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インドの神の化身スリー・バーラサイ・ババの教えと慈善活動に関する情報

ふたつのリンガムを、ただ一人のものに与えたのは、これが初めてであり、
そして最後だ。
前回のリンガム、今回のもの。
その意味はともに同じで、「 シヴァ アンド シャクティ 」である。
「 Nature and Power 」だ。
シャクティとは「パワー」を意味する。
日本は、津波や噴火などがあり、自然に対する祝福を必要としている。
このリンガムは、日本の全ての「自然」と「人々」をとても強力に守る。
人々には、しっかりと働き、よりよい活動をするために必要な「パワー」を与える。
与えた個人に対しては、その家族、その仕事、その住む国に祝福を与える。
（ハイデラバードのアシュラムでババから直接賜った御言葉です。）

ババから 2003 年と 2014 年にセントラルトラストジャパン代表が頂いたリンガム

裕福な者は言った。「有り難いことに私は貧しくない」
貧しい者は周りを見回し、通りにいる裸の男を見た。
貧しい者は言った。「有り難いことに私の頭はおかしくない」
頭のおかしい男は上を見、患者を乗せた救急車の中を覗き込んだ。
頭のおかしい男は言った。「有り難いことに私は病気ではない」
その後、病気の男は病院で霊安室に運ばれた死者が横たわっていた
ベッドを見た。

﹁生きる﹂とは？﹁生きる﹂意味をより良く理解するために︑次の三つの場所を訪れなければならない︒
１．病院︑ ２．刑務所︑ ３．墓地
•病院では︑健康ほど素晴らしいものはないことを理解するだろう︒
•刑務所では︑自由が最も貴重であることを目にするだろう︒
•墓地では︑﹁生きること﹂に価値のないことに気づくだろう︒
今日我々が歩いている大地が︑明日には我々の屋根となる︒

のを見た。

真理 我々誰もが何も持たずにこの世に生まれ︑何も持たずにこの世を去って行く︒
だからこそ︑謙虚であり続け︑常に神とあらゆる物事に感謝しなければならない︒

裕福な者が窓から外を覗き、貧しい者がゴミ箱から何かを取り出す
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病気の男は言った。「有り難いことに私は死んではいない」
死者のみが神に感謝できない。
なぜお前たちは、自分に与えられたあらゆる祝福や人生、
より素晴らしい日について、今日神に感謝しないのか。

日刊「バーラサイ・ババからのメッセージ」を
メールでも配信しています。
以下のアドレスにメールをお送りください。
配信先リストに登録いたします。
balasaibaba@gmx.de
訳注 1：天と地がひっくり返る
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アートマ・リンガム・プージャ

員がクルムロフ旧市街で待ち合わせ、その後、モルダウ
川に直に面し、クルムロフから望む山やカヌーを楽しむ
多くの人々を見渡せるレストランに立ち寄りました。

2017 年 6 月 24 〜 25 日、
リプノ湖にて

日曜日に、私たちは朝日の下、リプノ湖畔でプージャを
執り行い、その後、解散しました。それから、私はデー
トレフと帰依者 4 人とでクルムロフへ車で向かい、もう
一度、日中に美しい中世の町を見学しました。

今年 6 月に「第 2 回チェコ・リプノ湖畔・プージャ」が
執り行われました。今年は、

日曜日の晩、私たちはニュ

デートレフが彼の新しい

ルンベルクに戻り、私はレ

ヨーロッパ・リンガムと共

ナーテとデートレフの家に

に初めて参加し、また、オー

泊めてもらいました。ボン

ストリアからはマリオンが

までは車で 10 時間かかりま

彼のアートマ・リンガムと

すが、ニュルンベルクはやっ

共に参加してくれました。

とその半分でした。月曜日
の朝、私たちはさらに 3 度

リプノ湖はオーストリアと

目のプージャをリンガムと

国境を接するチェコの大き

共に執り行いました。デー

なダム湖で、山々に囲まれ

トレフはプージャ後、リン

た と て も 静 か な 地 域 で す。

ガムをコップに入れて私に

透き通った湖では泳ぐことが

手渡してくれました。私がリ

でき、また、新鮮な空気を直に感じることができます。

ンガムをそっと胸に抱いたとたん、涙が溢れ出しました。

大規模な休暇施設では 8 人用バンガロー数棟と広いラウ

深い安堵を感じ、ここ数週間抱いていた激しい怒りと腹

ンジを借り、土曜日午前にはラウンジでプージャを執り

立ちが溶けていきました。このような体験をさせていた

行うことができました。27 人の帰依者たちがオースト

だいたことに、とても感謝いたします。

リア、ドイツ・バイエルン州、スイス、ドイツ・ボンか

リンガム・プージャの開催について、デートレフとマリ

らリプノ湖に集まりました。ババは素晴らしい夏日和で

オンに感謝いたします。●

私たちを祝福してくださいました。お陰で、一部の帰依

バーラサイ・ラム、

者たちは土曜日のプージャ後に、ゴムボートで 6 時間モ

マーティン・ミヒャルケ

ルダウ川下りをし、別の帰依者たちは美しい旧市街クル
ムロフ / クルマウを観光しました。夕べには、私たち全

デートレフがヨーロッパ・リンガムと共にドイツ・オーバーハウゼンを訪問
7 月 1・2 日に、デートレフは彼の新しいヨーロッパ・リンガムと共
にドイツ・オーバーハウゼンのバジャン・グループを訪問しました。
ドイツのルール地方、ミュンスターランド、ボン、トリーア、そして、
ベルリンから集まった約 20 人の帰依者たちがプージャとその後のス
ピリチュアルな対話に参加しました。デートレフが、ミュンヘンか
らオーバーハウゼンのバジャン・グループのためにわざわざ足を運
んでくれたことは、誰にとっても大いなる祝福となりました。私た
ちは彼のババ体験に興味深く耳を傾け、プージャ後の対話は感動的
なものとなりました。
感謝いたします、デートレフ。●
バーラサイ・ラム、
マーティン・ミヒャルケ
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ババを
信頼する
奇跡を
体験する

クでは通過するよう合図され、何とか
飛行機に搭乗することができました。
ババ、感謝いたします！
第 2 の不可解な体験はウィーンで起こ
りました。
2

待降節 の時期に、私はウィーンでた
く さ ん の 買 い 物 を し て い ま し た。
シェーンブルン宮殿のクリスマス市に
は、私がプレゼントを買う常連の店が
ありました。
その日はとても寒く、支払の時には何
度も手袋を脱いだり嵌めたりしなけれ
ばなりませんでした。
長い一日の後、ようやく家に戻り、そ
の時になって私はババから頂いた指輪

私は休暇を友人たちと北海で過しました。

の小さな石がなくなっていることに気づき、悲しくなり

私たちは共に車でケルンに向かい、ケルンから私はザル

ました。

ツブルク行きの便を予約していました。私は何があって
もこの便に乗らなければなりませんでした。というのは、

探しても無駄のように思われましたが、次の朝、前日に

大切な約束があったからです。

来ていたコートへと何かが私を駆り立て、私はコートの
ポケットへと手を伸ばしました。

ところが、空港に向かう途中、私たちは高速道路で渋滞
に巻き込まれてしまいました。十分な時間を計算に入れ

実際にこのとても小さい石をポケットの中に見つけた時

ていたものの、次第に出発の時間が押し迫ってきました。

は、自分の目を信じることができませんでした。

ようやく空港に到着した頃には、既に便の出発時刻に

コートのポケットの中に入ったという奇跡。私以外の誰

なっていて、誰もが私に「もう出発ロビーに向かって走

も想像できないでしょう。

る必要はないよ」と言いました。

このことをババに感謝いたします！●

それでも、私は「この大切な便になんとか搭乗できる」
とババを信頼していました。

バーラサイ・ラム、

私が荷物を持って混雑している空港内を猛突進している
と、空港職員が近づいて来て、「何度もお呼びしている
マイヤーさんですか？」と尋ねました。それから、長蛇
の列を通り過ぎてチェックインへと私を案内してくれま
した。
ところが、カウンター職員は頭を振って「この便の搭乗
には遅すぎます」と言いました。その時、彼の同僚が飛
行機は遅れて空港に到着したと言って、もう他の搭乗客

ヘディ



全員はバスで飛行機へと向かっていましたが、奇跡が起
こったかのように、彼らは私をチェックインさせ、ハッ

訳注２：イエス・キリストの降誕を待ち、その準備をする教

チをもう一度開いてくれたのでした。

会暦の期節で、11 月 30 日に最も近い日曜日からクリスマス

このようにして、私は空港内を走り、セキュリティチェッ

の前日まで。アドベント。（出典：大辞泉）
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ババの祝福のように
私の家族が大きな災いから守られました
私がババの元に滞在している時は、いつもババから私自身と私の家族への祝福を受けます。この家族への祝福がどれ
だけ効果があるか。このことを私はここ数年間で体験しました。私の約 80 歳の母は階段を頭から落ちました。おそ
らく死んでいたことでしょう。ところが、腕を骨折しただけですみ、その後、母は私に言いました。
「『私のババ』が守っ
てくださった」と。昨年 12 月の晩に、母はベルリンのカイザー・ヴィルヘルム記念教会のクリスマス市に出かけよう
としていました。ところが、突然、ひどい疲れを感じ、家にいることにしました。この晩はベルリンでテロが起きた晩で、
トラックがクリスマス市を暴走し、多くの人々が死傷しました。私は、ババが突然母を疲れさせ、テロから守ってく
ださったのだと確信しています。母も「これもまたババが救ってくださった」と言い、私が家族への祝福を新たにバ
バから持ち帰る度に喜んでいます。
４

３

2017 年 5 月、私の姉は彼女の夫と義姉、義姉の家族とでロンドンに旅行しました。姉たちは子供たちの聖体拝領 を
祝おうとロンドン橋沿いの素晴らしいホテルに滞在していました。晩になって姉は飲み物を買いに行くためにロンド
ン橋を渡ろうと考えましたが、その時雨が降り始めたのでホテルにいることにしました。ほぼ同時刻に、ワゴン車が
ロンドン橋で数人をはね、その後 3 人のテロリストが旧市街で観光客をナイフで殺傷しました。ここでも、ババが姉
と彼女の夫の家族をテロから守ってくださいました。実際のところ、姉たちはこの日の晩に旧市街に行こうかと考え
ていたのです。
1 年前のことです。私の義姉の義兄が庭仕事をしていて梯子から落ち、地面に頭を激しく打ち付けました。義兄は意
識を失い、病院に運び込まれ、重度の脳しんとうと診断されました。義兄は意識不明となり、数週間後にようやく意
識を回復しました。重度の脳しんとうによってどのような障害が生じるか誰にも分かりませんでした。義兄が意識を
取り戻した時、自分の妻を認識し、いくらか言葉を口にすることができました。その後、仕事に復帰できるまで 1 年
間かかりました。奇跡が起こったかのように、後遺症はほとんどありませんでした。激しい転落による軽い聴力障害
が残っただけでした。これについても、ババが私の家族の遠い親戚までも祝福によって守ってくださったのだと確信
しています。
オーム・スリー・バーラサイ・ラム●


訳注３：6 月 3 日のロンドンテロ事件のことだと
思いますが、原文どおり Mai（5 月）で訳してあ
ります。

マーティン・ミヒャルケ

スリー・バーラサイ・ババからの重要な示唆
「ババへの訪問を兼ねた旅行を計画しているのであれば、
最初にババを訪問して祝福を受けなさい。

訳注４：カトリック教会のミサで、聖体を受ける
こと。（出典：大辞泉）

他の場所を旅してからババを訪問すると、旅行中に伝染
病に感染し、アシュラムで他の人に移してしまうことが
あります。

日本語版『バーラサイ・ニュース』はドイツ語版
『バーラサイ・ニュース』を翻訳家にお願いして、
直接日本語に訳しております。
読みづらい箇所、難解な部分もございますがその
まま掲載いたしております。ご了承いただけます
ようお願い申し上げます。
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そのため、最初にババを訪問し、それから旅を続けなさい」

