
参加申込ガイド



善、道徳、真理のような理想を実践し、世に示す人は、
その言葉の厳格な意味において「青年」です。

実際、このような人々だけが、あなたにとって最良の友であり、
私にとっても最高の友人なのです。

- サティヤ サイ ババ -



親愛なるユースの皆さんへ

オーム シュリ サイ ラム

サティヤ サイ 世界ユース フェスティバルへ皆さんをご招待できることをたいへんうれしく思います。皆
さんのために企画されたこのフェスティバルは、敬愛する我らが主、サティヤ サイ ババ様が降誕し、私
たちの間を歩くことをお選びになった聖地、プラシャーンティ ニラヤムにて開催されます。

フェスティバルは、「愛は源、愛は道、愛はゴール」というテーマで、2016年7月12日から始まり、7月14日
に終了します。愛を完全に実感認識することは、自己実現へと導きます。それゆえ愛は、青年時代から
私たちの人生に求められている最も重要な原理なのです。

このフェスティバルの後、15日にアーシャーディ エーカーダシーが、19日にグル プールニマー祭が祝わ
れるプラシャーンティ ニラヤムは、大いなるエネルギーと情熱と祝祭気分に満たされることでしょう。

世界中のサイ ユースによって組織されているフェスティバル委員会は、本フェスティバルに関する重要
なお知らせをこの登録ガイドブックの中にまとめました。この情報は、旅行の手配をし、あなたの大学や
仕事のスケジュールを調整するのに役立つことでしょう。またよく質問される事項についても、このガイド
ブックの中に含まれています。

どうぞ、世界中から集まる何千人ものユースと共に、このフェスティバルに参加して、サティヤ サ イユー
スであることの喜びを祝い、体験してください。最も愛するサティヤ サイの生き方と御教えと哲学を実践
し、分かち合い、後世に伝えていきましょう。

愛を込めて

シヴェンドラ クマール
国際ユース世話人
サティヤサイ国際オーガニゼーション
kumar.shivend@gmail.com

ユースへのメッセージ
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フェスティバル プログラム



7月12日（1日目）

1日目のテーマは「愛は源」です。

サティヤ サイ ババは無限の愛の源です。彼の人生、御教え、哲学は、純粋な無私の愛で満たされ

ています。私たちは、サティヤ サイ ババの青年時代を学ぶ機会を得、純粋で無私の愛の無限の

源につながるでしょう。1日目は、創造的なプレゼンテーション、短いスピーチ、対話型ワークショッ

プを通じて、自分たちは本当に愛の化身なのだという究極の真理についての認識を深めます。

1日目のハイライト

グランド オープニング セレモニー

位置について、用意、ゴール！ ダイナミックな双方向型展示会

7月13日（2日目）

2日目のテーマは「愛は道」です。

1日目に純粋な無私の愛の無限の源につながった後、2日目には、エネルギーと明晰さと情熱を使っ

て、人生のさまざまな否定的局面をどのようにユースが乗り越えていくかを示す、壮大な冒険へと各

国代表者たちを連れて行きます。2日目に行われる早朝のエネルギー活性化プログラム、短いス

ピーチ、対話型セッションと、華やかな午後のプログラムは、成功への最善の道は愛であることをす

べての人に確信させることでしょう。

2日目のハイライト

早朝のアウトドアセッション

午後の演劇プログラムと太鼓チャレンジ



7月14日（3日目）

3日目のテーマは「愛はゴール」です。

前に進むために「愛の道」を選択すると、人生は神聖になります。この道における体験は、永遠の愛

で満たされます。それは、私たちの周りにいる人々を元気づけ、彼らに神の愛を吹き込みながら、彼

らのハートを通じて広がります。早朝のエネルギー活性化プログラム、体験談、内省セッションと、午

後の華やかな音楽プログラムは、各国代表者たちに信愛と活力をチャージすることでしょう。

3日目のハイライト

地域ネットワーク形成セッション

午後のグローバルミュージカルプログラム



愛のサーダナ



私たちは史上初となるサティヤ サイ世界ユース フェスティバルの準備として、この極めて神聖な機会

を最大限に活用するため、私たちの内面に集中する必要があります。この趣旨に基づいて、世界共通

のサーダナ（霊性修行）プログラムである「愛のサーダナ」に参加することが奨励されます。 

私たちの愛する主、バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババは、サイ アヴァターが降臨された目的、サティ

ヤ サイ国際オーガニゼーションの目的、私たちが人間として生まれてきた目的は、一人ひとりに内在す

る神性を悟ることを手助けすることだと、私たちに教えてくださいました。  

それゆえ、「愛のサーダナ - 愛は源、愛は道、愛はゴール」プログラムは、サティヤ サイ ユースが、自ら

の本質を純粋な愛として実感認識することを助けるために作られました。サティヤ サイ世界ユース フェ

スティバルは、私たちが皆と一緒に愛に集中し、ハートとマインドを浄化し、私たちがすでにそうである愛

そのものになるための神聖な機会なのです。 

プログラムの全体構造

「愛のサーダナ」プログラムは、サティヤ サイ ババの御教えに基づき、自信、自分に満足すること、自己

犠牲、自己実現という、累進的な4つの段階を中心に構成されています。

「自信」とは、自分の中に神あるいは真我が存在すること、あるいは自分が真我であることを完全に信

じ、確信することです。これが「自分に満足する」ことへとつながります。「自分に満足する」とは、真我の

みに満足することです。これが、「自己犠牲」へ向けての準備です。「自己犠牲」とは、あらゆる自我と自

己中心性と欲望を手放すことです。欲望を撲滅し、心（マインド）を滅することが、常時存在する原初の

神我を明らかにします。これが「自己実現」です。



愛のサーダナプログラムの全体構造

「愛のサーダナ」プログラムには、4つの段階それぞれに、どのようにしたらその段階に到達することがで

きるのかに関するスワミの御言葉と、18のサーダナが含まれています。サーダナとは、マインドを鎮め浄

化すると同時に、自己実現へ向かう私たちの旅路をサポートしてくれる霊性修行のことです。 

実施方法

愛に集中し、内なるサイの声に耳を傾けながら、「愛のサーダナ」プログラムからサーダナを選んでくださ

い。そのサーダナによって愛が最大限に引き出され、すべての中に同一の神が愛として宿っていること

を実感認識させてくれると感じるものを選んでください。  

• 自信、自分に満足すること、自己犠牲、自己実現の 4 段階から、それぞれ1つ以上のサーダナを選

んでください。仕事、礼拝、英知の 3 カテゴリーからそれぞれ１つ以上選ぶ必要はありません。 良

心の導きに従いましょう。

• あなたが選んだそれぞれのサーダナに関するスワミの御言葉を読み研究しましょう。スワミが与えて

くださったそれぞれのサーダナに関する引用文を読み、その引用元である御講話全体を読んだり、よ

り広範にスワミの御教えを調べたりするなど、自由に研究しましょう。

• 2016年7月のサティヤ サイ世界ユース フェスティバルに至るまでの期間中、さらには自己実現の

ゴールを達成するまで、自主的に自分が選んだサーダナに愛の込もった首尾一貫した態度で取組

んでください。

自信

自分がアートマ（真我ま
たは愛）であるということ
を信じて疑わないこと。こ
れが「自分に満足する」こ
とへと繋がります。

自分に満足する

自分の神我のみに満足
し、外的世界にある一
見喜びの源泉に見える
ものに惑わされないこ
と。これが、「自己犠牲」
へ向けての準備です。

自己犠牲

あらゆる自我の感覚と、
神とは別個の存在であ
るという感覚を、愛を込
めて手放すこと。これが
「自己実現」に繋がりま
す。

自己実現

全創造物に行き渡っている
無限で無私の愛が自分の
本当の性質であることを常
に体験すること。この一つ
であることを体験する中に
は、愛しかありません。



• あなたの言葉、行動、思考、人格とハートの中に、より多くの愛を表してください。あなたが愛の中で

生き、世界の光と神の愛の灯台となるように、あなた自身を通じて愛する神を輝かせてください。

一度選んだサーダナが日々の生活の中に根付いたら、すべてを無私の心で受け入れるために、あなた
の愛を広げる助けとなるサーダナをさらにいくつか選ぶことができます。

愛のサーダナのステップ

これらの個人によるサーダナに加えて、グループでのサーダナも選ぶことができます。サイ ユースの

リーダーは、サイ ユース、サイ ユース アドバイザー、センター世話人、地域世話人と一緒に、どれを選

ぶかを話し合うことが推奨されます。

サイ ユースは「愛のサーダナ」の実践や理解を深めていく方法を、自分自身で独自に決めてかまいませ

ん。サイ ユースは、自分のサーダナを実行し、その経過をチェックし、実践の結果得られた恩恵につい

て話し合うためのツールや技法を各自で選ぶことができます。  過去、ユースのサーダナに役立った方

法には、次のようなものがあります。

• 個人の内省用日記
• 自分自身を見つめチェックする
• 仲間や助言者からのサポートシステム
• 毎週あるいは隔週のスタディー サークル
• SSIOのコミュニケーション＆SNSガイドラインに沿った形での、スカイプ会議、ワッツアップ メッセン

ジャー（ＬＩＮＥに似たSNS）、オンライン フォーラムなどのテクノロジー活用

よい成果が得られた成功事例がありましたら、ぜひ紹介してください。 

4段階から
それぞれ1つずつ
サーダナを
選んでください

選んだサーダナ
についての

御言葉を読み、
研究してください

サーダナを
愛を込めて
一貫して

実践してください

もっともっと
たくさんの愛を
表してください



参加申し込み方法



各国代表者の参加申し込み方法

各国の代表としてこのフェスティバルに参加したいと思っているのであれば、これは稀有の機会です！

（世界ユース フェスティバルは、人生の思い出として、素晴らしい体験となるでしょう。これは、スワミご自

身からの招待状であると考えてください！）各国代表者の参加申し込みは、2016年1月に受付を開始

し、2016年4月14日あるいは申込者数が宿泊施設の許容限度に達した際に締め切りとなります。そうし
た事態になってがっかりしないように、早めに申し込むことをお勧めします。 参加申し込みが受理された

方々へは、手続き完了後7日以内に通知が届くことになっています。

参加申し込みは、こちらをクリックしてください。

申し込み時に登録された個人情報は、ユース フェスティバルとプラシャーンティ ニラヤムでの諸手続き
のために使用します。

ボランティアの参加申し込み方法

イベント全体が成功するか否かは、ボランティアの方々の力によるところが大です。もしお手伝いをした

いということであれば、ぜひ知らせてください！会場設営、食事の配膳、その他フェスティバルを成功さ

せめのお手伝いができるボランティアを約400名募集しています。ボランティアの申し込みも、2016年1月

14日から4月14日まで受け付けています。

ボランティア志願者は、参加申し込みサイトから申し込むことができますが、その際に「ボランティア」とい

う選択肢を選ぶ必要があります。ボランティアに申し込んだ方が各国代表者としても参加登録することは

できません。各国代表者の方は、7月12日以前の準備作業と、7月14日以降の撤収作業に参加すること

ができます。

申し込み時に登録された個人情報は、ユース フェスティバルとプラシャーンティ ニラヤムでの諸手続き

のために使用します。

渡航スケジュール

各国代表者たちには、4種類の到着期限日があります。7月11日までには全員が到着する必要がありま

す。それ以降に到着した場合には、参加登録と宿泊場所の保証はできかねますので、ご了承ください。
1. 各国代表者：　7月11日に現地着
2. 音楽、演劇、展示会に参加する代表者と講演予定者：　7月8日に現地着
3. フェスティバル中のプログラム担当責任者およびボランティア全員：　7月6日に現地着

4. 各国の統括責任者となる代表者：　7月5日に現地着

https://premasai.org/ssio/saiyouthfest


現地出発予定日は次のとおりです。
1. 各国代表者: 7月15日以降に現地出発。（グル プールニマー祭に参加したい方は、引き続きアシュラ

ム内に滞在することができます。）

2. 展示会、アシュラム内の奉仕プログラム、国際バジャンチームに関係する代表者とボランティア：　7

月19日に現地出発。

3. 各国の統括責任者となる代表者：　7月19日以降に現地出発

子供連れの参加

フェスティバルに子供連れ 参加したいと考えていますか？それは実にいい選択です！フェスティバル

はお子さんにとって特別に楽しい時間となることでしょう！プラシャーンティ ニラヤム探検プログラム

（PEP)は、プラシャーンティ ニラヤムの不思議と魔力に魅了される半日の子供向けプログラムです。

PEPは、主要施設の訪問、サイ スクール1日体験、スワミの不思議な伝説発見、文化の多様性ワーク

ショップ、たくさんのサプライズなどに参加できるよう作られています。PEPはすべての年齢層のお子さ

んを対象にしていますが、活動は6歳以上と5歳以下の2グループに分かれます。

どうぞ家族全員でサティヤ サイ世界ユース フェスティバルに申し込み、この7月に楽しい家族の思

い出を作ってください。

特別なサポートが必要な各国代表者

今回の組織委員会は特別なサポートが必要な各国代表者に配慮しています。もし、そのような必要があ

れば、具体的な要望をウェブページからの参加申し込み時にお知らせください。また、何かありましたら

担当者のデラクシュミ ロゲンドラン（specailneeds@saiyouthfest.org）まで連絡してください。

プラシャーンティ ニラヤムへの渡航

海外からプラシャーンティ ニラヤムへ渡航する際に必要なものは次のとおりです。
• 有効なパスポートとビザ
• 帰りの航空券（インド国以外のパスポートを持っている場合）
• アシュラム内に宿泊する際に必要なパスポートサイズの顔写真2枚
• 白の長袖シャツと長ズボン（男性）、サリー・またはパンジャビスーツ（女性)
• 常備薬



渡航にあたって必要な予防接種や特別な薬があるかどうかについては、かかりつけ医にご相談ください。

７月のプラシャーンティ ニラヤムは暑く、平均気温摂氏31度で、雨が降ることもあります。

通訳サービス

ロシア語・スペイン語・ポルトガル語を話す各国代表者には、英語の通訳サービスを用意しています。こ

れ以外の言語の通訳サービスが必要な各国代表者は、参加申し込み時にお知らせください。

プログラムへの参加

フェスティバル期間中には、さまざまなプログラムに参加する機会があります。参加申し込みには次の
２つの方法があります。  

1. 所属する国もしくは地域が参加するプログラムに参加する。この場合、自国または地域のサイ
ユース世話人に連絡してください。もし、誰に連絡すればよいのかわからない場合には、所属国
名と連絡先を明記の上、 info@saiyouthfest.org までご連絡ください。

2. フェスティバルのために、さまざまなプログラムやボランティアのチームが立ち上げられました。下
記のチームのいずれかに参加したい場合には、それぞれの担当者までご連絡ください。なお、参
加登録するチームは1つにしておくことをお勧めします。

• 音楽: Jorg Schuppler (music@saiyouthfest.org)
• 演劇: Veena Srianadarajah (drama@saiyouthfest.org)
• 大会プログラム: Sai Usha Haridas (program@saiyouthfest.org)
• 展示会: Sai Usha Haridas (exhibition@saiyouthfest.org)
• 子供用プログラム: Alvin Leo (children@saiyouthfest.org)
• 特別なサポートが必要な各国代表者: Deluxmi Logendran (specialneeds@saiyouthfest.org)
• ボランティア: Vignesh Shanmugam (volunteering@saiyouthfest.org)
• その他のサポート: Veena Srianadarajah (support@saiyouthfest.org)



よくある質問

どのような予防接種をし、どのような薬を持参すべきでしょうか？ 

この件については、かかりつけ医に相談してください。通常は、既に処方されている薬や鎮痛剤などを

持参するのがよいと思われます。 

航空券及びアシュラム往復の移動の手配は自分で行わなくてはなりませんか？ 

フェスティバル委員会は、航空券及びアシュラム往復の移動の手配は行いません。自国のサイ ユース

世話人に連絡を取るのがいいかもしれません。個人ではなくグループでの渡航をお勧めします。  

インドに入国する際にビザは必要となりますか？ 

はい。もし、インド国のパスポートを持っていない場合にはビザが必要です。インド大使館、あるいは利

用する旅行会社や航空会社にお尋ねください。

アシュラムの外に滞在することはできますか？
各国代表者は、アシュラム内に滞在することが望まれます。

知り合いのユース、もしくは家族（両親やパートナー・配偶者）と同室で滞在することは可能ですか？ 

夫婦共にフェスティバルに参加する子連れの家族は、家族が同じ1室に滞在することができます。それ

以外は、両親あるいは配偶者とも、同室の保証はできません。他の同性のユースと相部屋になる心積

もりをしておいた方がよいでしょう。

ユースの宿泊場所はどのようなところですか？ 

宿泊棟の中はブロックで男女別に分かれており、2台のベッドとシャワーとトイレ付きの部屋に相部屋で

宿泊します。家族（ユースの夫婦＋子供）の場合には、家族に１部屋が割り当てられます

アシュラム内で電話はかけられますか？ 

はい。しかし、大会の目的、スワミ、スワミの御教え、人間的価値への集中力を途切れさせないよ うに

考慮することが大切です。 

服装規定（ドレスコード）はどのようになっていますか？ 

男性：白の長袖シャツと長ズボン。 半袖のTシャツや短パンは禁止 。

女性：サリーもしくはパンジャビスーツ（色は自由） 

持参すべきものはありますか？
フェスティバルが近付いたら、トラベルガイド（旅行案内）が発行されます。



フェスティバル期間中は、厳格なガイドラインや日々の行動予定に従わなければなりませんか？ 

はい。アシュラムとフェスティバルの規則を常に遵守しなければなりません。大会の目的、アシュラムの

神聖さ、そして神の遍在を、常に意識していなければなりません。 

期待される行動規定とはどのようなものでしょうか？ 

礼拝の場にふさわしい行動が求められます。本フェスティバル専用のウェブサイトに、その詳細が掲載

されています。 

どれくらいの予算を用意し、現金をいくらくらい持参すればいいでしょうか？

各国代表者の宿泊、昼食、夕食は、フェスティバル期間中無料で提供されます。通常、プラシャーンティ 

ニラヤムに１週間滞在するなら、300米ドル（約3万3千円）あれば充分です。必要なら、アシュラム内にあ

るATMを利用することもできます。（一部の日本のカードに対応していない場合もありますので、ご注意く

ださい。）

アシュラムの外にある村を探索することはできますか？ 
はい、フェスティバル期間中の前後に可能です。 

フェスティバルの一部に参加しなくてもよいでしょうか？ 

今回の滞在の目的は、世界ユース フェスティバルに参加することなので、その趣旨に則った行動を

お願いします。そのために、各プログラムの内容を濃く有益なものとするための努力を重ねています。

病気・ケガなどの際にはどうすればよいでしょうか？

フェスティバル期間中は医療チームが待機しています。

出発にあたって、信頼できるユースの名前と連絡先を両親に知らせなければなりません。どうしたらいい

でしょうか？

地域あるいは自国のサイ ユース世話人に連絡を取り、相談してください。

青年部に所属できる年齢を超えた人も参加できますか？ 

その場合は個別での対応となります。年齢枠を超えていても、引き続きユースのグループに対して活発

な支援と助言を行っている方々は、招待されることがあります。SSIOのベテラン世話人たちも参加可能

です。フェスティバル委員会は、（青年部年齢層よ りも）若い選抜者たちの参加も検討しています。もち
ろん、青年部の年齢層に当てはまるユースの参加が優先となります。  

日用雑貨が必要になった場合には、どこで入手できますか？ 

必要不可欠な雑貨は、各自に配布されます。アシュラム内にあるショッピングセンターも利用可能です。

ショッピングセンターの営業時間は、アシュラムにチェックインする際に確認してください。 



私はサイの活動にあまり関わっておらず、不定期にしか参加していません。私のよ うなユースもこのフェ

スティバルに参加できるでしょうか？

すべてのユースがハートとマインドを開いて挑戦してみることをお勧めします。世界ユース フェスティバ

ルは今回が初めてです。自分の人生やサイの集まりにおける輝かしい出来事となるように、是非この機

会を逃がさず、参加することをお勧めします。

この3日間の活動は、霊性修養として中身の濃いものとなりますか？ 
はい。サットサングとの対話と、己の本質に気づく時間が散りばめられています。.




