親愛なる兄弟姉妹の皆様
オーム シュリ サイ ラム
喜ばしいことに、サティヤ サイ国際オーガニゼーションは、「グローバル アカンダ ガーヤトリー
チャンティング」という神聖なプログラムを開始いたします。これは文字通り、全世界が 24 時間連続
でガーヤトリー

チャンティングを行うというプログラムです。専用ウェブサイト

http://gayatri.sathyasai.org/ で、参加登録を受け付けています。このサイトからガーヤトリー マント
ラを唱える時間帯と頻度を選んで登録してください。また、このサイトには、ガーヤトリー マントラ
の意味、マントラの唱え方、唱えたことによって得られる恩恵、マントラをいつ唱えるかの説明も載っ
ています。
ガーヤトリーは、内在する超越した神に向けられる普遍的な祈りです。ガーヤトリー マントラは、神
聖で、あらゆる聖典の母と見なされています。それは、特定の宗教に関係するものではなく、知性に光
を当てるために誰でも唱えることができます。バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババ様は、ガーヤト
リー マントラを唱えることは、国籍、人種、宗教、信仰、性別に関わりなく、いずれの場所において
も、霊性探求者にとって良いことである、と力説されていました。ガーヤトリーは、私たちがどこで働
こうとも、旅しようとも、家にいようとも、私たちを守ってくれます。
研究では、ガーヤトリーを唱えることは、個人を助けるだけでなく、家族や家庭や環境も助けているこ
とが示されています。一日に三回ガーヤトリーマントラを唱えることは、毎日その人が意識的にせよ無
意識にせよ関わってしまった悪い行いの影響を軽減します。ガーヤトリーはまた、病気を予防し、病を
癒し、不幸を撃退し、善なる欲望すべてを叶えます。ガーヤトリーは、それを唱える人に、有益なもの
すべてを授けます。もしそのマントラが正しく唱えられれば、さまざまな力を引き出すことができます 。
バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババは、ガーヤトリーは、誰でも、どこでも、いつでも唱えること
ができますが、最低一日三回、できればもっと頻繁に唱えなければならない、とおっしゃっています。
私たちは、すべてのＳＳＩＯ会員と霊性探求者たちに、専用ウェブサイトからガーヤトリーチ ャン
ティングに参加登録して、このプログラムに参加することをお勧めします。これにより、個人、家族、
社会、国家、全世界に平安がもたらされるでしょう。
私はバガヴァンに、愛を込めて一意専心にこのマントラを唱えるための力と献身を私たちに授ける祝福
をくださるよう、お祈りいたします。
ジェイサイラム
サイの奉仕の内に、愛を込めて
ナレーンドラナートレッディ博士
プラシャーンティ評議会議長
サティヤサイ国際オーガニゼーション会長

Dear Brothers and Sisters,
Om Sri Sai Ram.
The SSIO is happy to inaugurate a sacred programme of Global Akhanda Gayatri chanting –
namely, continuous chanting of the Gayatri round the clock, all over the world. You may register to
participate at the website http://gayatri.sathyasai.org/ which also describes the meaning of Gayatri
mantra, how to chant the mantra, the benefits of chanting and when to chant the mantra. The
website allows you to select the time slot and frequency for chanting Gayatri.
Gayatri is a universal prayer which is addressed to the immanent and transcendent divine. The
Gayatri mantra is sacred, and is considered the mother of all scriptures. It is non-denominational
and can be chanted by anyone to illumine the intellect. Bhagawan Sri Sathya Sai Baba has
emphasized that chanting of the Gayatri mantra is good for spiritual seekers everywhere,
irrespective of nationality, race, religion, faith and gender. Gayatri will protect us wherever we are –
travelling, working, or at home.
Research has shown that chanting of Gayatri not only helps the individual, but also the family, the
home and the environment. Chanting the Gayatri mantra three times a day reduces the effect of
wrong acts committed knowingly or unknowingly by a person, every day. Gayatri also prevents and
cures diseases, wards off miseries and fulfils all good desires. Gayatri bestows on the chanter all
that is beneficial. If the mantra is chanted properly, various powers can be derived. Bhagawan Sri
Sathya Sai Baba says that Gayatri can be chanted by anyone, at any place, at any time – but should
be chanted at least thrice daily, preferably more often.
We urge all SSIO members and spiritual seekers to participate in this programme and register for
chanting the Gayatri at the website http://gayatri.sathyasai.org/. This will bring peace to the
individual, the family, the society, the nation and the whole universe.
I pray to Bhagawan to bless us with strength and dedication to chant this mantra with love and
one-pointedness.
Jai Sai Ram.
Lovingly in the Service of Sai,
Dr. Narendranath Reddy
Chairman, Prasanthi Council
Sathya Sai International Organisation

お申込み方法
次に続く文章はグローバル アカンダ ガーヤトリー チャンティング公式サイト(gayatri.sathyasai.org)
の日本語訳です。

実際の参加登録は英語版のサイト
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemDJ4ZlH5kKH2qhTSMRG4xehBGDqbiNbZdaVl
vVDwDlzCnVA/viewform?c=0&w=1) で行なってください 。

サティヤ サイ国際オーガニゼーション

全世界で唱える

グローバル
アカンダ
ガーヤトリー
ノンストップで、世界中で唱えます
地球全体で、毎日、２４時間、途切れることなく、
永遠に、ガーヤトリー マントラを唱えます。

一体性、純粋性、神性に到達するために
私たちのサーダナを強め、ガーヤトリー マントラを唱えることによる
あらゆる恩恵をもたらし、私たちのハートと地球を清め、
一つの神なる愛がすべての中にあることを実感認識する、
全世界が一つとなる取り組み。

一緒にやりましょう
唱える時間帯を選んでください
唱える時間帯を選んで、フォームに記入してください。簡単です。
あなたのスケジュールはカレンダーで見ることができます。

ガーヤトリー詠唱
オーム
ブール ブヴァッ スヴァハ
タット サヴィトゥル ヴァレーンニャム
バルゴー デーヴァッスヤ ディーマヒ
ディーヨー ヨー ナッ プラチョーダヤート

一般的な意味: その光輝（神の光）があらゆる領域（体、心、魂）を
照らしている創造主、最も崇敬する至高の神を私たちは瞑想します。
この神の光が私たちの知性を啓発してくださいますように。

グローバル アカンダ ガーヤトリー
あなたは少なくとも一日に数回ガーヤトリーを唱えるべきです。
―1977年6月20日の御講話より―

親愛なる兄弟姉妹の皆さん、オーム シュリ サイ ラム！
サティヤ サイ ババは、ガーヤトリーマントラは、私たちの知性はもちろん、周囲の大
気にも光を与える、と語りました。「西洋人はガーヤトリー マントラによって生み出
されるバイブレーションを調査して、ガーヤトリー マントラがヴェーダで規定されて
いる通りの正しいアクセントで唱えられると周囲が目に見えて光に満ちあふれてくる
ことを発見しました。つまり、ガーヤトリー マントラを唱えるとき、ブラフマプラ
カーシャ、すなわち神の光輝が、あなたに降り注ぎ、あなたの理知を照らし、あなた
の道を明るくしてくれるのです。」「加えて、最後に『シャーンティ』と三回唱えな
さい。そうすれば、あなたの体と心と魂という三つの存在に、シャーンティ、すなわ
ち平安をもたらしてくれるからです。」
―1977年6月20日の御講話より―
さあ、世界中の何千人という霊性探求者たちが、愛と熱意をもって、ガーヤトリーを
唱えている様子を想像しましょう。彼らは、地球を回る守護と祝福、強力な光の波を
動かすでしょう。これは、地球上のあらゆる存在、母なる地球そのものに恩恵をもた
らし、世界中に愛と光を放つでしょう。
これを実践することは、人間の身勝手さによって引き起こされた恐怖、暴力、飢餓、
戦争、自然災害などの、人類が直面している困難を無効にする助けとなるでしょう。
すべての国が、何らかの形で、これらの困難を体験しています。神聖な対抗手段とし
て、自分たちの惑星、生きとし生けるすべてのもの、私たち自身への奉仕として、私
たちはガーヤトリー マントラを唱えます。
アカンダとは、永遠に、途切れることなく、という意味です。これを実践する目的
は、毎日すべての時間をガーヤトリー マントラの神聖なバイブレーションで満たすこ
とです。愛をこめてガーヤトリーを唱えることは、霊性探求者たちを、世界中に神の
光輝を広める愛と光の導き手に変容させるでしょう。

私たちの愛する主、サティヤ サイが私たちの取り組みに祝福を与え、生きとし生ける
すべてのものに、限りない恩寵を注いでくださいますように！
サマスタ ローカー（ハ） スキノー バヴァントゥ！
すべての世界のすべてのものが幸せになりますように！

目的
私たちの惑星に、浄化作用のあるポジティブなバイブレーションを捧
げる
私たちから始めて、人類の意識を向上させる
一体性を培う。どんな人でもガーヤトリーを108回唱えることができ
ます。私たちは一致団結して、途切れることなく行いましょう。
私たちの愛するサティヤサイが教えてくださったように、ガーヤト
リーが授ける強力な祝福すべてをもたらして、私たちのサーダナを強
化する。
サルヴァ ローガ ニヴァーリニ ガーヤットリー
（ガーヤトリーはあらゆる病の救い主）
サルヴァ デュッカ パリヴァーリニ ガーヤットリー
（ガーヤトリーはあらゆる不幸を追い払う）
サルヴァ ヴァーンチャ パラシュリー ガーヤットリー
（ガーヤトリーはあらゆる望みをかなえるもの）
ガーヤトリーマントラは、有益なあらゆるものを授けます。
ガーヤトリーマントラが唱えられると、
さまざまな力がその人の内側から浮上してきます。
―1995年8月23日の御講話―

ガイドライン
個人あるいはグループで、
30分間ガーヤトリー マントラを唱える責任を引き受けます。
唱えるスピードにもよりますが、
30分間でおよそ108回唱えることができます。
特定の日や時間を選ぶこともできます。
単発のイベントとして実施してもいいですし、
毎月、毎週、毎日実施することもできます。

この奉仕に参加するためには、

個人あるいはグループの代表者が
ウェブサイト上の 登録フォーム に記入してください。
カレンダーが、世界中の帰依者に選ばれた時間帯を示します。
参加者は、空いている時間帯を選ぶことも、
他の人が選んだ時間帯を選ぶこともできます。
最終的な目標は、全世界に及ぼす影響を最大にするために、
同じ時間帯に複数の帰依者がガーヤトリーを唱えることです。
もしあなたが予定していた時間に
唱えることができない場合には、
誰か代わりにできる人を探してください。

Unsubscribeという件名のメールを送れば、
いつでも参加を取り消すことができます。

ガーヤトリー マントラのより深い意味
ガーヤトリー マントラには三つのパートがあります。それは称賛と瞑想と祈りです。ま
ず神が称賛され、次に畏敬をもって神を瞑想し、最後に、無知の暗闇を払って理知を強
め、目覚めさせてくださいと訴えます。「ディーマヒ」は瞑想の側面と関連していま
す。「ディヨー ヨー ナッ プラチョーダヤート」は祈りと関連しています。ガーヤト
リー マントラを唱えると、心が浄化され、信愛と無執着と英知がもたらされます 。
―2000年2月10日の御講話―

ガーヤトリーはあらゆる聖典（ヴェーダ）の母です。どこで彼女の御名が唱えられよう
とも、彼女はそこに存在します。彼女は非常にパワフルです。個々の存在を養うのが
ガーヤトリーです。彼女は、彼女を礼拝する人なら誰にでも、清らかな想念を授けま
す。彼女はあらゆる女神の化身です。私たちの息吹そのものがガーヤトリーです。実在
への信頼がガーヤトリーです。ガーヤトリーには五つの顔があります。それらは五つの
生命原理です。彼女には九つの描写があります。それは「オーム ブール ブヴァッ ス
ヴァハ タット サヴィトゥル ヴァレーンニャム バルゴー デーヴァッスヤ」です。 母な
るガーヤトリーは生きとし生けるものすべてを育み、守護します。彼女は私たちの感覚
を正しい方向へ向かわせます。「ディーマヒ」は瞑想を意味します。私たちは彼女に、
善なる知性で私たちに霊感を与えてくださいと祈ります。「ディーヨー ヨー ナッ プラ
チョーダヤート」私たちは彼女に、私たちが必要とするもの全てを授けてくださいと嘆
願します。このように、ガーヤトリーは、守護と養育を願い、最後には解脱を求める完
全な祈りなのです。
―1998年3月19日の御講話―

少なくとも、朝昼夕に三回ガーヤトリーマントラを唱えることは必須です。これは、人
が日々なしてしまう間違った行いの影響を軽減させるのに役立ちます。それは、クレ
ジットで品物を手に入れる代わりに、現金で買うようなものです。 ガーヤトリーマント
ラを唱えることで、その日のカルマ（行為）はその日のうちに償われ、そのおかげでカ
ルマの負債を積むことがなくなるのです。
―1983年3月17日の御講話―

スワミと一緒に
ガーヤトリーの
唱え方を学びましょう
ガーヤトリーマントラ（音源）
Sathya Sai Baba - Gayatri Mantra
0:00

0:00

さあ、登録を！
さあ、登録して始めましょう。この全世界共通の取り組みである
グローバル アカンダ ガーヤトリー マントラ チャンティンにご参加ください。
登録はこちらから

カレンダー

グローバル
アカンダ
ガーヤトリー
チャンティング
カレンダー

訪問していただきありがとうございました
連絡先
さらに詳しい情報が必要な場合には、下記のEメールにご連絡ください。
akhandagayatri@gmail.com

登録取り消し
もし登録を取り消したい場合には、UNSBSCRIBEという件名でEメールをお送りください。
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Global Akhanda Gayatri
グローバル アカンダ ガーヤトリー チャンティング
Registration Form 登録用紙の記入方法
*がついている項目は必ず記入してください。

Are you registering as an individual or a
Centre/Group *
あなたは個人で登録しますか？それともセ
ンター・グループで登録しますか？

General Information 一般情報


E メールアドレスを記入してください


（当てはまる方をクリックしてください）

E-mail *

Country *国名

国名を選んでください。

〇Individual 個人
〇Centre/Group センター・グループで



State *県名

県名を記入してください


「Next」または「次へ」をクリックして次へ進
む



City *市名・区名

市名または区名を記入してください。

Centre/Group Information*
センター・グループの情報



Start date *開始日

チャンティングを開始する日付を半角数字で

西

暦/月/日 の順に記入してください。


Centre or Group *
Time *時間帯

センター・グループの区分



（当てはまる方をクリックしてください）

チャンティングをする時間帯を選んでください。
Frequency *頻度

〇Centre センター



〇Group グループ

どれくらいの頻度でチャンティングを行うかを選
んでください。



Centre/Group Name *
センター・グループの名称

〇Single event 単発のイベントとして行う

（ローマ字でセンター・グループ名を入力してく

〇Monthly 月一回行う

ださい）

〇Weekly 週一回行う
〇Daily 一日一回行う



「Next」または「次へ」をクリックして次へ進
む



「送信」または「Send」をクリックして終了

