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バクティ・マルガ 友の会 
ニューズレター  2020年3月号 

存在しているのは神だけです。神にはたくさんのお名前、お姿

があります。神は必要な時にいらしてくださるのです。 

内側に神を経験するとき、どんな場所にも神を認知できるでし

ょう。内側の深いところ、一人ひとりのハートの中におわすの

は同じナーラーヤナ神なのだということを知ってください。                                                                                             

--パラマハンサ・ヴィシュワナンダ 
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Introduction 初めに 

バクティ・マルガ友の会のみなさん、ジェイ・グルデーヴ: 

2020年 1月 1日パラマハンサ・ヴィシュワナンダ 

明けましておめでとうございます！主ナラシンガデーヴが皆様をお守りくださいま

すように。皆さんがその帰依心で至高神ご自身に近づけるよう、シュリーマティ・

ラーダラニがご自身の愛であなた方全員を祝福してくださいますように。 

大晦日の日にパラマハンサ・ヴィシュワナンダはシュリ・ブータブルテーシュワラナート寺

院いっぱいの記録的人数のゲストと共に、2020年の新年を迎えました。彼の元気づけてく

れるようなメッセージは、耳を傾けることの重要性に着目したものでした。しかし、だれに

耳を傾けるのでしょうか？ 

何かを変えたいと人々は毎年言っています。「変えなければならないのはマインドです」と

しょっちゅう言っています。バガヴァッド・ギーターの 10章 2節で、「私は、すべての感

覚のうちで、マインドなのだ」とクリシュナがおっしゃったことを私たちは忘れています。

「すべての感覚のうち、私はマインドなのだ」と彼がおっしゃったとき、マインドは彼に集

中していなければならないという意味です。マインドが彼に集中していれば、人生のすべて

が申し分ないものになるでしょう。しかし、マインドが彼からそれていたら、そこで問題が

生じます。 
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人々が何を言うかという問題ではありません。あなたが内側で何を感じるかということです。

本当にマインドを内側に向けて、本当に彼を感じるなら、バガヴァッド・ギーターがあなた

の人生そのものであり、あなたが彼に近づくことを彼が望んでおいでになることがわかりま

す。 彼はあなたが彼自身を求めることを望んでいらっしゃいます。 

あなたが誰かに恋をしているとき、彼らはあなたに近づいて来てほしいと願っていますが、

何かを期待しています。 [しかし神については]そうではありません。 実際、彼はあなたが

あなた自身の自己により近くなることを望んでいます。 あなたのアートマはそれだけを望

んでいるからです。 あなたのアートマはこの世界とは何の関係もありません。 しかし、あ

なたは彼に耳を傾けることを学ぶ必要があります。 重要なのは、あなたがいつも外側の話

を聞いてしまうということです。 あなたはいつも人々に耳を傾けます。 そのためにあなた

は進歩しないのです。 神のおっしゃることに耳を傾けることを学ばなければなりません。 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020 

 

1. クリスマスのお便りと住所変更   

バクティ・マルガ友の会のクリスマスと新年のお便りがクリスマスカードと共に、2019

年 11月中旬に、バト・シュヴァルバッハ郵便局から 44か国に送られました。これは、

バクティ・マルガ友の会に完全な住所を教えてくれたすべてのメンバーへの唯一の通信

販売です。手紙を受け取っていない場合は、friends@bhaktimarga.org宛にお知らせく

ださい。 

お問い合わせや住所、お名前、変更、会員情報の変更はすべて

friends@bhaktimarga.orgに送信してください。 Urmilaavatiウルミラーヴァティか

Anjushriアンジュシュリが喜んで対応致します。 

 

2. クリスマス・プレゼント 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダの寛大なクリスマス・プレゼントはとても感謝され、

多くの人の心を喜ばせました。2019年 1月に南インドで彼がバクティ・マルガ友の会

のためにお選びになったものです。 それはすべてのメンバーに対する感謝なのです。  

このニューズレターの最後に、4つの神像の詳細な説明があります。 

あなたの選んだ主バーラージー（主ヴィシュヌ）のムルティをまだ受け取っていない場

合は、シュリー・ピータ・ニラヤのウルミラーヴァティかアンジュシュリのいるバクテ

ィ・マルガ友の会受付デスクで入手できます。 そのためには会員証を提示してください。 

また、代理の人にプレゼントを受け取ってもらうように頼むこともできます。 そのため

https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
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には、そのかたのお名前を教えてください。そして例えば携帯電話で見られるように、

あなたの会員カードの写真をその方にお渡しください。 残念ながら、これらのプレゼン

トを郵送することはできません。 

 

3. バクティ・マルガ友の会の会員証 

シュリー・ピータ・ニラヤに来るときは、常にあなたのバクティ・マルガ友の会の会員

証を携帯してください。 バクティ・マルガ友の会から情報を取得する場合は、必ず提示

する必要があります。 

重要：バクティ・マルガ友の会のキャッシュカードは、10％の割引がプログラムされて

いるため、SPNの部屋や食事の予約には使用できません。 

バクティ・マルガ友の会会員用キャッシュカードでお支払いの場合、10％の年間割引が

自動的に差し引かれます。 これでうまくいかない場合は、バクティ・マルガ友の会のウ

ルミラーヴァティまたはアンジュシュリまでご連絡ください。 ほとんどの場合、問題は

迅速に解決できます。 

カードを紛失した場合はお知らせください。 ご希望によりカードを無効にし、紛失した

カードの残高を新しいカードに移すことができます（カードの再発行で 5ユーロ未満は

カット）。 

 

4. ホームページ 

バクティ・マルガ友の会は、次のようなテーマのウェブページを運営しています。 

- 概要 英語 

- 支払方法 15か国語 

- 申込書 英語 

- バクティ・マルガ友の会ライブストリーム(生配信) 英語 

- ニューズレターバックナンバー： 2016年から年 3回 14か国語で発行 

バクティ・マルガ友の会のホームページをどこで見つけられますか？ 

- www.bhaktimarga.orgを開いてください。 

- そのページの一番下に向かってスクロールしてください。(ショップと詳しい情

報)の下にあります。そして、バクティ・マルガ友の会をクリックしてください。 

 

http://www.bhaktimarga.org/
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5.  パラマハンサ・ヴィシュワナンダご臨席のライブストリーム(生中継)イベント 

定期的に寄付を送ってくださっているバクティ・マルガ友の会会員のために、シュリー・ピ

ータ・ニラヤの特定のイベントが、生放送されます。 これはあなたのサポートに対する感

謝のしるしです。  

イベントの約 1週間前に、イベントごとにパスワードが変更された招待状が届きます。 

（そのため、保存する必要はありません。）ユーザーはバクティ・マルガ友の会(FoBM)の

一部であるため、ユーザー名は常にご自分の名前ではなく FoBMとなっています。 

招待状は 15か国語でニューズレターとして送信されます。 また、通常のメール受信ボック

スに招待状が見つからない場合は、スパムまたは迷惑メール・フォルダーも確認してくださ

い。 

以下は、2020年にバクティ・マルガが計画している直接放送のリストです。念のため、こ

ちらの日付を、各イベントの前になったら、BMイベントカレンダーで発行された日付と比

較してください。直前に変更になることもあるからです。 

 

2020 年イベント日程と生配信スケジュール 

日付 バクティ・マルガ友の会専用、パス

ワード付き生配信 

 
 

一般向け、パスワード無し中

継動画 

21/02/2020 シヴァラートリ  

25/03/2020  
 

チャイトゥラ・ナヴァラート

リ 

26/03/2020  チャイトゥラ・ナヴァラート

リ 

 

27/03/2020  チャイトゥラ・ナヴァラート

リ 

28/03/2020  チャイトゥラ・ナヴァラート 

29/03/2020  チャイトゥラ・ナヴァラート 

 

30/03/2020 
 

チャイトゥラ・ナヴァラートリ  

31/03/2020 
 

チャイトゥラ・ナヴァラートリ  

01/04/2020 
 

チャイトゥラ・ ナヴァラートリ 
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02/04/2020 チャイトゥラ・ナヴァラートリ 

 

 

06/05/2020 ナラシンハ・チャトゥルダシ 

 

 

13/06/2020 
 

グルデーヴ・ ジャヤンティ    

12/08/2020  クリシュナ・ジャンマシュタ

ミ 

22/08/2020 
 

 ガネーシャ・チャトゥルティ 

朝のお祈り 

17/10/2020  ナヴァラートリ 

 

18/10/2020  ナヴァラートリ 

 

19/10/.2020  ナヴァラートリ 

 

20/10/2020  ナヴァラートリ 

 

21/10/2020  ナヴァラートリ 

 

22/10/2020 
 

ナヴァラートリ  

23/10/2020 ナヴァラ―トリ 

 

 

24/10/2020 ナヴァラートリ 

 

 

25/10/2020 ナヴァラートリ  
 

14/11/2020 ディワリ / 未定 

 

 

26/11/2020 トゥルシー・ヴィヴァーハ 

 
  

 

30/11/2020 ババジの日 

 

 

31/12/2020  大晦日 

 

 

6. 追加情報：ターメリック(ウコン) 

ターメリックに関するいくつかのポイント： 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダとのダルシャンのときに、彼はターメリックの入った小さ

なビニール袋をくださいました。 
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ターメリックは、純粋性と縁起の良い始まりを表しています。 また、金と関係があります。 

（SPNとインドのさまざまなシュリ・ヴァイシュナヴァ寺院において）マハー・ラクシュ

ミーはターメリックを供えて礼拝されるのを好みます。グルジがダルシャンの間に個人的に

与えてくださるターメリックに込められた彼女の祝福をあなたは受け取っているのです。

（情報はアラダーカから集められました）。 

（インドサフランとも呼ばれる）ターメリックは、多くの抗酸化成分を含み、大変健康によ

く、強い消炎作用があります。消化（膨満）と関節痛にプラスの効果があり、皮膚の状態

（にきび、湿疹）を改善し、肝臓の健康をサポートします。 また、糖尿病や心臓病にも役

立ち、アルツハイマー病のリスクと癌細胞の成長を抑えます。 ターメリックは、紀元前

500年からアーユルヴェーダやホリスティック医学で広く使用されてきました。 活性物質

はクルクミンです（スパイスとしてのターメリックには、約 3％のクルクミンがあります;

クルクミンは強力な栄養補助食品および自然療法薬としても存在します）。 ターメリック

を黒コショウ（活性物質：ピペリン）と組み合わせるのはとてもよく、クルクミンの吸収が

向上するのに非常に役立ちます。 ターメリックは、生地の染料としても使用されます。 

 

感謝 

あなたが神の愛を体験したいなら、手助けをし、募金をしてください。 これによって、ハ

ートが開かれるでしょう。なぜなら、募金をするとき、自分のことを考えず、奉仕すること

を考えるからです。 

 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダ 

ジャスト・ラブ２ 

 

定期的な寄付は、パラマハンサ・ヴィシ

ュワナンダの愛のメッセージを世界に広

めるのに役立つため、バクティ・マルガ

にとって非常に重要です。 このようにし

て、無知や利己主義が平和、融合、相互

尊重に変わりうるのです。  

私たちの美しい惑星、母なる地球は、創

造全体にとって再び喜びと調和の場所に

なります。 サットグル・スワミ・ヴィシ

ュワナンダの祝福により、この目標を達

成することができます。 

バクティ・マルガの名において、あなたの援助と友情に心から感謝します！ 

Guruji during Maha Shivaratri 
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7. 付録：神像に関する説明文 

バーラージ―(ヴェーンカテーシュワラ) 

主ヴェーンカテーシュワラは、バーラージーとも呼ばれ

ますが、インドのアーンドゥラ・プラデーシュ州ティル

パティにあるティルマーラ・ヴェーンカテーシュワラ寺

院の主神です。 

バーラージー・ヴェーンカテーシュワラは、文明の夜明

けからティルマラに立ち、カリ・ユガの災いから帰依者

を救いました。 歴史は、神、神殿、丘の力と能力を説明

したり記録したりすることはできません。 

ダルマが危険にさらされるたびに、ヴィシュヌは世界か

ら悪を取り除くために地球上に現れます。 ヴァーラハと

して、ヴィシュヌは邪悪な悪魔ヒラニャークシャを滅ぼ

します。ヒラニャークシャはヴェーダに記録されている

真実の知識を盗み、神聖なティルマラの丘に定住します。 

再び、ヴェーンカテーシュワラとして、彼はダルマの存在を脅かす悪魔を滅ぼします。 悪

魔は、正義の道から逸脱するように促す負の力と行動を表しています。 悪の破壊と善の勝

利は、すべての宗教、特にヒンドゥー教の中心となるものです。 バーラージーは遍在し全

能です。 ヴィシュヌは万能の保護者であり、すべての信者と行動を共にしてくださるので

す。 

ヴェーンカテーシュワラとパドマーヴァティの結婚：マハーバーラタ戦争後、トンダイマン

ダラムの土地は、アカーシャ・ラージャによって支配されていました。その首都はヴェーン

カタチャラ丘陵地帯の近くのナーラーヤナプラムにありました。彼は子供がなかったので、

大きな捧げものをすることを決め、捧げものとして土地が耕されたとき、千枚の花弁を持つ

蓮の花が発見され、中に赤ん坊が包まれていました。 彼女は女神ラクシュミーの化身であ

り、蓮で生まれたのでパドマヴァティと名付けられました。 赤ちゃんは成長して美しい少

女になりました。 

ある日、賢者ナーラダーが宮廷に現れ、手相を読み、彼女がヴィシュヌの花嫁になると予言

しました。 同じ日、ヴェーンカテーシュワラはヴェーンカタチャラの森で野生の象を追い

かけ、それを追って王室の庭に入り、パドマヴァティに会いました。パドマパティは彼に恋

をしました。 カリ・ユガのヴィシュヌとラクシュミーは、シュリニヴァーサ・ヴェーンカ

テーシュワラとパドマヴァティとして結婚することになっていました。 

全部のお話は次のリンクから読むことができます。: 

http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-
venkateshwara-and-padmavati 

http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati
http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati
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母なる女神の 8 つの質であるアシュタ・ラクシュミーとご一緒のバーラージー（マハー・

ヴィシュヌの化身） 

彼女はヴァイクンタで主ナ

ーラーーヤナに仕える永遠

の配偶者です。 彼女は主

の直接の救いの恩寵である

ので、すべての女神の中で

独特です。 世俗的な存在

に閉じ込められた魂は彼女

の慈悲に訴え、それを通し

て、主の恩恵を受けます。

そのために彼女が宇宙の母

として知られているのです。 

シュリ・マハー・ラクシュ

ミーは愛と美の化身です。 

彼女は乳海の大変動の間に

海から出てきました。 ハ

ートとマインドがかきまわ

されると、霊的な富が目覚

め、その霊的な富がマハ

ー・ラクシュミーです。 彼女は 1 人ですが、尊敬、賞賛される 8 つの特質を持っています。 

彼女は 8つの異なる贈り物または 8つの異なる形態の繁栄を与えます： 

1. アディ・ラクシュミー -原初の母なる女神で、ヴァイクンタに住んでいらっしゃり、す

べての人の面倒を見てくださるのです。 

2. ダナ・ラクシュミー-物質的な富、お金、衣服の女神 

3. ダーニャ・ラクシュミー-豊作と穀物の女神、食物を提供してくださいます。 

4. ガジャ・ラクシュミー- 力と強さの女神、豊かさを与えてくださいます。 

5. サンタナ・ラクシュミー- 生み出されたもの、高い霊性をもつ子供という富の女神 

6. ヴィーラ・ラクシュミー-勇気や内面の強さの女神  

7. ヴィジャヤ・ラクシュミー- 低位の 6つの性質への勝利の女神 

8. アイシュワリヤ・ラクシュミー - 強大な力の女神。霊的な知恵や超常的な力を与えて

くださいます。 

(source: Paramahamsa Vishwananda speaking at Maha Lakshmi Yagna 2014, WikiPedia, and as 

expressed in the Bhutabhrteshwarnath Mandir by the murals) 
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プラバヴァリとしてヴァイシュナヴァのティラクをつけた主バーラージ― 

非常に多くの場合、プラバヴァリが属する神の特別

な象徴がその両側に彫刻されています。 たとえば、

ヴィシュヌのプラバヴァリに関連して、シャンカと

チャクラが見られます。 プラバヴァリは装飾用の

円形または楕円形のリングです。 ティラクとは、

ヒンドゥー教徒が伝統的に額につけたマークまたは

シンボルで、特定の霊性の系統の関係を示します。 

それをつけた者に保護と繁栄をもたらすと言われて

います。 

ヴァイシュナヴァのティラクはウルドゥヴァ・プン

ドゥラと呼ばれ、ヴィシュヌ派がヴィシュヌの信者であることを示すために着用します。 

バクティ・マルガ・ティラクは、シュリ・サンプラダーヤのティラクを応用したものです

（サンプラダーヤとは「伝統」、「霊性の系統」と翻訳できます）。 チャンダン（白檀ペ

ースト）とクムクム（赤ウコン）を使用して作られています。 （情報源：WikiPedia および BM 

Devotee Manual） 

ここのバーラージー・ティラックは、私たちの霊性修養（サーダナ）の表現と見ることがで

きます。これは、ヴァイシュナヴァとして生き、達成すべきこと、すなわち至高神の御足に

仕えることを思い出させるものです。 

 

主パドマナバ 

パドマナバは蓮のへそを

持つ神であり、そのへそ

からブラフマ神を乗せた

蓮が飛び出し、宇宙を創

造し、彼の右手はシヴ

ァ・リンガムに触れてい

るので、それはトリムル

ティと見なすことができ

ます。 

 

主アナンタ・パドマナバ

ムは、南インドのケーラ

ラ州にあるティルヴァナ

ンタプラム寺院のシュリ・アナンタ・パドマナバスワミーを指します。マラヤーラム語のテ
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ィルヴァナンタプラムの都市の名前は、パドマナバスワミ寺院の神像を指す「アナンタ（蛇）

の主の都市」と翻訳されます。  

 

アナンタはサンスクリット語で、無限または無限を意味します。また、「永遠」、「無限」、

または無限の拡張を意味します。それはヴィシュヌ神の多くの名前の一つです。アナンタは

また、ヴィシュヌ神が横たわる天の蛇、シェシャナガとも呼ばれます。主アナンタ・パドマ

ナバスワミー寺院はその美しさと壮大さで世界中で有名です。ヴィシュヌ神に捧げられてお

り、108の神聖なヴィシュヌ寺院つまり「ディビヤデシャム」の 1つです。ディビヤデシャ

ム は、ナーラーヤナ神と主の他の形態をあがめる 4000のタミールの詩のコレクション、デ

ィヴィヤ・プラバンダムの 12人の詩聖が崇拝する神の住まいです。アナンタ・パドマナバ

スワミー寺院は、世界で最も重要な寺院の一つであり、インド最古の寺院の一つです。世界

で 2番目に豊かな寺院として知られている古代のシュリ・ヴァイシュナヴァ寺院です。主要

な神であるアナンタ・パドマナバスワミー神は、アナンタシャヤナの姿勢、アディシェシャ

の永遠のヨーガの眠りの姿で祀られています。 （インターネット調査）. 

このプレゼントの神像は南インド、ケーララ州のティルヴァナンタプラム寺院の主パドマナ

バのお姿のレプリカです。 
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