予定です。 

 

3. 2020 年 7 月～10 月の予告 

あいにく、法的制限により、現状では、グルジがおいでになるイベント予定の正確な情報を

お伝えすることができません。ウェブサイト、www.bhaktimarga.org  にアクセスしていた

だき、情報を確認してくださるようお願いいたします。 

 

注意事項： 

実際に SPN にお越しいただくカントリー・ウイーク及びダルシャンは、9 月中旬まで中止

しております。ウェブサイト、テレグラム・グループ、ソーシャルメディア各経路を通じ

て、定期的に新しいオンライン・プログラムをお知らせいたします。 

現在のところでは、実際にお越しいただけるイベントは、次の日程で予定されています。 

 

クリシュナ・ジャンマシュタミー  2020 年 8月 12-13 日 

ジャスト・ラブ・フェスティバル  2020 年 9月 4-6 日 

ガヤトリー・ヤグナ        中止 

 

4. 2020 年 3 月～7 月のイベントの振り返り 

シーター・ラームとサラスワティ・デーヴィ―の安置：2 月 20 日  

ハヌマーン・ジャヤンティー：           4 月 8 日  

ナラシンハ・チャトゥルダシー：          5 月 6 日 

マハー・ラクシュミー・ヤグナ：          5 月 16-17 日 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダ・ジャヤンティ：  ６月 13-14 日 

 グル・プールニマ：                7 月 5 日 

 

http://www.bhaktimarga.org/
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ラーム・ダーバーとサラスワティーのご到着！ 

 

2020 年 2 月 20 日にラーム・ダーバーとサラスワティーがシュリー・ピータ・ニラヤのア

シュラムに到着しました。 

 

2020 年 2 月 20 日ブータブルテーシュワルナート寺院では、本堂に新たな神像をお迎えし、

一日かけて、御安置の儀式を執り行いました。ラーム・ダーバーと総称して知られる、シュ

リー・クリパニデー・ラーマチャンドラ・バガヴァ―ン、シーター・デーヴィ―、ラクシュ

マン、ハヌマンジの神像そして、サラスワティー・デーヴィ―です。 

 

神像の紹介 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダがこのご神像に愛あふれるご説明をくださいました。 

 

ジェイ・グルデーヴ！こちらは慈悲の神、クリパニデー・シュリー・ラーマチャンドラ・バ

ガヴァ―ンです。 

 

手に弓を持ち、右手で祝福を与

えて下さっています。 すべて

を含むという意味で肌の色が黒

いのです。目は慈愛に溢れてい

ます。  

 

左横が彼の妻、シーター女神、

そして右がラクシュマンです。

下にはハヌマーンジ、愛する主

なる神さまを見ている姿がとて

も美しいです。それからネパー

ルから来た、サリグラムのラーム・ダーバーがいらっしゃいます。 

このサリグラムではラーマとシーターが玉座に座られてい

ます。ラーマの御足のもとにハヌマーン。ナーラダ、ナー

ラド・リシ、ブラーマ、ガネーシャ ジ、シャンカール・

バガヴァーン、二人の弟のバーラトと シャトルグナ、そ

れからラクシュマナ、ヴァールミーキもそこにいます。前

にはラーマ神の蓮、シーターの前に彼女の蓮があります。  

神様と帰依者の関係は素晴らしいもので

す。よく人々は争いをしますが、この関

係を理解すると、主シヴァがシュリーマ

ン・ナーラーヤナのことを「プラブー

（主）とよび、また、シュリーマン・ナ
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ーラーヤナが主シヴァのことを「プラブー（主）」と呼んで、お互いにお辞儀をしあうのが

理解できるでしょう。彼らの関係には境界がありません。バガヴァーンが主クリシュナの姿

で転生なさった時にそれを見ることができます。主シャンカールはカイラーシュ山にじっと

座っていられませんでした。彼は「ここにただ座って待ちます」とは言えませんでした。

「最高神が地上に転生されるのはとても珍しいことなの で、彼のダルシャンを受けに伺わ

なければ」とおっしゃいました。 

ラーマとして化身された時には、主シヴァはいつもラーマの隣にいるために、ハヌマーンの

姿で現れます。そこにいるために、その様相をおとりになりました 

 

こちらはシュリマティー・サラスワティー女神です。 

彼女はとても慈悲深いお方です。純

粋さを見て取ることができます。ヴ

ィーナという弦楽器を抱えています。

聖典を持つ手もあり、 マーラーを持

つ手もあります。蓮の上にお座りに

なっていて、乗り物は白鳥です。白

鳥はすべてを知っている知性の純粋

性を象徴しています。ですから、彼

女の祝福を通して、彼女が手にして

いる知識を通して、あなたの無知が

取り除かれます  

その音はあなたを上昇させる宇宙の響きです。霊性の道を進むと、すべてが一つになるオー

ムという宇宙音が聞こえるようになるでしょう。すべてとは、クリシュナがギーターの中で

「ヨーギーが知覚するものは、私しかない」と言われているようなことです。オームの音を

通してのみ、人は上昇し、神の遍在を知覚することができるのです。ジャパで神の御名を唱

えることを通してのみ、それができるようになるのです。 

マインドは神の御名に取って代わられるときに、クリアになります。そうしなければ、人は

いつもマインドの奴隷で、決して自由になることはないでしょう。 

ですからわたしたちはサラスワティー女神に、マインドを浄化してくださるようお願いしま

す。サラスワティー女神に、物事を正しく理解できる智慧を授けてくださるようお願いして

ください。なぜなら、あなた方はたくさん書物を読みたがり、たくさんのことを聞きたがる

のに、理解が伴わないからです。ですから、ぜひ女神さまにお願いしてください。その願い

を叶えてくださる方なのですから。 
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2020 年 3 月～4 月初旬 ヴリンダーヴァンよりサイレント・ジャパとサットサンガの生配信 

この素晴らしいバクティ・マルガ・コ

ミュニティで、毎日共に神の御名を唱

える実修をする許可がでるのに、そん

なに長くはかかりませんでした。パラ

マハンサ・ヴィシュワナンダが声を出

さずに行うジャパのセッションを毎日

してくださり、それがヴリンダーヴァ

ンより世界中のバクティ・マルガへ生

配信されました。それは、距離をとる

という新しい規則を守ること、わたしたちの運動をもっと意識すること、より意識的に神と共

に時間を過ごすことなど、ただの日課になっている日常の過ごし方を見直すのに役立ちました。 

 

'「神を呼んでください。オーム・ナモー・ナーラーヤナーヤを体のすべての細胞を通して

響かせてください。神が唯一の現実なのですから」 

 

グルとの毎日の生配信によるジャパ・セッションとサッ

トサングを通して、わたしたちは与えるということが、

どんなに満たされることなのかということも体験できま

した。特に感動的だったのは、ジャパの時間を割いて行

った母なる地球への瞑想でした。この瞑想を、自然、場

所、家族、コロナと闘ってくれている医療従事者、わた

したちに感謝することのない人たちにさえ送りました。

それはとても充実したものでした。 

グルジはその大きな愛で、彼と頻繁にオンラインで繋がるようご招待してくださっています。 

https://paramahamsavishwananda.com/ 
 

Japa & Satsang Live with the Master ジャパ＆サットサンガ生配信  マスターとともに 

Live Japa, chanting the Divine Name:  

ジャパ生配信 神の御名を唱える：毎週火＆木曜 ヨーロッパ中央時間 16:00 (日本時間

23：00) 

His Facebook page 

Facebook にて 

 
Live Satsang, spiritual questions and answers:  

生配信によるサットサンガ 霊的な質疑応答：毎週火＆木曜 ヨーロッパ中央時間 17:00 

(日本時間 24：00) 

https://paramahamsavishwananda.com/
https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/
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地球瞑想−グルジによる誘導瞑想の写真−先に記載した

瞑想で母なる地球に愛を送ります。 

わたしたちは新しい状況下で日々の日課を調整してき

ましたが、祈りなき時間はわたしたちの多くにとって

気の休まるものではありませんでした。そのようなと

きに、ヴリンダーヴァンから、その後は SPN からの生

配信は大きな助けになりました。わたしたちは距離に

関係なく、みんなと繋がっているということがわかり

ました。グルジが 4 月上旬にドイツに戻られるという

ニュースを聞いたとき、喜びの涙を流しました。グル

ジのお帰りになった当日にも彼のサットサンガがあり、

SPN アシュラムから生配信されました。 

 

静かに行われた 2020 年 4 月 8 日のハヌマーン・ジャヤンティ（誕生祭） 

2020 年 4 月 8 日午前 5時に、シュリー・ピータ・ニ

ラヤにて 2 人のプジャリによって、ハヌマーンへの

アビシェーカムの儀式が執り行われました。録音さ

れた 11 のハヌマーン・チャリサ（叙事詩）が流され

ました。わたしたちは早朝に起きて、サリーに身を

包み屋外での儀式に参加するのに慣れていたので、

その朝は奇妙な雰囲気でした。パラマハンサ・ヴィ

シュワナンダはインドからの帰国後も、自発的に交

流を遮断するという規則を遵守されました。わたし

たちは 7 時から個別にハヌマーンのダルシャンに参加することを許されました。 

サットサンガのときに、ハヌマーンジの物語と、グルジがインドに初めていらしたときに、

ハヌマーンが彼の前にお姿を現されたいきさつを再度お話しくださいました。 

何人かの帰依者とともに、ワゴン車でマイソールに向かっている途中、突然どこからともな

く、白い巨大な猿（ハヌマーンジ）が現れ、真っ暗な道路の真ん中に立ちはだかったのです。

運転手はその大きな姿をよけて、道路脇に車を止めました。しかしその時にはすでに姿があ

りませんでした。眠っていた同乗者も、この出来事で目を覚ましていました。ハヌマーンは

この瞬間だけに現れたのでした。 

グルジは子供の時にみた夢を思いだしました。彼は光に満ちた通りを歩いていて、その通り

の脇には彼を捕まえようとしている悪魔たちの手があるのでした。そのときハヌマーンが彼

のま後ろにいてくださいました。そして悪魔たちをやってつけて、「あなたはそのままどん

どん行きなさい」とグルジに言われたのです。 
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またグルジはその日、108 のハヌマーン・チャリサを唱えた人たちがいたこともお話くださ

いました。40 節からなるハヌマーン・チャリサはハヌマーンの謙虚さと栄光、彼の力、強

さと帰依心を表しています。彼のもとに来る人をいつでも助ける用意があり、激励し、とり

わけつらい時期には、味方になって助けてくださるのです。 

ハヌマーンは、猿として転生し、誰でも神のもとへ行くことができるという事実を証明して

くださっています。 風神の息子として、彼はプラーナヤーマを司っています。 

またハヌマーンは、深い帰依心(バクティ)を通して高い意識レベルに到達することができる、

人間の霊性を象徴しています。 

ハヌマーンは自身を極小化させたり、巨大化させたりすることができました。バクタ、神を

崇める者は、とても謙虚になれるのです。しかし彼はまた責任を負うことも厭いません。神

に奉仕するとき、成長し自分自身を越えます。信念は山をも動かし、そしてとても謙虚にな

れるのです。しかし彼はいつでも責任を負う用意があります。神への奉仕を通して、成長し

自分自身を越えます。(出典: インターネット) 

2020 年 5 月 6 日 ナラシンハ・チャトゥルダシ  

パラマハンサ・ヴィシュワナンダ:「これはロックダウン後、最初のイベントです！」 

わたしたちはシュリー・ピータ・ニラヤから生配信されたこのイベントに、50 人限定で参

加者を会場にお迎えしました。 

Merciful Protector   慈悲深い守護者                          

ナラシンハ・チャトゥルダシは、帰依者の最も慈悲深

い守護者である主ナラシンガデーヴが顕現された日で

す。彼は恐ろしく見えますが、実際は彼に身を委ねた

者に対しては、最も優しい御方なのです。ナラシンガ

デーヴはバランスを回復させ、すべての闇を取り除き、

否定的なマインドを洗い清めて、純粋にします。世の

中には彼のエネルギー、恩寵、力が必要なのです。 

「主はわたしたちの中の怒り、プライド、エゴを滅す

るために、彼のより力強いお姿、このウグラの恐ろし

いお姿で現れ、それらを超えた存在であることをお示

しになるのです」パラマハンサ・ヴィシュワナンダ 

「ナラシンガデーヴが柱から出てくることができるのであれば、あなたのハートはその石よ

り柔らかいのですから、あなたのハートからも難なく現れることができるでしょう」 

(ナラシンハ・チャトゥルダシ後のグルジのお話より) 



10 
 

2020 年 5 月 16-17 日 マハー・ラクシュミー・ヤグナ 

嬉しいことに、シュリー・ピー

タ・ニラヤでは、センターの二

か月以上の閉鎖期間以来、この

とき初めて宿泊客をお迎えする

ことができました。  

宿泊客は母なる女神を崇め、

女神がしてくださることに

感謝を表すために、神聖な

火の儀式、このおめでたい

ヤグナに参加しました。 

マハー・ラクシュミー・ヤグナは礼拝と愛の行為であり、女神の偉大さと人類への奉仕をた

たえるものです。 

 

ヤグナは何千年も行われてきた古代ヴ

ェーダの火の儀式で、神聖な火の中に

お供物をさしあげます。火の儀式は感

情を浄化し、未解決の葛藤や心配事を

焼き尽くし、感情を軽くし、解き放ち、

内側の風通しを良くします。手放すこ

とに意識を集中させると、火が緊張を

解いてくれます。  

マハー・ラクシュミーは母なる女神で、

主ナーラーヤナの永遠の配偶者です。

彼女は子供たちにあらゆるものを提供

します。慈愛をもって子供たちを保護

し、心から祈るすべての者に物心共に

富を授けてくださいます。 

「霊性の道を前に進むことができるよ

うに、マハー・ラクシュミ―が肉体と

心と霊性を統合させてバランスを取っ

てくださるのです。」パラマハンサ・
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シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダ 

与えていただいたものすべて、手放すことを許されているものすべてについて、母なる女神

マハー・ラクシュミーに感謝いたします。 

2020 年 5 月現在の状況： 

6 月 13 日(土)午前 7 時 - 2020 年パラマハンサ・ヴィシュワナンダ・ジャヤンティ( 降誕祭) 

重ねてご案内いたします。私たちの愛するグルデーヴが本拠地シュリー・ピータ・ニラヤに

おいて、バクティ・マルガ・ファミリーと共にお誕生祭をいたします。 

ご存知でしたか？ 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダは 1978 年 6 月 13 日、アフリカ海岸沖の美しいモーリシ

ャス島に、神実現なさった状態でお生まれになりました。彼が特別な方だということは、ほ

とんどすぐに人々にわかりました。まだ幼いころでさえ、彼は神の御名を歌い、周囲のだれ

にでも、神を愛するよう促すことを楽しんでいました。真実、彼はいつでもバクティ・マル

ガ、帰依の道の生きたお手本なのでした。 

 

 7 月 5 日(日)午前 7 時から午後 11 時 

グルへの感謝 

グルプールニマは私たちの愛するサットグルであるパラマハンサ・ヴィシュワナンダをたた

える日です。 

 「帰依者の目的はグルの恩寵、グル・クリパを得ることです。人はグル・クリパによって

向上させられ、すべてのギフト、すべての達成、すべての富、解放でさえ手に入れるのです。 

パラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダ 

 

ご存知でしたか？ 

グルプールニマはもともと、偉大な聖人ヴェーダ・ヴィヤーサの記念のためにお祝いしてい

たものです。彼は主の神聖なる化身で、4 つのヴェーダを編纂し、18 の主なプラーナと、

マハーバーラタとシュリーマッド・バガヴァータムを書きました。主の蓮華の御足のもとに、

帰依者を見事に案内するグルをたたえる日として、設定されました。 

 

バクティ・マルガ・ファミリー友の会の皆様へ 

私たちのハートはグルジと繋がっています。彼に奉仕することが私たちすべての望みです。

神に奉仕することは、私たちすべて望みです。神に奉仕することは仲間に奉仕することでも

あります 
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皆様のサポートのおかげで、バクティ・マルガ・センター・シュリー・ピータ・ニラヤが、

世界中から来る人にとって、活気があり、親しみの持てる場になりました。 

若い人にとっても、年配の人にとっても、すべての人が神との個人的な関係を深めることが

できる霊的な場所です 

あなたが引き続きバクティ・マルガの財政支援をしてくださることに感謝いたします。 

9 月初旬のジャスト・ラブ・フェスティバルで、みなさんとお会いできることと楽しみにし

ております 

Much Love       あふれる愛をこめて   

Anjushri and Urmilaavati  アンジュシュリ＆ウルミラーヴァティ 

friends@bhaktimarga.org 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview 

https://www.justlovefestival.org/ 
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