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バクティ・マルガ 友の会 
2020年10月ニューズレター 

神は神、そして神はお互いを結び付ける愛です。  

その愛こそが和合を生み出します。私たちがマインドを注ぐとその結束は強くなります。マ

インド・人生・この世における皆さんのあらゆる障害を取り除くよう、そして皆さんが平穏

に暮らせるようガネーシャ神にお祈りします 。 

ジェイ・グルデーヴ！皆さんに祝福を！ 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダ 2020 年 8 月 20 日のダルシャンの講話より 
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はじめに 

以前のようにアシュラムへ訪問客を

受け入れることが許可されたので、

テントやテンプルでのパラマハン

サ・ヴィシュワナンダのイベントに

参加したり、シュリー・ピータ・ニ

ラヤで落ち着いた週末を過ごしたり

するために、ゲストが各地から訪れ

ることができます。夏と秋には寒く

ないので、アシュラムの庭は歌った

り、遊んだり、お話ししたりするよ

う皆さんを誘います。平穏と静寂を

求めているなら、「バラとサットサンガの庭」があり、これは BM友の会基金により

美しく整えられました。また、森と牧草地の美しい環境は皆さんを散策に誘いま

す。 

これらの美しく穏やかな場所では、マスク着用やソーシャル・ディスタンス、その

他の多くの規則や制限も、皆さんの幸福感を阻害することはほとんどありません。 

7 年前の 2013 年 5 月のバクティ・マルガ・センターの公式オープンを思い出します。

その際に、友の会の皆さんに招待状を書いたことを思い出します― 

シュプリンゲンのハイデンロッドにあるパラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシュ

ワナンダのバクティ・マルガ・センター「シュリー・ピータ・ニラヤ」の正式オープ

ンをここにお知らせすることができ、大変嬉しく感謝しております。今後ゲストの

方もセンター内に宿泊していただくことができます。  

「バクティ・マルガの友の会」の一員として、貴重な経済的支援、有益なご意見、そ
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して愛を通して、このオープニングに多大な貢献をしてくださいました。 

私たちの目的は、皆様が安心してくつろぐことができ、神との関係を深めることが

できる場所を提供することです。しかし、国際バクティ・マルガ・センターの維持

管理や、近日中に予定されている改装には費用がかかるため、今後もなお皆様から

の経済的援助を頼りにしています。10ユーロ以上の会費を定期的にお支払いいただ

くことに同意したうえで、バクティ・マルガ友の会のメンバー資格をお持ちいただ

いています。このお約束を守ってくださる会員の皆様に心より感謝申し上げます！ 

残念なことに、今年は多くの会員の方に、このお約束を思い出していただかなけれ

ばならなかったのですが、必ずしもうまくいきませんでした。このために、皆さん

のための新しいプログラムやサービスを準備していたいときに、予定外の事務処理

をしなければならなくなっています。 

与えることと受け取ることにはバランスが重要です。そのため、バクティ・マルガ

友の会の一員として、会員カードをお持ちの方には、年間を通じて 10％の割引が受

けられるなど、一定の特典をご用意しています。 

私たちは皆、パラマハンサ・ヴィシュワナンダが教えてくださる愛と信頼の道、バ

クティ・マルガという霊性の道を歩んでいます。信頼とは一方通行ではありません。

皆さまがグルジを信頼し、また、私たちも皆さまを信頼し、定期的にバクティ・マ

ルガの経済的サポートをするという約束を忘れないでいただけると思っています。 

バクティ・マルガ友の会のウェブサイト

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview では、以下のページに会費の

お支払い方法を３通り、掲載しています。

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

会員カードに記載されている会員ナンバーに関するご質問はこちらまでご連絡くだ

さい：friends@bhaktimarga.org 

また、退会したい方、休会したい方、会費額を変更したい方もこちらまでお知らせ

ください： friends@bhaktimarga.org 

 

1.新年のニューズレターとグルジからのプレゼント 

グルジからのプレゼント 

グルジの祝福を受けたプレゼントが、今年は 1年に一度のお手紙と共に郵送されま

す。  

このお手紙はバクティ・マルガ友の会から郵送される唯一の書類です。この他の情

報はすべて電子メールでお届けします。発送は 11月中旬に行われるので、新年には

すべての国に間に合うでしょう。 

このために必要ですので、次のことをお願いいたします: 

重要：住所、氏名・スピリチュアル・ネームに変更がある場合には遅くとも 10月中

旬までに電子メールでお知らせください。friends@bhaktimarga.org.  

郵送が可能なのは、氏名、地番、市区町村名、郵便番号、国名がすべて記入された

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
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完全な宛先がわかっている場合に限ります。 

住所が書かれていないバクティ・マルガ友の会会員の方は、シュリー・ピータ・ニ

ラヤで Urmilaavatiウルミラーヴァティ か Anjushriアンジュシュリから直接お受け

取りください。 

お約束の会費は定期的にお振込みいただいていますでしょうか？ご確認いただけた

ら幸いです。ご不明な点は Urmilaavati か Anjushriに電子メールにてお問合せくだ

さい。 friends@bhaktimarga.org  

シュリー・ピータ・ニラヤでの受け取りをご希望の場合には、遅くとも 10月末日ま

でにお知らせください。 

その他のご質問は電子メールでお問合せください。 friends@bhaktimarga.org 

 

2.昨年 2019年のグルジからのプレゼントについて 

あいにく、センターが長い間閉鎖されていたため、グルジからのプレゼントをまだ

受け取れていない方がいらっしゃいます。でもご心配なく、贈り物はあなたを待っ

ています！！！ 

 

残念ながら 2019年の贈り物は郵送できません。 

直接受け取っていただくのが一番ですが、もしそれが不可能であれば以下の方法を

お勧めします:  

あなたの国のご友人やご親せきで SPNに来る方がいらっしゃるのでしたら、グルジ

からのプレゼントを受け取ってくださるように頼んでみてください。その場合には、

その方のお名前をお書きいただき、どの贈り物をお渡しすれば良いかをお知らせく

ださい。また、あなたのお名前と会員番号もお知らせください。  

BMショップでオンラインの注文がある場合は、商品とプレゼントを同梱して郵送す

ることが可能です。事前に注文日とお名前、発送先の住所、可能であれば会員番号

もお知らせください。  

グルジがインドでお選びくださったヴィシュヌ神の４つのお姿があります。 

バクティ・マルガ友の会ニューズレター2020年 3月号に説明と写真が掲載されてい

ます。 

バーラージー（ヴェーンカテーシュワラ）  

バーラージー（マハー・ヴィシュヌの姿）とアシュタ・ラクシュミー 

ヴァイシュナヴァ・ティラクをかたどったプラバヴァリのある主バーラージ― 

主パドマナバ 

 

3. 総括 

2020年 7月 5日：グルプールニマ 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
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グルプールニマ

は 200人のゲスト

と共に、敬愛す

るサットグル、

パラマハンサ・

シュリ・スワ

ミ・ヴィシュワ

ナンダを称える

日となりました。

裏庭の芝生で執

り行われたグ

ル・プージャの

後、調理部はフルコースの美味しいご馳走で私たちをもてなしてくれました。 

グルジの感銘深いスピーチで祝祭の式典は幕を閉じました。 

グルジのお言葉を聞いて、グルジが私たちに注いできてくださったすべての祝福と、

幸運にも日々受けられるご指導に対する、感謝や大きな愛で、心が満たされまし

た。  

 

2020年 7月 17～19日：テントにおけるシュリ・ヤントラ・セミナー 

３日間にわたるこの特別なワークショップにおいて、パラマハ

ンサ・ヴィシュワナンダは 200人の受講者たちにシュリ・ヤン

トラの 9段階のレベルを一段ずつ指導してくださいました。グ

ルジはシュリ・ヤントラの形態に宿るデーヴァ達を明らかにさ

れ、その恩恵を最大の形にするために適切なお世話の仕方や配

置の仕方をご説明くださいました。 

 

 

「アシュラムに来てリラックスしよう！」  

これは 2020年 7月 21日～8月 9日の特別企画で、

予約は一杯になりました。 

内なる自己を見つけ、心を落ち着かせ、アシュラ

ムのサービスを利用し、同じ志を持つ人々とつな

がる、そんな時間と空間がくつろいだ日々によっ

て、提供されました 

 

2020年 8月 1～9・14～23日：２回の若者向けバ

クティ・サンガ・ウィーク！ 

これらの驚くべき霊性サマーキャンプは、若者たちが、霊的に成長し霊的生活を送
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ることに熱心な世界中の仲間と出会う何よりの方法です。若者たちはバクティ・マ

ルガをさまざまな楽しい方法で体験し、知識を共有し、深め合います。グルジは、

アシュラムを散歩して回ったり、ジャパ・ウォークをしたりする際に、たびたび若

者たちを連れ出してくださいました。グルジは、理解を示しながら、彼らの関心事

に対応され、夕方には「サットサンガの庭」で質問に答えてくださいました。 

今年は女性 39名、男性 28名の若者がこの素晴らしい機会を生かしました。残念なが

ら、バクティ・マルガがコロナによる旅行規制のために、バクティ・マルガが特定

の国からの参加希望者の登録を取り消さなければならず、13名の若者が参加できま

せんでした。 

 

2020年 8月 12～13日：クリシュナ・ジャンマシュタミ－ 

8月 12日の午後、広い芝生の裏庭でクリシュナ神

のお誕生日を祝って、108のヤグナが執り行われま

した。 

夜の 10時になると、最初の３人の詩聖(Alvar)と

クリシュナ神の幼少時代のリーラに関する演劇を

観に、皆さんがテントに集まりました。 

SPNの帰依者たちの素晴らしい演技は、バクティ・

マルガの友の会会員ためにライブストリームとし

て特別に生放送されました。その招待を受けて、

世界中から 150人のメンバーが生配信にアクセスしてくださいました。 

その後、グルジと 200人の参加者と共に、ブータブルテーシュワルナート・マンデ

ィールでは、誕生日祝典、クリシュナ・ジャンマシュタミーが対面で行われました。

お祭りは早朝まで続きました。 

2020年 8月 13日：パラマハンサ・ヴィシュワナンダによるバーラ・クリシュナの講

話 

このテント内での特別なイベントに於いて、パラマハンサ・ヴィシュワナンダはク

リシュナ神の生涯と神のリーラについて、また悪魔に対する勝利について、数時間

に渡って講義を行いました。 

 悪魔とはすべて負の性質の象徴であり、私たちもまたそれを

認識し、自分自身の中で変容させなければなりません。 

バーラ・クリシュナ、直訳すると「子供のクリシュナ」は、か

つてヴリンダーヴァンの小さなアイドルとして、いたずらや笛

の音、並外れた活躍でゴーピやゴーパ達の心を奪った主クリシ

ュナのかわいらしいお姿です。 

主クリシュナの生涯は、「シュリーマド・バガヴァタムの真髄」

第 10章にグルジのコメント付きで掲載されています。 
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2020年 8月 22日：ガネーシャ・チャトゥルティ 

ガネーシャ・チャトゥルティーはガネーシャ神の誕生を祝う日です。ガネーシャ神

は象の頭を持つ神であり、成功をもたらす神、障害を取り除く神としても知られて

います。マインドの神であり、知性と英知を象徴します。ガネーシャ神の誕生日を

記念して、朝の祈りの時間に特別なガネーシャ神の祈り、プージャ、アビシェーカ、

バジャンを執り行いました。サットサンガでは 65名の参加者と共に、ガネーシャ神

のリーラの一部をご紹介しました。 

 

2020年 8月 26日：ラーダーシュタミー 

ラーダラーニはヴリンダーヴァンの女王であり、クリシュナが最も愛したゴーピと

して知られています。この縁起の良い日を祝うために、シュリマティ・ラーダラー

ニを讃える特別なプージャ、アビシェカ、バジャン、サットサンガで、日常の礼拝

を延長しました。 

 

年に一度のラー

ダーシュタミー

では、ラーダの

蓮の御足をめで

ることができま

す。 

 

 

 

 

2020年 8月 26日：朝の礼拝  

スワミ・レヴァティカナンダのサットサンガ（動画の 37:25から）  

グルジのバジャン（動画の 1:32:37から） 

https://youtu.be/oyza920KFdw 

 

2020年 9月 1日：サプライズでの祝福！ 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダはアナンタ・パドマナバ・チャトゥルダシの祝祭

の中で、スダルシャナ・チャクラの特別なプ―ジャをなさいました！ 

https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc 

 

2020年 9月 4～6日：ジャスト・ラブ・フェスティバル 

https://www.justlovefestival.org/memories 

今年のジャスト・ラブ・フェスティバルは、少人数で隠棲的な感じでしたが、それ

でもなお神の愛に満たされ、パラマハンサ・ヴィシュワナンダと多くの時間を過ご

https://youtu.be/oyza920KFdw
https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc
https://www.justlovefestival.org/memories
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すことができました！ 

  

 

 

2020年 9月 20 – 27日:  

イタリアのウンブリア州でパラマハンサ・ヴィシュワナンダ同席のサイレント・リ

トリートが行われました。 

 

4.展望 

2020年 10月～12月のイベント日程：保証はできません！ 

現在の状況から、どのイベントが開催可能なのか、確かなことはわかりません。 

急な変更や追加に関しては、こちらのイベント・カレンダーをご参照ください。

https://www.bhaktimarga.org/  

 

2020年 10月 11月 12月 

10月 5日:         チェコ共和国・スロバキア・ハンガリーのカントリーウィ

ーク開始 

10月 15日:        シュリ・シルディ・サイ マハーサマーディ 

10月 17日～25日:   ナヴァラートリ 

11月 14日:        ディーワーリー 

11月 26日:          トゥルシー・ヴィヴァーハ 

11月 28日～29日:   カルティック・ナイト 

11月 30日:          マハアヴァター・ババジ・デー 

12月 6日:           聖ニコラスの祝祭 

12月 7日:           ポーランド・フィンランド・オランダ・ベルギー（フラマン）、

北アメリカ（アメリカ合衆国・カナダ）のカントリーウィーク開始 

12月 24日 25日:    クリスマス祝典 

12月 31日:          大晦日、キールタン  

 

 

https://www.bhaktimarga.org/
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ありがとうございます。 

 

グルジをハートの内に抱き、バクティ・マルガ友の会会員という家族として、私た

ちは世界的に愛で一つになっています。 

 

私たちの共通の目標は、愛すること、一つになることというグルジのメッセージを

広め、グルジにお仕えすることです。皆様からのご寄付は、この目標を達成するた

めにバクティ・マルガをサポートしています。皆様からのご支援のおかげで、アシ

ュラムは人々が神聖な波動に浸り、経験を分かち合い、知識を拡充させるために訪

れる場所となっています。同じ志を持った人々と出会い、人生の多くの疑問につい

てのアドバイスを得ることができます。この「小休止」の後、人々は日常生活から元

気を回復し、信仰と信頼を強めて家に帰っていきます。 

 

ドイツのシュプリンゲンにあるパラマハンサ・ヴィシュワナンダのシュリー・ピー

タ・ニラヤ国際バクティ・マルガ・センターへのご支援に対し、心より感謝申し上

げます！ 

 

3月から 6月にかけてバクティ・マルガ友の会に入会された会員の皆様は、アシュラ

ムの閉鎖により会員の権利が活用できなくなりました。彼らのサポートに感謝して、

朝のマハーラクシュミー・ヤグナに名前を加えさせていただきました。このように

して、該当者の皆様にも、シュリー・ピータ・ニラヤを住居として選んでくださっ

た母なる女神の祝福を享受していただくことができました。 

 

皆様をバクティ・マルガ・ファミリーの大切な友人としてアシュラムに迎えられる

ことを嬉しく思います！ 
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Mataji Anjushri and 

Mataji Urmilaavati  

マタジ・アンジュシュリ、

マタジ・ウルミラヴァテ

ィ 

On behalf of Shree 

Peetha Nilaya, Bhakti 

Marga Centre, Springen 

シュプリンゲンのシュリ

ー・ピータ・ニラヤ・バ

クティ・マルガ・センタ

ーを代表して 

 

 

 

7．追記：過去の記録から 

パラマハンサ・ヴィシュワナンダ：2012年 1月 6日のシュリー・ピータ・ニラヤに

おけるサットサンガより 

人生の意味とは何か？  

 

さて、人生の意味とは何なのでしょうか？皆さんは生きているのですから、よく知

っておいた方がいいですよね？生きているのだから、これはとても興味深い質問で

す。生きているのだから、生きる意味は何なのか、なぜ生きているのかを知ってお

くべきなのです。 

 

いいですか、人生は人によって意味が違うのです。もちろん、あなたは霊的な道を

歩んでいるので、あなたにとって人生の意味は異なります。大まかにいうと、究極

的には、もちろん、最終的には、神に到達することです。他には何もありません。

しかし、この神性を達成する前に、神の恩寵を得る前に、この愛を実現する前に、

人は多くの意味を経験します。 

 

ある人にとっては、車が人生を意味します。ある人にとっては、家が人生のすべて

を意味します。ある人にとっては、犬が人生のすべてを意味します（...また猫も.... 

ごめんなさい、猫を忘れていました）が、それは真実です。あなたが焦点を当てたも

のが、それが猫であっても、人生全体を意味します。人生の意味は、焦点をどこに

置くかで決まるのです。あなたが神に焦点を当てれば、あなたは神に到達するでし

ょう。あなたが誰かに焦点を当てて、それが運命であれば、あなたはその人を獲得

します。 
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あなたが車に焦点を当てれば、その車を獲得しますが、これらのものが皆同じ幸せ

を与えるでしょうか？これこそが問題です。これらすべてが同じ幸せをもたらすわ

けではないのです。 

 

車は、最初は喜びと幸せを与えてくれますが、その後は大きな悩みの種になります。

あなたはこれまで美しいパートナーを探してきました。そうですか？素敵なマタジ。

歩き回っていると、途中で、美しい男性を見かけました。突然、あなたの心臓がド

キドキしてきて...「ドキン、ドキン、ドキン」...そして、「欲しい...私のもの...

そこに、私の人生が歩いている！」と。彼女はその男性を獲得するためにどんなこと

でもしますよね？このように、 少しの間は、その人が人生の意味になってしまいま

す。なぜ今私は「少しの間」と言ったのでしょうか？それは、最初のころに経験した

喜びが、常に同じような喜びとして経験されるわけではないからです。その喜びは、

心臓の鼓動を「ドキ、ドキ、ドキ」とさせたとしても、しばらくすると、とても低く

なってしまうことがあります。それでは、人生の意味は何なのでしょうか？ 

 

自動的に、それぞれが人生とは何かについての独自の視点を持っています。しかし、

実際には、この人生の終わり、この転生の終わりに言える唯一の視点、人生の意味

はこうです。あなたがこの惑星を去るとき、はい、自分の人生でなにがしかを達成

しました、ということはできます。自分の人生を振り返ってみて、何かを成し遂げ

ましたか？なぜなら、ある日天使が来て、「神があなたをここに遣わしたのですから、

何を達成しましたか？それを説明してください」と聞かれるのですから。私たちは人

生を当たり前のものだと思っています。人は人生を楽しむだけのものだと思ってい

る 。楽しんで...また戻って来ます。それは場合によります。 人生は喜びです。人

生は幸せですが、本当の楽しみ方を知るべきなのです。 

 

天使がその説明を「お話しください」と言うと... 人がこの世で何をするにしても 貸

し借りのバランスが取られますね。あなたはその体を所有していると思っている、 

この体は自分のものだと思っている。実際には、それはあなたに与えられています

が、それは借り物で、あなたはそのための家賃を支払わなければならない日がやっ

てきます。どうやってその家賃を支払うのでしょうか？目標を達成することによっ

てです。目標を達成するためには、目標を知らなければなりません。 

 

だからこそ、この質問の冒頭で、人生の意味にも色々あると言ったのです。もし自

分の目標が神に向かっているのであれば、神に到達しないことはありません。しか

し、もし自分の目標が外側に向かっているならば、人は外側に到達するでしょう。

しかし、一つだけ知っておいてください。外側と内側は二つの異なる道です。一つ

は下向きで、一つは上向きです。だから、これが選択なのです。もちろん、心から

神のみを望むならば、自分の人生の中で究極のものに到達することができます。し
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かし、あなたが神実現を一寸の隙もなく願わない限り、神の実現に到達することは

ありません。 

 

皆さんは実修します。なぜ実修するのですか？神があなたに恩寵を与え、本当に神

に到達することができるように実修するのではありませんか？ 目的を果たすために。

しかし、そのためには、あなたは本当に目的を達成したいと思っていなければなり

ません。「はい、はい、目的を達成したいです」と言うだけです。しかし、目的を達

成するためには何もしないのです。 

 

私はよく、神に到達したいと思っている人に会います。それは実はとても簡単なこ

とです。あなたにできる最も簡単なことですが、多くの人はそれをしません。ある

いは、それをしますが、自分がしていることにマインドが十分に集中していないの

です。もしマインドが自分のやっていることに完全に集中していないなら、どうや

ってそれを完璧に成し遂げることができるでしょうか？ 

 

ですから、これこそが人生の目的であり、意味なのです。 

 

パラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダ 


