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1. 2017年3月22日用 
愛は神です。すべてを愛し、愛に欠けている人々にもあなたの愛を分け与えなさい。愛は船乗りにとって

の羅針盤のようなものです。どこであろうとも、あなたがそれを置けば、それは神への道を示します。日々

の生活における行動すべてに、あなたの愛を現しなさい。その愛から神性が生じるでしょう。これが神を悟

る最も易しい道です。しかしなぜ人々はそうしないのでしょうか？なぜなら、彼らは神を体験する方法につ

いて誤解しているからです。彼らは神のことを、辛い霊性修行によってのみ手が届く、遠い存在だと考え

ています。神はあらゆる場所にいます。神を探す必要はありません。あなたが目にするすべてが神の現れ

なのです。あなたが目にする人間はすべて、神の御姿です。あなたの不完全な見方を正しなさい。そうす

ればあなたはすべての物事の中で神を体験するでしょう。愛情を込めて話し、愛情を込めて振る舞い、愛

をもって考え、愛に満ちたハートですべての行動を行いなさい。 
―1996年7月5日の御講話 

 
1. Love is Divine. Love all, impart your love even to those who lack love. Love is like a mariner’s compass. 
Wherever you may keep it, it points the way to God. In every action in daily life manifest your love. Divinity 
will emerge from that love. This is the easiest path to God-realisation. But why aren’t people taking to it? 
This is because they are obsessed with misconception relating to the means of experiencing God. They regard 
God as some remote entity attainable only by arduous spiritual practices. God is everywhere. There is no 
need to search for God. All that you see is a manifestation of the Divine. All the human beings you see are 
forms of the Divine. Correct your defective vision and you will experience God in all things. Speak lovingly, 
act lovingly, think with love and do every action with a love-filled heart. 

– Divine Discourse Jul 5, 1996 
 
2. 2017年3月23日用 

なによりも、あらゆる状況下で、サーダカ(霊性修行者)が喜びにあふれ、微笑み、熱心であることが一番よ

いのです。バクティ(信愛・帰依心)やグニャーナ(叡智)もさることながら、この純粋な姿勢が望ましいので

す。それを会得した人々は、最初にゴールインするに値します。この常に喜んでいるという特質は、過去

生で行ってきた善行の賜物です。もし常に心配して、落ち込んで、疑念を抱いているならば、どのような

霊性修行・サーダナに取り組んだとしても、その人は決して至福に到達できません。霊性志願者の第一

の課題は、熱意を培うことです。その熱意によって、いかなる種類のアーナンダ(至福)をも得ることができ

ます。賞賛されても決して思い上がってはなりません。非難されても決して意気消沈してはなりません。そ

のどちらであろうとも、霊性の獅子となりなさい。自力で自分の欠点を分析し、それを改めなさい。これが

最も大切なのです。 
―プレーマ ヴァーヒニー 第63章 

 
2. Above all, it is best that the Sadhaka under all circumstances should be joyful, smiling and enthusiastic. 
Even more than Bhakthi and Jnana (Devotion and Wisdom), this pure attitude is desirable. Those who have 
acquired it deserve to reach the goal first. This quality of joy at all times is the fruit of the good done in past 
births. When a person is ever worried, depressed and doubting, he can never attain bliss, whatever spiritual 
practices or sadhana (spiritual exercise) one may undertake. The first task of a spiritual aspirant is the 
cultivation of enthusiasm. Through that enthusiasm, he can derive any variety of Ananda. Never get inflated 
when you are praised; never get deflated when you are blamed. Be a spiritual lion, regardless of both. One 
must analyse and correct one’s faults on his own; this is most important. 

– Prema Vahini, Ch 63 



Sathya Sai International Organisation 
P.O. Box 660995, Arcadia, CA 91066-0995, USA 

Love All Serve All Help Ever Hurt Never 
2 

 

 

3. 2017年3月24日用 
「世界は一時的なものである。誕生は不幸である。老いは不幸である。気をつけなさい！」と、サンスクリッ

ト語の詩が述べています。あなたが生きている間は、すべての人が肉体を愛しているように見えるでしょ

う。これは純粋に利己的な理由によるものです。完全に無私なのは神だけです。神を愛し、普通の生活を

送りなさい。これは何も間違っていません。あなたが何をするにしても、それを神への捧げものとして扱い

なさい。すべての人の中に神を見なさい。誰に対しても敵意を抱いてはなりません。誰に対しても、過剰

な執着を抱いてはなりません。すべての執着は神に向けなさい。すべてを愛しなさい。神以外の誰にも頼

ってはなりません。肉体は束の間のものであることを悟り、神のみを信頼しなさい。神に庇護を求めなさ

い。このカリの時代に最も必要とされているのは信仰心です。機会があれば、なるべく頻繁に、神を瞑想

しなさい。誠実な奉仕を通じて、社会の尊敬を集めなさい。それが、あなたに確実に幸運をもたらすでしょ

う。 
―1996年8月16日の御講話 

 
3. “The world is impermanent. Birth is a misery. Old age is a misery. Be careful!” says a Sanskrit poem. As 
long as you are alive, everyone would seem to love the body. This is for purely selfish reasons. God alone 
is utterly selfless. Love God and lead your normal lives; there is nothing wrong in this. Whatever you do, 
treat it as an offering to God. See God in everyone. Don’t have ill will towards anyone. Do not have excessive 
attachment for anyone. Direct all attachment towards God. Love all. Do not rely on anyone except God. 
Realise the impermanence of the body and place your trust solely in God. Seek refuge in Him. What is most 
needed today in this Kali age is faith. As often as possible, when you get the chance, meditate on God. Earn 
the esteem of society through sincere service. That will ensure a good future for you. 

– Divine Discourse Aug 16, 1996 
 
4. 2017年3月25日用 

シヴァとは誰で、どこで見つかるのでしょう？ シヴァの居住地であるカイラーサ山を含め、たくさんの回答

が与えられています。本当の回答は「イーシュワラはこのすべてにみなぎっている」（イーシャーヴァース

ヤム イダム サルヴァム）です。神は遍在です。神が存在していない場所、物、存在はありません。皆さん

は自分の見方を正して、目に見える多様性の中にある単一性に気づかなければいけません。神は遍在

なのですから、神を探しに出かける必要がありますか？ 神を探し回るのは無意味です。自分の中にある

執着と憎しみを取り除けば、自分に本来備わっている神性を経験するようになります。自分の内にある神

性を覆い隠している欲と憎しみを取り払うことこそが、今日、人が行うべき霊性修行（サーダナ）です。多く

の人がスワミのもとにやって来て、「スワミ！ 我らに道を示してください」と頼んできます。あなたがしなけれ

ばならないことは、あなたがやって来た源に戻ることだけです。その道を探す必要などどこにあるでしょう

か？ 自分がやって来た源に戻ることは、すべての生き物にとって必然であると、『バーヴァガタ』は述べて

います。 
―1989年3月6日の御講話 

 
4. Who is Lord Shiva, and where is He to be found? Many answers are given, including Kailash as His place 
of residence. The true answer is, ‘Isavasyam Idam Sarvam’ (All this is pervaded by Isa). He is omnipresent. 
There is no place, object or being where God is not present. Correct your outlook and recognise this unity 
in the apparent diversity around you. When God is omnipresent, what need is there to go in search of Him? 
The search is meaningless. If one gets rid of attachment and hatred, one will experience the Divinity inherent 
within. This is the sadhana (spiritual exercise) one has to do today - to get rid of desire and hatred which 
conceal the God within. Many people ask: “Swami! Show us the way.” All you have to do is to go back to 
the source from which you came. Where is the need for seeking the way? The Bhagavatha has declared that 
it is the natural destiny of every living being to go back to where each one came from. 

– Divine Discourse Mar 6, 1989 
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5. 2017年3月26日用 
神への信仰を抱きながら、結果を気にすることなく、あなたの時間を人類への奉仕に捧げなさい。そうす

ればあなたは祝福されます。さもなくば、たとえ体は休止していても、心(マインド)がひとりでに活動して、

非常に忙しくなるでしょう。このような心(マインド)を備えた人々は、自分たちは何もしていないにもかかわ

らずカルマの犠牲となります！神の瞑想と真理の追求に心(マインド)を集中させれば、体と感覚が人類へ

の奉仕となる活動をしていても、それらに影響されることはなく、行為(カルマ)を行ったとしても、非行為者

です。これがバガヴァッド ギーターから得られる教訓です。神聖な想念で心(マインド)を育もうと努力しな

い人間のハートは、必ずや不正と邪悪の温床となります。立派になることを望み、一意専心を追求し、救

済を切望する人は皆、このことを心(マインド)に留めておかなければなりません。解脱をもたらすのは、霊

的叡智のみなのです。 
―プレーマ・ヴァーヒニー 第72章 

 
5. Devote your time to the service of the world, with faith in the Lord, regardless of its fruits. Then you 
become blessed. Otherwise, though the body may be inactive, the mind will be very busy, committing acts 
on its own. People with such minds fall prey to karma in spite of their not doing anything! When a person 
has the mind fixed on contemplation of God and the pursuit of truth, though the body and senses do acts that 
are of service to the world, they won’t be affected by them; though they do actions (karma), they are still 
non-doers of action. This is the lesson from Bhagavad Gita. The heart of the person who doesn’t strive to 
cultivate the mind with holy thoughts is certain to be the paradise of evil and wickedness. Everyone who 
hopes to rise to greatness, seeks one-pointedness and aspires for salvation, must bear this in mind. Spiritual 
wisdom alone is the cause of liberation. 

– Prema Vahini, Ch 72 
 

6. 2017年3月27日用 
よい仲間は、人を神のレベルへと高めることができます。これに対して、悪い仲間は、人を動物のレベル

へと堕落させることができます。あなたは、人間のレベルよりも上に行く努力をすべきです。下に落ちるに

は、何の努力も要りません。悪くなることは非常に簡単です。現代の若い人々は、悪い考えや感情を抱

き、悪い行いをし、その結果、彼らの貴重な青年時代を無駄にしています。不幸にして、現代の人々は、

彼らの良い感情や行動が、悪い感情や行動に変わったために、悪い仲間と付き合い、最終的には自分

たちの生活を非常に惨めなものにしています。より高いレベルに到達するのは、非常に難しいように見え

るかもしれませんが、それでもなお、あなたは、より高いレベルに達するための努力をすべきです。あなた

の考えることが、すべての物事の根本原因です。それゆえあなたは、高潔で、神聖で、純粋で、有意義な

考えだけを抱くべきです。 
―1996年7月8日の御講話 

 
6. Good company can elevate one to the level of Divinity, whereas bad company can degenerate one to the 
level of an animal. You should make efforts to rise above the human level. No effort is needed for your 
downward fall. To become bad is very easy. Young people today entertain bad thoughts and feelings, and 
perform bad actions, thereby wasting their precious young age. Unfortunately, people today associate with 
bad company, because of which their good feelings and actions are turned into bad feelings and actions — 
ultimately making their lives very miserable. Though it may appear to be very difficult to attain the higher 
level, you should still make efforts to reach higher levels. Your thoughts are the root cause of everything. 
Therefore, you should have only noble, sacred, pure, and meaningful thoughts. 

– Divine Discourse, July 8, 1996 
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7. 2017年3月28日用 
心(マインド)を抑制するのは難しくても、方向転換することはできます。俗世に浸っている心を神性に方向

転換させれば、心は道徳的な力を増します。俗世の事柄に浸りきった心は皆さんをこの世の囚人にしま

すが、神に浸りきった心は解脱を保証します。ハートは錠前であり、心(マインド)は鍵です。鍵を左に回せ

ば、錠がかかります。一方、鍵を右に回せば、錠が外れます。鍵を回すことが違いをもたらすのです。した

がって、心(マインド)が解脱の原因であり、また、束縛の原因でもあるのです。では、解脱（モークシャ）と

は何でしょう？ 解脱とは、エアコン付きの大邸宅のことではなく、迷妄（モーハ）のない状態のことです。

威厳と道徳は、この世から神へと心を方向転換することにあります。皆さんの進歩と繁栄に真に貢献する

のは、このシンプルで力強いコンセプトです。 
―「1996年夏期講習ラーマーヤナ」第1章・1996年5月20日の御講話 

 
7. Though it is hard to restrain the mind, it can be diverted. When the mind steeped in the secular world is 
diverted toward Divinity, it gains in moral strength. The mind steeped in the worldly matters makes you a 
prisoner of the world, whereas a mind steeped in God secures liberation for you. Your heart is the lock and 
your mind is the key. When you turn the key to the left, it locks. But if you turn the key to the right, it unlocks. 
It is the turning of the key that makes the difference. Hence the mind is the cause for your liberation as well 
as bondage. What then is liberation (Moksha)? It is not an air-conditioned mansion, but a state devoid of 
delusion(Moha). Majesty and morality lie in diverting the mind from the world to God. It is this simple and 
powerful concept that really contributes to your progress and prosperity. 

– Summer Showers Ch1, May 20, 1996 
 

8. 2017年3月29日用 
愛の化身である皆さん、神はすべての人の中に存在しています。神はすべてのハートの中に棲んでいま

す。ですから、神を寺院やモスクや教会の中に限定してはいけません。人がいるところには、神がいるの

です。神は人間の姿を取っています。（ダイヴァム マーヌシャ ルーペーナ。）この重要な事実を忘れ、完

全に理解していないがために、あなた方は他人のあら捜しに耽ります。あなたが批判しているのは誰です

か？あなたが崇拝しているのは誰ですか？自分自身に問いかけなさい。神はすべての中に存在してい

るのです。もしあなたが誰かを批判するならば、あなたは神を批判しています。あなたが誰に手を合わせ

ようとも、それは神に届きます。（サルヴァ ジーヴァ ナマスカーラム ケーシャヴァム プラティガッチャテ

ィ。）そしてまた、あなたが誰を侮辱し嘲笑しようとも、それも神に届くのです！（サルヴァ ジーヴァ ティラ

スカーラム ケーシャヴァム プラティガッチャティ。）今、この瞬間から、悪い思いと悪い性質を手放して、

新しい人生へと踏み出しなさい。あなたのハートを清めなさい。あなたの思いと言葉と行動を神聖なもの

にしなさい。そのとき初めて、あなたの人生は至福に満ちたものとなるでしょう。 
―2002年4月13日の御講話 

 
8. Embodiments of Love, God is present in everyone. He resides in every heart. So do not confine God to a 
temple, a mosque or a church. Where a human is, there God is. God takes the form of a human (Daivam 
manusha rupena). As you forget and do not realise this important fact, you indulge in criticism of others. 
Whom are you criticising? Whom do you adore? Enquire for yourself. God is present in all. If you criticise 
others, you criticise God. Whoever you salute, it reaches God (Sarva jeeva namaskaram Keshavam prati 
gacchati) and whoever you insult or ridicule, it also reaches God! (Sarva jeeva thiraskaram Keshavam prati 
gacchati). Right from this moment, embark on a new life giving up bad thoughts and evil qualities. Purify 
your heart. Let your thoughts, words and deeds be sacred. Only then will your life be blissful. 

– Divine Discourse, Apr 13, 2002 
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9. 2017年3月30日用 
サイ ババという名前の意味を考えなさい。「サ」は神、「アイ」は母を表しています。「ババ」は父を意味しま

す。あなたの肉体の母と父は、利己心と一緒に愛を表明します。しかし、あなたの神なる母と父であるサイ

は、真我顕現を目指して奮闘するあなたを勝利へと導くためだけに、愛情と叱責を降り注ぎます。サイが

アヴァターとして降臨したのは、兄弟愛という絆で、一つの家族として人類の間に一体性を確立し、すべ

ての存在の中に神（アートマ）という実体があることを証言し、それを輝かせるという至高の任務を達成す

るためです。神は宇宙全体の基盤です。私の使命は、あなた方が自分自身から獣性を取り除き、神へと

向上することができるように、人と人とを結びつけている共通の神聖な遺産を認めるよう皆に指図すること

です！私は、あなた方がこのことを熟考し、喜びを得、あなたのハートの中で輝いているサイを実感認識

するという目標に向かって進歩向上するために、私が定めた霊性修行を行うように啓発されることを望み

ます。  
―1974年6月19日の御講話 

 
9. Consider the meaning of the name ‘Sai Baba’. ‘Sa’ means Divine; ‘ai’ or ‘ayi’ means mother, and ‘Baba’ 
means father. Your physical parents exhibit love with a dose of selfishness; but Sai, your Divine Mother and 
Father, showers affection or reprimands only to lead you towards victory in the struggle for self-realisation. 
Sai descended as Avatar to achieve the supreme task of uniting the entire mankind as one family through the 
bond of brotherhood, of affirming and illumining the Divine (Atmic) reality in every being. Divinity is the 
basis for the entire cosmos, and My mission is to instruct all to recognise the common divine heritage that 
binds one person to another, so that you can rid yourself of the animal, and rise to the Divine! I desire that 
you contemplate on this, derive joy and be inspired to observe the spiritual disciplines I laid down to progress 
toward the goal of realising Sai, who shines in your hearts. 

– Divine Discourse, June 19, 1974 
 

10. 2017年3月31日用 
私が普通の人間のように動き回り、皆さんと話したり戯れたりするため、知性のある人でさえも私の本質、

私の力、私の栄光、アヴァターとしての私の真の任務を理解することができません。私は、たとえ複雑であ

っても、どんな問題も解決することができます。最も徹底的な追及も、最も細かな計測も、私にたどり着くこ

とはできません。私の愛を認識し、体験した人々だけが、私の実体をほんの少し垣間見たと断言すること

ができます。外側にある目で私を知ろうと試みてはなりません。あなたは寺院へ行って神像の前に立つと

き、目を閉じて祈りませんか？なぜでしょう？あなたに神を見せることができるのは、英知という内なる目の

みであることを、あなたが感じているからです。ですから、私に些末な形あるものを懇願してはなりません。

しかし心から私を切望しなさい。そうすればあなたは報われるでしょう。愛の道は、人類を私へと導く王道

です。揺るぎない愛と信仰を持っている帰依者にとって、私の恩寵は、いつでも入手可能です。 
― 1974年6月19日の御講話 

 
10. Since I moved freely among people, talking and singing with them, even intellectuals were unable to 
grasp My truth, My power, My glory, or My real task as Avatar. I can solve any problem however knotty. I 
am beyond the reach of the most intensive enquiry and the most meticulous measurement. Only those who 
have recognised My love and experienced it can assert that they have glimpsed My reality. Do not attempt 
to know Me through the external eyes. When you go to a temple and stand before the image of God, you 
pray with closed eyes, don’t you? Why? Because you feel that the inner eye of wisdom alone can reveal Him 
to you. Therefore, do not crave from Me trivial material objects; but, crave for Me from within, and you will 
be rewarded. The path of Love is the royal road that leads mankind to Me. My grace is ever available to 
devotees who have steady love and faith. 

– Divine Discourse, June 19, 1974 
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11. 2017年4月1日用 
感覚の制御がなければ、あなたのサーダナは役に立たないでしょう。それは水漏れする壷に水を貯めて

おくようなものです！舌がごちそうを求めるときには、舌の気まぐれには応じませんと、強く主張しなさい。

もしあなたが自分自身に、健康を維持するには十分だが、スパイスが効いて辛いわけではない質素な食

べ物を与えようとし続ければ、舌は数日間は身もだえするでしょうが、すぐにそれを受け入れるようになる

でしょう。それが舌を抑制して、舌があなたの主人になるという悪い結果を克服する方法です。その一方

で、舌は醜聞や猥談にも同様に関わるがゆえに、その傾向も抑制しなければいけません。口数を少なく

しなさい。優しく話しなさい。差し迫った必要があるときにのみ話しなさい。また、話さなければならない人

とだけ話をしなさい。怒りや興奮で、叫んだり、怒鳴ったりしてはいけません。このように制御することが、

健康と精神的平安をさらに高めるでしょう。それは、よりよい開かれた関係へとつながり、他の人との争い

や付き合いに巻き込まれることを減らすでしょう。 
―1968年11月23日の御講話 

 
11. Without the control of your senses, your sadhana will be ineffective; it is like keeping water in a leaky 
pot! When the tongue craves for some delicacy, assert that you will not cater to its whims. If you persist in 
giving yourself simple food that is not savoury or hot, but amply sustaining, the tongue may squirm for a 
few days, but it will soon welcome it. That is the way to subdue it and overcome the evil consequences of 
its being your master. Since the tongue is equally insistent on scandal and lascivious talk, you have to curb 
that tendency also. Talk little, talk sweetly, talk only when there is pressing need. Also, talk only to those to 
whom you must, and do not shout or raise the voice in anger or excitement. Such control will improve health 
and mental peace. It will lead to better public relations and less involvement in contacts and conflicts with 
others. 

– Divine Discourse, Nov 23, 1968 
 
12. 2017年4月2日用 

帰依者たちを救うために、神はいくつかのやり方で多くのさまざまな行動を取ることを計画します。帰依者

たちはこのような内面的な意味を認識し、理解できないものですから、誤解をして、神は自分たちに不必

要な困難を与えていると考えます。人間には外面を見る視覚しかありません。神には内面を見る視覚が

あります。パラマートマ（普遍的魂、神、創造主）は、彼に頼る人々の安泰と利益をいつも気遣っていま

す。母親によって大切に育てられた息子であっても、そうすべきであるのなら、母親は息子を正すために

罰を与えるでしょう。これを見た私たちは、あんなにも大切に愛情と優しさを込めて息子を育てた母親が、

その子を罰するのはひどい、と感じます。しかし母親は子を愛しているがゆえにそうするのです。同じよう

に、宇宙の父である神は、必要があれば、自分に帰依する人々を愛を込めて罰します。神は人々を罰し

たがっているのだと誤解してはいけません。神は常に恩寵に満ちています。 
―1976年夏期講習 第3章 

 
12. In order to save His devotees, God takes many different actions in several ways. Devotees, unable to 
recognise and understand the inner meaning of such actions, think that God is giving them unnecessary 
difficulties. People only have external vision. God has inner vision. Paramatma is always caring for the 
well-being of His people. Even if a son, who has been brought up with much care by the mother, makes a 
mistake, the mother will correct the son and punish if appropriate. When we see this, we feel that a mother 
who has brought up the son with such care, love, and tenderness is harsh in punishing the child; but the 
mother does so with affection. In the same manner—God, the universal father, will punish His devotees, 
when needed, with love. Do not mistake it to be God desiring to punish people. God is always full of grace. 

– Summer Showers in Brindavan, 1976, Ch 3 
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13. ２017年4月3日用 
全託という単語は、誤って解釈されてきました。人々は全託という名のもとに、怠け癖を助長しています。

私たちは、自分の心（マインド）と体は神に委ねられていると考えます。あなたの心（マインド）はあなたの

管理下にありません。それではどうして、それを捕まえて、神に渡すことができるのでしょうか？あなたは、

自分自身の体も制御していません。ですから、あなたが、私は自分の心（マインド）と体を神に委ねていま

すと言うことは、偽りなのです。横笛は、主の近くにある道具の好例です。横笛にある素晴らしい性質の一

つは、それが完全に明け渡されているということです。横笛の中には何も残っていません。そこには欲望

は残っていません。実際、横笛の内側は完全に空洞です。横笛には九つの穴があります。そして私たち

の体という横笛にも、九つの穴があります。その横笛は、完全に空洞であるために、主の近くに行くことが

できるのです。ですから、もし私たちが自分の体から欲望という果肉をすべて取り除くことができれば、こ

の私たちの体という横笛も、主の近くに行くことができるということに、疑いの余地はありません。 
―1974年夏期講習 第1巻 第3章 

 
13. The word surrender has been misinterpreted and people promote idleness in the name of surrender. We 
think that our mind and body have been surrendered to the Lord. Your mind is not under your own control, 
how then can you hold it and give it to the Lord? You have no control over your own body too. So to say 
that you have surrendered your mind and body to the Lord is untrue. The flute is a very good example of an 
instrument close to the Lord and the one great quality in the flute is its complete surrender. There is nothing 
left in the flute, there are no residual desires. In fact, the inside of the flute is completely hollow. The flute 
has nine holes in it, and the flute of our body has nine holes too. That flute has been able to go close to the 
Lord because it is completely hollow. So also, if we can remove all the pulp of desires from our body, then 
there is no doubt that this flute of our body can also go close to the Lord. 

– Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 3 
 

14. 2017年4月4日用 
すべての五大元素は、至高者の意志によって創造されています。それらは、畏敬の念に満ちた配慮と、

慎重な分別をもって使われなければなりません。それらのいくつかを見境なく使うことは、とてつもない損

害があなたに跳ね返ってくるだけです。外界にあるネイチャー（自然）は、思慮深さと用心深さと畏怖の念

をもって扱われなければなりません。それも、私たちの内面にある「ネイチャー（性質）」や内的道具と同じ

なのです！これらの中の二つには、大きな害をもたらすことができる力があります。舌と色欲です。色欲

は、摂取する食べ物と飲み物によって欲情し、燃え上がります。そのため、舌にはさらに大きな注意を払う

ことが必要です。あなたの目、耳、鼻には一つの用途しかないのに対して、舌は、コミュニケーションの象

徴である、言葉を口にすることと、味を判断すること、という二つの目的で使うことができます。舌は、二通

りの方法であなたに害を及ぼすことができるのですから、あなたは二重に配慮しながら、舌を制御しなけ

ればなりません。パタンジャリ（ヨーガ スートラの著者）は、舌を征服すれば、勝利はあなたのものであると

述べています！ 
―1968年11月23日の御講話 

 
14. All the five elements have been created by the will of the Supreme. They must be used with reverential 
care and vigilant discrimination. Reckless use of any of them will only rebound on you with tremendous 
harm. Nature outside must be handled with discretion, caution and awe. It is the same with our inner ‘nature’ 
and internal instruments too! Of these, two are capable of vast harm - the tongue and one’s lust. Since lust 
is aroused and inflamed by the food consumed and the drink taken in, the tongue needs greater attention. 
While your eye, ear and nose have single uses, the tongue makes itself available for two purposes: to judge 
taste and to utter word - symbols of communication. You must control the tongue with double care, since it 
can harm you in two ways. Patanjali, (The author of Yoga Sutras) has declared that when tongue is conquered, 
victory is yours! 

– Divine Discourse, Nov 23, 1968 
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15. 2017年4月5日用 
人類同胞への奉仕は、神自身への奉仕よりも必要なものです。実際、このような奉仕は、神への奉仕と等

しいのです。それが本当の信愛の道です。神自身の子供たちを喜ばせること以上に、神を喜ばせる素晴

らしい方法が、どうしてあり得ましょうか？プルシャ・スークタムは神（プルシャ）のことを、千の頭、千の目、

千の足を持っていると語っています。これが「すべては彼である」ということです！千の頭、千の目、千の

足という言及はありますが、千のハートという言及は一つもありません！ただ一つのハートがあるだけなの

です！同じ血液が、すべての手、目、足、四肢の中を循環しています。四肢の手入れをするとき、あなた

は本当は全身を手入れしているのです。同じように、あなたが同胞に奉仕するとき、あなたは本当は神に

奉仕しているのです！ 
– 1966年3月の御講話・サティヤ サイ スピークス第6巻第２章 

–  
15. Service of fellow human beings is more needed than service to the Lord Himself. In fact, such service is 
equal to the service of God. That is the path of real devotion. For what greater means can there be to please 
God than pleasing His very own children? The Purusha Sukta speaks of the Divine (Purusha) as having a 
thousand heads, a thousand eyes and a thousand feet. This is to say, “All are He!” Though there is the 
mention of a thousand heads, a thousand eyes and a thousand feet, there is no mention of a thousand hearts! 
There is only one Heart! The same blood circulates through all the hands, eyes, feet and limbs. When you 
tend the limb, you are indeed tending the whole body. Similarly, when you serve your fellow beings, you 
are indeed serving God! 

– Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 2, Mar 1966 
 

16. 2017年4月6日用 
あなたは、何年にもわたって私の講話を聴いてきました。もしあなたが、単に聞くことだけで満足している

のであれば、それは単なる時間の無駄です。あなたは、自分が聞いたことをじっくりと考え、その教えを実

践に移そうとしなければなりません。シュラヴァナム（聞くこと）、マナナム（熟考すること）、ニディディヤー

サナム（学んだことを実践に移すこと）は、霊性の旅の三段階です。聞いたことをオウムのように繰り返すこ

とは、その言葉の甘さを楽しむというメリットが得られるだけではありません。自分は帰依者であると主張

し、帰依者として行動していながら、真の帰依心（信愛）とは何かを見出そうと気にかけている人はごくわ

ずかです。バジャン（神の御名を歌うこと）とジャパ（神の御名を繰り返し唱えること）とヤーガ（供養）とヤグ

ニャ（儀式）が、帰依心（信愛）の真のしるしなのではありません。それらは単に、その人の不純さを洗い落

とす単なる練習にすぎません。九種類の礼拝もまた、すべて、心（マインド）とハートの純粋さを実現する

ために考案されています。しかし、洗った服にほころびが出るように、行動の中に純粋さが表れるべきで

す。行動の純粋さがなければ、真我の本当の性質を認識することはできません。 
– 1987年7月11日の御講話 

 
16. You have been listening to My discourses for years. If you are merely content to listen, it is sheer waste 
of time. You have to ruminate over what you have heard and try to put into practice the teachings. Sravanam 
(listening), Mananam (reflecting) and Nidhidhyasanam (putting into practice what has been learnt) are the 
three stages in the spiritual journey. Repeating parrot-like what one has heard earns not even the merit of 
enjoying the sweetness of the words. Claiming to be devotees and going about as devotees, few are caring 
to find out what is true devotion. Bhajans and Japas (singing and repeating God’s name) and performance 
of yagas and yajnas (sacrifices and rituals) are not the real marks of devotion. They are merely exercises in 
washing out one’s impurities. All the nine kinds of worship are also designed to achieve purity of mind and 
heart. But purity should find expression in action just as clothes that have been washed have to be worn. 
Without purity in action, the real nature of the Self cannot be recognised.  

– Divine Discourse, July 11, 1987 
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17. 2017年4月7日用 
あなたは、前世のカルマは今生でその報いをもたらす、どれほど恩寵があってもそこから人を救い出すこ

とはできない、と言うかもしれません。どうやら、誰かがあなたにそう信じるよう教えたのですね。しかし私

は、あなたはそのようなカルマに苦しむ必要はないと断言します。激しい痛みがあなたを苦しめるとき、医

師はあなたにモルヒネ注射を施します。すると、体に痛みがあるにも関わらず、あなたはそれを感じませ

ん。恩寵はモルヒネのようなものです。たとえあなたが痛みを経験していても、その痛みは感じられないの

です！恩寵は、あなたが被らなければならないカルマの悪を減らします。一定の時間を過ぎれば、効果

がなくなってしまう古い薬品もあります。そうです。同じように、恩寵があれば、たとえあなたが経験してい

たとしても、カルマの影響はゼロになるのです！それゆえ、「ララータ リキタム（額に書かれている運命）」

を無効にすることはできない、と語るのは誤りです。恩寵はどんなものにも勝ります。何一つとして、その

邪魔をすることはできません。覚えておきなさい。それが「全能」の恩寵なのです！ 
– 1964年11月23日の御講話 

–  
17. You might say that the karma of the previous birth has to be consumed in this birth and that no amount 
of grace can save man from that. Evidently, someone has taught you to believe so. But I assure you, you 
need not suffer from karma like that. When a severe pain torments you, the doctor gives you a morphine 
injection and you do not feel the pain, though it is there in the body. Grace is like the morphine; the pain is 
not felt, though you go through it! Grace takes away the malignity of the karma which you have to undergo. 
There are also dated drugs, which become ineffective after a certain time. Well, so too, with Grace, the effect 
of karma is rendered null, even though you go through the experience! Hence, it is wrong to say the ‘Lalata 
likhitam’ (fate written on the forehead) cannot be rendered ineffective. Grace can surpass anything; nothing 
can stand in its way. Remember, it is the grace of the ‘All-mighty’! 

– Divine Discourse, Nov 23, 1964 
 
18. 2017年4月8日用 

すべての人が、犠牲（ティヤーガ）の精神を発達させなければなりません。あなたは自分の体を使って

人々に奉仕しなければなりません。あなたは自分の心（マインド）の中にある善良で高潔な想念を大切に

しなければなりません。あなたは、人々を助けるために、教育やその他の施設を支援することに財産を使

わなければなりません。飢えている人に食事を与えなさい。これが、意味のある気高い人生を送る方法で

す。あなたに人生が与えられたのは、あなたを太らせるためではありません。肉体は、正義（ダルマ）を実

践するための基本道具です。奉仕をし、己の義務をきちんと遂行するために、あなたの時間すべてを捧

げなさい。神のみが、あなたの霊的努力を超越体験へと変えることができます。神は遍在です。神はあら

ゆる場所にいます。あなたの中にいます。あなたは神です！あなたの霊性修行（サーダナ）がいかなる利

己的な理由も目的としないことを約束しなさい。それが他の人の善を促進しなければなりません。利己心

を手放し、他の人への無私の愛を育みながら、あなたの生活を清めなさい。そうすればあなたは、あなた

の中から神のヴィジョン（サークシャートカーラ）を体験するでしょう。 
– 1990年7月7日の御講話 

 
18. Everyone must develop the spirit of sacrifice (thyaga). You must serve the people with your body. You 
have to cherish good and noble thoughts in your mind. You must use your wealth for supporting educational 
and other institutions to help the people. Give food to the starving. This is the way to lead a purposeful and 
sublime life. Life has been given to you not to become fat yourself. The body is the basic instrument for the 
practice of righteousness (Dharma). Dedicate your entire time to service and for the proper discharge of 
your duties. God alone can transform your spiritual efforts into a transcendental experience. God is 
omnipresent; He is everywhere and within you. You are Divine! Ensure your spiritual practices (Sadhana) 
are not for any selfish reason. It must promote the good of others. Giving up selfishness, cultivating selfless 
love for others, and sanctify your lives. Then you will experience Sakshatkara, the vision of the Divine from 
within you. 

– Divine Discourse, Jul 7, 1990 
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19. 2017年4月9日用 
私はよく皆さんに、「私の人生が私のメッセージです」と言います。神の化身（アヴァター）たちはそう宣言

し、自らの神性をその方法で実証します。神の化身（アヴァター）は、子供たちの中では子供であり、男性

の中では男性であり、女性の中では女性です。そうすれば、相手の喜びや悲しみに反応して、相手を慰

め、相手の意気消沈したハートに自信と勇気を吹き込むことができるからです。神の化身（アヴァター）は

人間たちの中にやって来ます。その理由は、鳥や獣や木々などは、不自然な状態や奇妙な状態に陥る

ことなどないからです。世俗の幸福と感覚の悦楽という、人を惑わすものを追いかけて、自分が地上にや

ってきた目的である務めを忘れてしまうのは、人間だけです。神は、ダルマを復興させて、人間を徳と英

知の道に連れ戻すために人間の姿を取ったのですから、ダルマを厳格に守ることほど神を満足させるこ

とはありません。正義を実践しなさい。それは、人生のあらゆる瞬間を真我顕現の喜びと至福で満たして

くれることでしょう。神はどこにでもいます。神は全能です。神はすべてを見ています。神はすべてのハー

トの中に棲んでいて、すべての苦悶や祈りを聞いています。神を信じなさい。 
– 1970年11月の御講話 

–  
19. I have often said, “My Life is My Message”. Avatars make such a proclamation only to demonstrate 
their Divinity. They are children among children, men among men, and women among women, so that they 
may respond to everyone’s joy and sorrow, console them and infuse confidence and courage into their 
drooping hearts. Avatars appear among humans since birds, beasts, trees, etc. have not slid into unnatural 
ways. It is only human beings pursuing the mirage of worldly happiness and sensual pleasure, who have 
forgotten the task for which they came to earth. God assumes human form only to restore Dharma and lead 
you back into the path of virtue and wisdom! Hence God is pleased with the rigorous adherence to Dharma. 
Practice righteousness, it will fill every moment of your life with bliss and the joy of self-realisation. God is 
everywhere. He is all-powerful. He sees everything. He resides in every heart and listens to every agony and 
prayer. Have faith in God. 

– Divine Discourse, Nov 1970 
 

20. 2017年4月10日用 
神は、最高位の信愛(パラバクティ)を通じてのみ手に入れることができます。最高位の信愛は、霊的英知

と(グニャーナ)を通じてのみ我がものとすることができます。霊的英知は、信仰(シラッダー)を通じてのみ

育むことができます。そして信仰は、愛を通じてのみ生じるのです。では愛はどのようにして培われるので

しょうか？二つの方法があります。①他の人の過ちについては常に、たとえそれがどれほど大きなもので

あっても、ちっぽけで取るに足らないものと考えなさい。あなた自身の過ちについては常に、たとえそれが

どれほど些細で取るに足らないものであっても、重要であると考え、悲しみ、悔いなさい。これらの方法に

よって、過ちや欠点をより大きくすることが回避され、兄弟愛と忍耐が身につくのです。②一人でも他の人

と一緒でも、何をするときでも、神が遍在であることを思い起こしながら、それを行いなさい。神はすべてを

見、すべてを聞き、すべてを知っています。真実と虚偽を見分け、真実だけを語りなさい。正しいことと誤

っていることを見分け、正しいことだけを行いなさい。神が全能であることを知るために、いつも努力しなさ

い。 
– プレーマ・ヴァーヒニー 第19章 

 
20. The Lord is attained only through supreme devotion (para-bhakthi). Supreme devotion can be acquired 
only through spiritual wisdom (jnana). Spiritual wisdom can be cultivated only through faith (sraddha), and 
faith comes only through love. So how is love to be cultivated? Through two methods: (1) Always consider 
the faults of others, however big, to be insignificant and negligible. Always consider your own faults, 
however insignificant and negligible, to be big, and feel sad and repentant. By these means, you avoid 
developing bigger faults and defects, and acquire the qualities of brotherliness and forbearance. (2) Whatever 
you do, with yourself or with others, do it remembering that God is omnipresent. He sees, hears and knows 
everything. Discriminate between the true and the false, and speak only the truth. Discriminate between right 
and wrong, and do only the right. Endeavour every moment to be aware of the omnipotence of God.  

– Prema Vahini, Ch 19 
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21. 2017年4月11日用 
肉体は個我(ジーヴァ)の寺院です。ですからその寺院で何が起ころうとも、それはその個我に関すること

なのです。同じように、世界は神の寺院であり、その中で起こることはすべて、良いことであれ、悪いことで

あれ、神に関することです。個我と肉体の関係を観察した事実から、神と創造物の関係という、観察でき

ない真理を知りなさい。①執着や憎悪に汚されていない心(マインド)、②嘘に汚されていない言葉、③暴

力に汚されていない体、という三つの重要な道具を得た者はすべて、個我(ジーヴァ)と神の関係、両者の

共通性を理解することができます。喜びと平安は外部の物体の中に存在するのではなく、あなたの中に

あります。けれどもあなたは愚かなことに、自分の外側に、今日明日にも出立しなければならない世界の

中に、喜びと平安を探し求めています。ですから今、目覚めなさい！永遠なる真理の本質を知ろうと努め

なさい。神そのものである愛を経験しようと努めなさい。 
– プレーマ・ヴァーヒニー 第19章 

 
21. The body is the temple of the individual (jiva), so whatever happens in that temple is the concern of that 
individual. So too the world is the body of the Lord, and all that happens in it, good or bad, is His concern. 
From the observed fact of the relationship between the individual and the body, know the truth of the 
unobservable relationship of the Lord and creation. The relationship of the individual (jiva) and the Lord, 
the kinship between the two, can be grasped by everyone who acquires three chief instruments: (1) a mind 
unsullied by attachment and hatred, (2) a speech unsullied by falsehood, and (3) a body unsullied by violence. 
Joy and peace do not reside in external objects; they are within you. But in your foolishness, you search for 
them outside yourself, in a world from which, today or tomorrow, you are bound to depart. Therefore, wake 
up now! Try to know the essence of the eternal truth. Try to experience the love that is God Himself.  

– Prema Vahini, Ch 19 
 

22. 2017年4月12日用 
あなたが、神がアヴァターとして降臨すると言うとき、それは何を意味しているのですか？神は、愛と情と

慈悲により、人間の神性意識を目覚めさせるために人間のレベルに降りてきます。神は、多くの人々が必

死になって自分自身の外に神を探しているのを見つけると、あなた自身の中に神がいるということをあな

たに気づかせます。事実、神はすべての人の中心核なのです。この内なる神を悟る機会は、多くの過去

生で得た功徳の報酬として、絶対者との融合という最高の目的地へと到達できるようにさせるために、あ

なたに授けられたのです。鳥が飛ぶには二枚の羽が必要です。荷車を引くには二つの車輪が必要で

す。最高の目的地へと旅をするには、信仰と着実さ、すなわち、ヴィッディヤー（霊性の学習）と苦行（タパ

ス）が必要です。諸学においてはアートマの学問が最も神聖であると、「バガヴァッド ギーター」〔１０章３２

節〕は述べています。知識（ヴィッディヤー）は道を示します。苦行（タパス）はあなた方を目的地に到らせ

ます。どちらも、根本原理に到達するためには必要です。 
– 1980年12月24日の御講話 

 
22. What does it mean when you say God descends as an Avatar? God out of His love, affection and 
compassion, comes down to the level of a human being and arouses the Divine Consciousness in humankind. 
When God finds that many people are desperately searching outside of themselves for God, He makes you 
aware of God within yourself. God is in fact the core in everyone. This chance, to realise God within, has 
been granted to you as a reward for merit acquired by you in many previous lives, so as to reach the highest 
goal of merging with the absolute. Every bird needs two wings to fly; a cart needs two wheels to be pulled 
along. To journey towards the highest goal, you need both faith and steadfastness - spiritual learning (vidya) 
and penance (tapas). Bhagavad Gita states, Knowledge of the Self (Atma Vidya) is the holiest. Knowledge 
(Vidya) shows the way, and the penance (tapas) makes you reach the goal. Both are necessary to attain the 
Ultimate. 

– Divine Discourse, Dec 24, 1980 
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23. 2017年4月13日用 
神聖な愛の化身である皆さん！あなたがどこにいようとも、いかなる差別にも余地を与えてはなりません。

すべての人が、身勝手さ、私利私欲、自己中心性を手放さなければなりません。互いに対する思いやり

（ママター）、精神的均衡（サマター）、忍耐（クシャマター）は、すべての人間に必要な基本的資質です。

それゆえ、愛と忍耐と慈悲を育みなさい。すべての人の中に愛が存在することを悟りなさい。あらゆる差

別を一層して、あなたの信仰と伝統に忠実でありなさい。あなたの社会にいるすべてのメンバーと共に、

愛と調和の中で生きることを学びなさい。あらゆる種類の差別を放棄すれば、あなたの中に愛が育ち、あ

なたは神のビジョンを直接得ることができるでしょう。愛が伴わなければ、口先で祈っていても無益です。

神の愛だけが一つにまとめ上げるもの、やる気を引き出すもの、すべての人にとっての喜びの前触れな

のです。神は愛です。神は愛を通じてのみ悟ることができます。すべての聖者と宗教は、愛と真理と犠牲

と一体性の素晴らしさを強調してきました。それゆえ、愛を育みなさい。 
– 1990年12月25日の御講話 

 
23. Embodiments of Divine Love! Wherever you may be, never give room for any differences. Everyone 
must get rid of all selfishness, self-interest and self-centeredness. Mutual regard (Mamatha), equipoise 
(Samatha) and forbearance (kshamatha) are basic qualities necessary for every human being. Hence develop 
love, forbearance and compassion. Realise that love is present in everyone. Get rid of all differences and 
adhere to your faith and traditions. Learn to live in love and harmony with all the members of your society. 
When differences of all kinds are given up, love will grow in you and you can have a direct vision of God. 
Without love, verbal prayers are of no avail. Divine love is the only unifier, motivator and harbinger of joy 
to everyone. God is love and God can be realised only through love. All saints and religions have emphasized 
the greatness of love, truth, sacrifice and unity. Therefore, cultivate love.  

– Divine Discourse, Dec 24, 1980 
 

24. 2017年4月14日用 
愛の心を育みなさい。誰をも嫌ってはなりません。起こることはすべて自分のためだと信じなさい。いつい

かなる困難や苦しみが降りかかってきたとしても、その原因は自分自身にあると考えなさい。反対に、もし

あなたが故意にでも無意識にでも、誰かを侮辱したなら、他の誰かがいつかあなたを罰するでしょう。喜

びも苦しみもあなた自身が作り出したものです。あなたが積んだ徳や犯した罪は影のようにあなたについ

てきます。現代の多くの人は、他人に説教をしながら自分ではその教えを守ってはいません。そのような

教えにどんな価値があるというのでしょう？高尚な教えを読んだり聞いたりしても、それを熱心に実践しな

ければ、あなたにとって何の価値もありません。少なくとも、小さな形で人類同胞を助けなさい。そのお返

しに、最も助けを必要としているときにあなたは助けられるでしょう。あなたが直面している困難のことで、

決して他の人を責めてはなりません。絶対に誰かをいじめてはなりません。すべてを愛しなさい。すべて

の人を兄弟姉妹として扱いなさい。 
– 2004年1月1日の御講話 

 
24. Develop the quality of love. Do not hate anyone. Develop the faith that whatever happens to you is good 
for you. Think that whenever you encounter any difficulty or suffering, you alone are responsible for it. On 
the other hand, if you insult anyone knowingly or unknowingly, that someone else may punish you some 
day. Pleasure and pain are the products of your own making. The merit or sin you commit, follows you like 
a shadow always. Many today give sermons to others, without following their own advice. What value will 
your advice have? Whenever you read or listen to a noble thought, it is of no value to you, until you practice 
it assiduously. Help your fellow human beings at least in a small measure. You will be helped in return, 
when you need it most. Never blame others for the difficulties you face. Never abuse anyone. Love all and 
treat everyone as your brothers and sisters.  

– Divine Discourse Jan 1, 2004 
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25. 2017年4月15日用 
クリシュナはギータ―の中で「ヤグニャ〔犠牲を捧げる礼拝の儀式〕の中では、私はナーマヤグニャ〔御名

を繰り返し唱えるヤグニャ〕である」と宣言しました。悲しみを癒し、喜びを得るためには、神の御名を思い

起こさせる寺院が必要不可欠です。御名を思い起こすこと（スマラナ）は至福をもたらします。これ以上に

実り多く、魅力的で、至福に満ちた活動は他にありません！「非常に簡単な御名と、常に使うことのできる

舌、そして高揚した声で神の栄光を歌うことができる魅力的な神像が安置された寺院がありながら、なぜ

人々は地獄の門へと急ぐのだろうか？」とヴィヤーサ仙は不思議に思いました。同様に、常に寺院の中で

生活し、自分が味わった喜びを歌っていた聖者トゥルスィーダースも「ああ悲しや！人々が神の御名と寺

院を捨て、他の場所で平安と喜びを得ようとするので、私は彼らの愚かさに気がついた。彼らは自分たち

の皿の上に盛られた美味しく深い味わいの料理を捨てて、他の人の皿の上にある残飯を欲しがって手を

差し伸べている！」と嘆きました。 
– ダルマ ヴァーヒニー 第12章 

 
25. Lord Krishna declared in the Gita, “Among sacrifices (yajnas), I am the repetition of the name (nama-
yajna).” For curing grief and earning joy, temples where the name of God can be remembered are very 
essential. Remembering the name (smarana) grants bliss; there is nothing more fruitful, charming or blissful 
than this activity! Sage Vyasa wondered, “Having the great yet simple name, on the ever available tongue, 
and the temple where His enchanting image is installed so that people can sing His glory in an exalted voice... 
why should people hasten toward the gates of hell?” So too, Saint Tulsidas, who lived constantly in the 
temple and sang of the joy he tasted, lamented, “Alas! When people give up the name and the temple, and 
seek peace and joy in other places, I am reminded of the foolishness of those who forsake the rich and tasty 
fare on their plates and beg with outstretched hands for the remains from other’s plates!”  

– Dharma Vahini, Ch 12 
 

26. 2017年4月16日用 
心に平安が欠けていることが、最も重症の病です。心が平安に満ちていれば、あなたの体は健康になる

でしょう。ですから健康を望む人は誰でも、自分の感情、気持ち、自分を動かしている動機に注意を払わ

なければなりません。ちょうど衣服を洗濯するように、あなたの心（マインド）を毎日洗って汚れを落とさな

ければなりません。あなたの心（マインド）をきれいにするには、良い仲間と付き合い、虚偽、不正、無規

律、残酷さ、憎悪などの汚れとなる要素を避けなければなりません。真実、正義、平安、愛――これらは

清浄な要素となります。清浄な要素からきよらかな空気を吸い込めば、あなたの心（マインド）は悪い病原

菌から免れるでしょう。あなたは精神的にたくましく、肉体的に丈夫になるでしょう。ヴィヴェーカーナンダ

が言ったように、あなたは鋼鉄の神経と鉄の筋肉を持つべきなのです。あなたは、絶望や落胆を見せるの

ではなく、揺るぎない決意として、希望と喜びに満ち溢れなければなりません。 
– 1960年9月21日の御講話 

 
26. The greatest disease is the absence of peace. When the mind is peaceful, your body will be healthy. So 
everyone who craves for good health must pay attention to their emotions, feelings, and motives that 
animates them. Just as you wash clothes, you must wash your mind free from dirt every day. To cleanse 
your mind you should mix in good company and avoid dirt elements like falsehood, injustice, indiscipline, 
cruelty, hate, etc. Truth, righteousness, peace, love - these form the clean elements. If you inhale the pure 
air of clean elements, your mind will be free from evil bacilli and you will be mentally sturdy and physically 
strong. As Vivekananda said, you should have nerves of steel and muscles of iron. You must brim in hope 
and joy as your unshakable resolution, not display despair and dejection. 

– Divine Discourse, Sep 21, 1960 
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27. 2017年4月17日用 
人生において何かを成し遂げるためには、揺るぎない信仰と純粋な愛という二つのことが肝要です。純粋

な神の愛を体験するために、あなたは利己心と私利私欲を手放す覚悟をしなければなりません。あなた

は純粋さと不動心を培わなければなりません。あなたは、神への揺るぎない信仰をもって、あらゆる妨害

や試練に関係なく、神の愛を育まなければなりません。あなたは決して、喜びや苦しみが、何か外的な力

によって引き起こされると考えてはなりません。そうではないのです。それらは、あなた自身の思考の結果

です。他の人を非難しても何の意味もありません。もしあなたが神の愛を育めば、その愛がすべての悲し

みと、執着、怒り、妬みなどの悪い傾向を追い払うでしょう。人は、霊性教育と世俗的勉強の両方を追求

すべきです。あなたは、大自然もまた神の現れであることを悟らなければなりません。それゆえ、自然は無

視されるべきではありません。自然は結果であり、神はその原因です。あなたは、このようにして、宇宙全

体に神が遍在していることを認識しなくてはなりません。 
– 1996年6月20日の御講話 

 
27. For achieving anything in life two things are essential: firm faith and pure love. To experience pure, 
Divine love, you must be prepared to give up selfishness and self-interest. You must develop purity and 
steadfastness. With firm faith in the Divine, you must foster the love of God regardless of all obstacles and 
ordeals. You should never think that pleasure and pain are caused by some external forces; it is not so. They 
are the result of your own thoughts. There is no meaning in blaming others. If you develop love of God, that 
love will banish all sorrow and evil tendencies like attachment, anger and envy. One should pursue both 
spiritual education and secular studies. You have to realise that Nature is also a manifestation of God. Hence, 
Nature should not be ignored. Nature is the effect and God is the cause. Thus, you should recognize the 
omnipresence of the Divine in the entire cosmos.  

– Divine Discourse, Jun 20, 1996 
 

28. 2017年4月18日用 
愛の化身である皆さん！愛の証は無私の犠牲（ティヤーガ）です。愛は誰からも何も求めません。それは

誰に対しても悪意を抱きません。それは完全に無私で純粋です。愛の本質を理解できないまま、人々は

さまざまな方法で愛を切望します。愛は、無私と犠牲という気持ちで、大切にしなければなりません。世の

中で愛とみなされているもの――母の愛であろうと、兄弟愛であろうと、友情であろうと――の中には、利

己心という要素があります。利己心という汚れと完全に無縁なのは、神の愛だけです。神の愛は、最も遠

く離れた存在にさえも、手を差し伸べます。それは、バラバラに離れている人々をまとめます。それは、人

間を獣性から神性へと引き上げます。それは、世俗的な愛の形すべてを、少しずつ神性愛へと変容させ

ます。普遍的な兄弟という気持ちでさえも、エーカットヴァム（一つであること）の体験と同じではありませ

ん。このような友愛の気持ちの中にさえも、私利私欲の要素があるのです。普遍的兄弟愛を促進したいと

本当に望んでいる人々もまた、一つの神霊がすべての存在の中に棲んでいるという意識を育むべきなの

です。 
– 1996年6月20日の御講話 

 
28. Embodiments of Love! The hallmark of love is selfless sacrifice (thyaga). Love seeks nothing from 
anyone. It bears no ill-will towards anyone. It is utterly selfless and pure. Failing to understand the true 
nature of love, people yearn for it in various ways. Love must be cherished with feelings of selflessness and 
sacrifice. In what is deemed as love in the world - whether it be maternal love, brotherly love, or friendship 
- there is an element of selfishness. Only God’s love is totally free from the taint of selfishness. Divine love 
reaches out even to the remotest being. It brings together those who are separate. It raises man from animality 
to Divinity. It transforms gradually all forms of worldly love to Divine love. Even the feeling of universal 
brotherliness is not the same as the experience of ekatvam (oneness). Even in such a fraternal feeling there 
is an element of self-interest. Those who really wish to promote universal brotherhood too should develop 
the consciousness of the one Spirit dwelling in all beings.  

– Divine Discourse, Jun20, 1996 
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29. 2017年4月19日用 
この世界においては、善と悪、富と貧困、賞賛と非難は、共に起こります。幸福から幸福を引き出すことは

できません。（ナ スカート ラービャテー スカム）。幸福が生まれるのは、悲しみからだけです。今日はお金

持ちの男性が、明日には落ちぶれた貧者になるかもしれません。同じように、貧者がいつかお金持ちに

なるかもしれません。あなたは今日誉められています。しかし明日には批判されるかもしれません。賞賛と

非難、幸福と悲しみ、成功と逆境を、平静な心で受け止めることが、真の人間の証です。ギータ―は「幸

福と悲しみ、獲得と損失、勝利と敗北の中でも、人は平静なマインドを保つべきである。（スカドゥフケー 
サメークルットワー ラーバラーバウ ヂャヤーヂャヤウ。）」と宣言しています。悲しみと幸福、利益と損失の

双方を平静さをもって受け止めれば、あなたは初めて人間として自分の人生を真の意味で楽しむことが

できるのです。悲しみを伴わない幸福に価値はありません。 それゆえ、もしあなたが真の幸福を体験した

いのであれば、悲しみを歓迎しなさい。 
– 1996年7月9日の御講話 

 
29. Good and bad, wealth and poverty, praise and blame go together in this world. You cannot derive 
happiness out of happiness (Na sukhat labhate sukham). Happiness comes only out of sorrow. A wealthy 
man today may become a pauper tomorrow. Similarly, a pauper may become a rich man some day or other. 
Today you are being praised, but tomorrow you may be criticised. To consider praise and blame, happiness 
and sorrow, prosperity and adversity with equal-mindedness is the hallmark of a true human being. The Gita 
declares, “Remain equal-minded in happiness and sorrow, gain and loss, victory and defeat (Sukha Dukhe 
same kritva labhalabhau jayajayau). You can truly enjoy your life as a human being only when you consider 
both sorrow and happiness, profit and loss with equanimity. There is no value for happiness without sorrow. 
Therefore, welcome sorrow if you want to experience real happiness. 

– Divine Discourse, Jul 9, 1996 
 

30. 2017年4月20日用 
神は無限です。比較は、第二のものがあるときのみ可能なのですから、神を測ったり、何かと比べたりする

ことは不可能です。神は遍在です。ヴェーダは次のように宣言しています。「エーカメーヴァ アドヴィッティ

ーヤム（神は唯一無二なり）。」神は意志しました。「エーコーハム バフッスヤーム（我は一なる者、我は多

になろう）。」自らの意志により、神は多となって顕現しました。すべての宗教はこの真理を受け入れていま

す。聖書は「神は自らの似姿として人を創った」と明言しています。このようにして、一なる者から多様性を

持つ宇宙が出現しました。知識が増えるにつれ、人間の中の獣性は消え、人は文化を発達させてそれを

洗練させることができるようになりました。格言にも、「ダイヴァム マーヌシャ ルーペーナ（神は人間の姿を

とって化身する）」とあります。それゆえ、あなた自身を単なる自然の産物、感覚と物質的要素から成る生

き物、と見なしてはいけません。あなたは神の具現なのです。 
– 1988年9月15日の御講話 

 
30. God is infinite. It is impossible to measure Him or compare Him with anything, for there is no ‘other’ to 
compare. He is omnipresent. The Vedas declare, “He is One alone without a second” (Ekam eva Advitiyam). 
The Divine willed: “I am One; I shall become many” (Ekoham Bahusyaam). By His Will God manifested 
Himself in the many. All religions have accepted this truth. The Bible declares: “God created man in His 
own image.” Thus, from the One, the manifold cosmos emerged. With the growth of knowledge, the animal 
nature in man has diminished and he has been able to develop and refine his culture. As the saying goes, 
Divine appears in human form (Daivam maanusha rupena). Hence do not consider yourself as a mere 
product of Nature, a creature of the senses and the physical elements. You are an embodiment of Divinity.  

– Divine Discourse, Sep 15, 1988 
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31. 2017年4月21日用 
あたりが薄暗いと、人は太い縄を蛇だと勘違いしてしまいます。光で照らされれば、ただの縄だけがそこ

にあります。蛇がいたことは一度もありませんでした。一瞬の錯覚が、蛇がいて、縄はないと思わせたので

す。これがマーヤーと呼ばれるものです。マーヤーは、そこにないものをあると思わせ、そこに存在しない

ものを存在すると信じ込ませます。プラクリティとアヴィッディヤーとマーヤーが結合した力が、人々に自分

の本質を忘れさせるのです。人はしばしば、自分は多くのことを成し遂げたと思い、自分が達成したことは

どれも、すべて自分の努力と能力によるものだと信じます。高次の力が存在し、それこそが行為と結果を

もたらす力であるという真実を、人は忘れています！これがブラマ（妄想）の影響です。この錯覚を一掃し

て、生まれ持った神性を理解できるようにするために、古代の聖仙たちは祈りを教えたのです。 
– 1991年9月12日の御講話 

 
31. In the twilight of dusk, one mistakes a thick rope for a snake. When the place is lit, only rope remains - 
the snake was never there. A momentary delusion caused the appearance of the snake and the absence of the 
rope. This phenomenon is called Maya. Maya makes you imagine the presence of what is not there and 
believe in the existence of that which is non-existent. The combined power of Prakriti, Avidya and Maya 
(Phenomenal world, Ignorance and Delusion) makes people forget their true nature. People often imagine 
that they accomplished many things, and believe that all their achievements are entirely due to their own 
efforts and capabilities. They forget the truth that there is a higher power which is the driving force for action 
as well as the results thereof! This is the effect of delusion (bhrama). To help get rid of this delusion and 
enable one to comprehend the inherent divine nature, the ancients suggested prayers.  

– Divine Discourse, Sep 12, 1991 
 

32. 2017年4月22日用 
クシャマ（堪忍）は、霊的進歩の真の基盤です。偉大とされた人々や国々は、クシャマを消失したために、

その栄光、名声、評判を失ってしまいました。忍耐と、自制の能力がなければ、人は霊的に弱くなります。

このような弱さは、悪い思い、望ましくない思考、不適切な行動へとつながります。この美徳は、不運な環

境の中で最もよく育まれます。それゆえ人は、面倒なことを迷惑だと考えずに、喜んで迎え入れなければ

なりません。このように、嘆き悲しむ時間と、不幸や苦境という環境が、クシャマを発達させるための理想

的な機会を提供するのです。しかしながら、精神的弱さと無知のために、私たちは痛みを伴う経験や苦悩

を避けます。私たちは弱くなるのではなく、勇敢になり、面倒なことを歓迎すべきです。面倒なことは来る

がままにしなさい。多い方が楽しくなります。このような勇気ある姿勢を伴って初めて、あなたは内面に隠

されているクシャマを引き出すことができるでしょう。 
– 2000年5月25日の御講話 

 
32. For spiritual progress kshama (forbearance) is the real basis or foundation. Great people and countries 
have lost their glory, prestige, and reputation because of the disappearance of Kshama. Without patience and 
the capacity for forbearance, one becomes spiritually weak. Such weakness leads to bad feelings, undesirable 
thoughts, and unbecoming actions. This virtue is best cultivated under adverse circumstances, and one must 
therefore gladly welcome troubles instead of regarding them as unwelcome. Thus, times of distress, and an 
environment of sorrow and misery offer the ideal opportunity for the development of Kshama. However, 
because of mental weakness and ignorance, we shun painful experiences and distress. You should not be 
weak; be brave and welcome troubles. Let them come, more the merrier. Only with such a courageous 
attitude, you would be able to bring out the kshama hidden within you.  

– Divine Discourse, May 25, 2000 
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33. 2017年4月23日用 
あなたは、愛を通じてのみ、愛を求めようとしなければなりません。ゴーピカーたちは「おお、クリシュナ、

あなたの甘い横笛を奏でて、愛のないハートという砂漠に、愛の種を蒔いてください。愛の雨を地上に降

らせてください。愛の川を流してください」と祈りました。愛の川が常に流れなければなりません。もしあな

たがこの愛という一つの原理を理解することができれば、それで充分です。この愛はすべてです。この愛

を、あなたの人生における最も大切なものとして扱いなさい。あなたの愛を形あるものに向けてはなりませ

ん。もしあなたが愛ゆえに愛し続けるのであれば、そのような愛は永遠不滅になるでしょう。愛されるべき

は体ではなく、愛の原理です。すべての名と姿は、束の間で非永続的です。一時的な物や存在に向けら

れる愛は肉体的なものです。一方、愛ゆえの愛は永遠です。愛は神です。あなたは、そのような愛をもっ

て、神性に到達しなければなりません。 
– 2003年10月28日の御講話 

 
33. You have to seek love only through love. The Gopikas prayed: “Oh Krishna, play Your sweet flute and 
sow the seeds of love in the desert of loveless hearts. Let the rain of love fall on earth and make the rivers 
of love flow.” The rivers of love must flow continuously. It is enough, if you can understand this one 
principle of love. This love is everything. Treat this love as the be-all and end-all of your life. Do not direct 
your love towards material objects. If you continue to love for love’s sake, then such a love will be eternal. 
It is not the body that is to be loved, but the principle of love. All the names and forms are evanescent and 
impermanent. Love directed towards temporary objects or beings is physical, whereas love for love’s sake 
is eternal. Love is God. You must attain Divinity with such love. 

– Divine Discourse, Oct 28, 2003 
 

34. 2017年4月24日用 
あなた方は、すべての行為には結果がつきものであるということを理解すべきです。蒔かれた種によって

木の性質が決まるように、一つひとつの行為の結果は、その行為の性質によって決まります。行為の結果

を回避することは、誰にもできません。それゆえ、皇帝マヌは、万人はダルマを守るべしと定めました。行

為の結果が現れるのは遅いことも早いこともありますが、それは必ず生じます。絶えず神を思い、神聖な

気持ちですべての行為を行うならば、人間的性質の完全な開花を経験する、ということをあなた方はよく

理解すべきです。すべての行為を神への捧げ物と見なしなさい。行為を避けることはできません。仕事

〔行為〕を礼拝に変容させなくてはなりません。この精神で仕事をしなければなりません。仕事をする代わ

りに祈りで済ませることはできません。仕事と礼拝の両方を結びつけなくてはなりません。 
– 1992年8月31日の御講話 

 
34. You should realise that for every action there is a consequence. The results of each action depend on the 
nature of the action, just as the nature of the tree depends on the seed which is sowed. The consequences of 
one’s actions are inescapable and it is for this reason that the Emperor Manu laid down that all should observe 
Dharma. The consequences of actions may appear sooner or later but they are bound to occur. When you 
constantly think of God and perform all actions with Divine feelings, you will experience the full blossoming 
of the human qualities. Consider every action as dedicated to God. You cannot avoid actions. You must 
transform work into worship. You have to perform work in this spirit. You cannot substitute prayer for work. 
You have to combine both work and worship.  

– Divine Discourse, Aug 31, 1992 
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35. 2017年4月25日用 
あなた方は神の像を安置して礼拝するかもしれません。しかし、あらゆる礼拝の内なる意義を忘れてはな

りません。外に向かう活動すべては、皆さんが不二一元の精神を得て、多様性の中の一体性を体験する

のを助けるためにのみ、必要なのです。愛と犠牲はとても重要です。純粋で、穢れなく、利己心のない、

神聖で、崇高な愛があるならば、そこに恐れはありません。与えることと受け取らないことが、霊性修行（サ

ーダナ）の根本原則です。あなたのハートは愛にあふれていますが、あなたはハートを神に向けずに、利

己的な目的だけに使っています。神は頭の中にではなくハートの中にいます。ハートはプレーマ マヤム

（愛でいっぱい）です。毎日、神は一つであり、すべての宗教は「神は一つであり遍在である」という同一

の原理を掲げていることを、思い起こさなければなりません。どの宗教も神への道なのですから、どれも軽

視すべきではありません。同胞への愛を育み、神の祝福を受け取りなさい。これが人生の目的（ゴール）

です。 
– 1994年9月9日の御講話 

 
35. You may install idols and worship them. But do not forget the inner significance of all that worship. All 
external activities are necessary only to help you to get the spirit of non-duality and experience unity in 
diversity. Love and sacrifice are very important. Where there is pure, unsullied, selfless, sacred and sublime 
love there is no fear at all. Giving and not getting is the underlying principle of spiritual sadhana. Your heart 
is full of love, but you are using it only for selfish purposes instead of diverting it towards God. God is in 
the heart and not in the head. The heart is full of love. Every day, remind yourself that God is one; all 
religions uphold the same principle of ‘One God, who is omnipresent.’ Do not have contempt for any religion, 
as each is a pathway to God. Fostering love towards your fellow-beings, receive the blessings of the Divine. 
This is the goal of life.  

– Divine Discourse, Sep 9, 1994 
 

36. 2017年4月26日用 
あなた方は、不必要にさまざまな案件に取り組み、計画し、日夜絶えずそのことについて考えています。

そういった努力にもかかわらず、手には何も持たずに逝かなければなりません。体は水の泡のようなもの

です。心（マインド）は狂った猿のようなものです。もし、狂った猿に従えば、トラブルに巻き込まれるでしょ

う。同じように、もし体を信じても、水の泡のようなこの体がいつ弾け散るのか、あなたにはわからないので

す。永遠のものは何ひとつありません。アートマ（真我）だけが永遠不滅です。「私」と「真我」と「神」はす

べて、アートマスワルーパを指す別名なのです。神はラーマやクリシュナ等々として化身し、数多くの困難

に遭遇し、偉大な理想を身をもって示しました。最終的には、彼らも肉体を去ったのです。アヴァターの肉

体は変化を被りますが、その肉体に内在する神聖アートマは同一です。それは遍在であり、永遠であり、

不変です。すべての人間の中にある神性は、一つであり、同じものなのです。 
– 2009年1月1日の御講話 

 
36. You are unnecessarily struggling and planning several schemes, thinking about them day and night. In 
spite of all your struggles, what has to go out of your hands will go. The body is like a water bubble. The 
mind is like a mad monkey. If you follow this mad monkey, you will get into trouble. In the same manner, 
if you believe in the body, you do not know when this body, which is like a water bubble, will burst. Nothing 
is permanent. Only the Atma (Self) is eternal and immortal. ‘I’, ‘Self’, ‘God’ are all different names by which 
the Atmaswarupa is called. God incarnated as Rama, Krishna, and the like, and underwent several difficulties 
to demonstrate great ideals. Finally, they too left the mortal coil. The physical bodies of the Avatars undergo 
changes, but the Divine Atma in their bodies remains the same. It is omnipresent, eternal and changeless. 
Divinity in all the human beings is one and the same. 

– Divine Discourse, Jan 1, 2009 
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37. 2017年4月27日用 
あなた方は、神の講話と指示を聴くという貴重な機会を得てきました。それらはあなた方のハートに刻まれ

ています。あなた方の会話の多くは、私あるいは、私の神性遊戯（リーラー）や栄光（マヒマー）が中心で

す。私があなた方に与えるアドバイスはこうです。「この崇拝をあなたの生活の中で生かしなさい。あなた

がどれほど規律正しいか、あなたがどれほど誠実に両親に従っているか、あなたがどれほど深く師を尊敬

しているかが、あなたの仲間たちに見えるようにしなさい。あなたがどこで生活しようとも、あなたが私という

神の前で立派に振舞っているのとまったく同じように、美徳と自己管理を放射する光となりなさい。無規

律、無作法、無責任、悪習慣に逆戻りしてはなりません。食事に文句をつけてはなりません。何を得ようと

も喜んでそれを食しなさい。あなたの両親があなたに使い走りをするように命じたら、反抗してはなりませ

ん。喜んで走って、用事を済ませなさい。両親があなたに介護をして欲しいと望んだら、楽しく、知性を使

って、チャンスを得たことを喜ぶ気持ちで、それを行いなさい。どこで暮らしてもいいのです。私があなた

にもっともっと恩寵を注ぐことができるのならば。 
– 1968年2月22日の御講話 

 
37. You have had the valuable opportunity to listen to Divine discourses and directions, they have been 
printed upon your hearts; many of your conversations is centred on Me or on My divine play (leelas) and 
glory (mahima). My advice to you is: Apply this adoration in your life. Let your companions see how 
disciplined you are, how sincerely you obey your parents, and how deeply you revere your teachers. Be a 
light, radiating virtue and self-control wherever you live, just as commendably as you did when in My divine 
presence. Do not slide back into indiscipline, bad manners, irresponsibility and evil habits. Do not complain 
against food; eat with pleasure whatever you get. Do not protest against any errand that your parents may 
assign you. Run gladly and fulfil it. When they want you to nurse them, do it happily, intelligently, and 
feeling glad that you got the chance. Live anywhere but such that I can pour My Grace on you, more and 
more.  

– Divine Discourse, Feb 22, 1968 
 

38. 2017年4月28日用 
清らかなハートで清らかな活動に従事し、良い評判を得なさい。あなた方が私に捧げなければならないも

のは、あなたが得た良い評判です。それが最高の感謝の表現です。たとえどんなことがあっても、悪い評

判を得てはなりません。たとえ人助けができなくても、人に害を及ぼしてはなりません。学生と霊的求道者

は皆、人が自分にしてくれたことに対してハートに感謝の念を抱いているべきであり、どんな形であれ自

分が助けられたことをずっと覚えているべきです。そのように感謝の気持ちを抱いて生活する人だけが、

生活の中で平安と幸せを見つけられるようになるでしょう。あなた方全員が、絶えず神を思い、社会奉仕

を続け、理想的な家庭生活を営み、平安と幸福を楽しむことを、私は願っています。これがあなた方全員

への私の祝祷です。 
– 1991年12月25日の御講話 

 
38. Engage yourselves in pure activities with pure hearts and earn a good name. What you have to offer to 
Me is the good name earned by you. This is the highest expression of your gratitude. In no circumstance 
should you bring a bad name. Even if you fail to be helpful to others, do not cause harm to others. Students 
and all spiritual aspirants should cherish in their hearts with gratitude the good done to them by others and 
always remember the help rendered to them, in whatever form it may be. Only those who lead such grateful 
lives will be able to find peace and happiness in their lives. I desire that all of you should constantly think 
of God, continue to render social service, lead ideal family lives and enjoy peace and happiness. This is My 
benediction for all of you.  

– Divine Discourse, Dec 25, 1991 
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39. 2017年4月29日用 
1469年に生まれたグル・ナーナクは、シク教の初代グルで、グループで集まって歌う（バジャン）という修

行を始めました。年月を重ねるにつれてこの運動は盛り上がりを見せ、偉大な聖者であり作曲家であるテ

ィヤーガラージャ（18世紀）が、バジャンにラーガ（音楽的形式）とターラ（拍子）をもたらしました。それ以

来、バジャンはインド全土で国民的人気を得ているのです。主要な宗教もすべて、グループで集まって

個人と世界の幸せを祈ることの重要性を強調しています。バジャンは、神と一つであることを皆が揃って

体験できるように、参加者たちの気持ちと歌とリズミカルな拍子を調和させるためのものです。信愛（バク

ティ）は、バジャンの第一に据えるべきものです。このようなバジャンには霊的な効果があります。それゆ

え、あなたの歌に愛を追加して、歌われるすべての歌を通じて、神への強い愛と純粋な信愛をあふれさ

せなさい。 
– 1986年10月8日の御講話 

 
39. Born in 1469 A.D., Guru Nanak, the first Sikh guru, started the practice of community singing (bhajans). 
This gathered momentum over the years and the great Saint-composer Thyagaraja (in 1700s) invested 
Bhajans with raga and tala (musical form and rhythm). Since then bhajans have acquired national vogue in 
all parts of India. All major religions also emphasize the importance of community prayers for the wellbeing 
of the individual and the world. Bhajans are intended to harmonise the feelings, the singing, and the rhythmic 
beats of the participants so that they experience in unison the oneness of the Divine. Devotion (Bhakti) 
should be given the first and foremost place in Bhajans. Such bhajans are spiritually efficacious. Hence, let 
your songs be surcharged with love and let the intense love for the Lord and pure devotion flow through 
every song that is sung.  

– Divine Discourse, Oct 8, 1986 
 

40. 2017年4月30日用 
俗事に浸っている人間の心（マインド）にとって、神の方を向くのは簡単なことではありません。心（マイン

ド）が変容して、真我（アートマ）の支配下に置かれたとき、初めて体が神の至福（アーナンダ）を体験しま

す。心（マインド）を変容させる方法は、信愛（バクティ：神への強い愛）です。少しずつ、あなたの心（マイ

ンド）を神に向けなさい。それが神に溶け込むまで。瞑想、神の御名を繰り返し唱えること、グループで信

愛の歌を歌うこと（バジャン）、聖典を読むこと、その他のこのような活動が考案されたのは、ただ、心（マイ

ンド）が神に集中できるように、心（マインド）を清めるためなのです。よい収穫を得るためには、畑を適切

に耕して、種まきの準備を整えなければなりません。同様に、もし神の英知という果実を生み出したいので

あれば、善良で神聖な行為と霊性修行（サーダナ）を通じて、私たちのハートという畑を純粋で神聖な状

態にしなければなりません。 
– 1984年10月8日の御講話 

 
40. It is not easy for the human mind, immersed in worldly concerns to turn to God. It is only when the mind 
is transformed and brought under the control of the Soul (Atma) that the body experiences Divine Bliss 
(Ananda). The means by which the mind is transformed is devotion (Bhakthi - intense love for God). 
Progressively, turn your mind towards God until it merges in God. Meditation, repetition of the names of 
the Lord, group singing of devotional songs (bhajans), reading of scriptures and other such activities are 
designed only to purify the mind so that it can concentrate on God. As a field has to be properly ploughed 
and prepared for sowing so as to reap a good harvest, the field of our heart has to be rendered pure and sacred 
through good and holy actions and spiritual discipline (sadhana) if it is to yield the fruit of Divine Wisdom. 

– Divine Discourse, Oct 8, 1984 
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