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News

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 年にトラストジャパン代表が頂いたリンガム

恩恵を受ける。
スリー・バーラサイ・ババ

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 E 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

スリー・バーラサイ・ババ

お前のそばにいる誰もがその香水の

お前が幸福な瞬間を待つのであれば、永遠に待つことができる。

それをお前は他者に吹きかける。

そうではなく、すでに幸福であると信じ始めるならば、お前は常に幸福でいることができる。

1

微笑みはスピリチュアルな香水だ。

訳注１：原文は soirituelles になっていますが、spirituelles の誤りだと思
います。訳文は spirituelles（スピリチュアル）で訳出しています。
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ドイツ・マルクトドルフの
イレーネとゲハルド宅における
アートマ・リンガム・プージャ

私がイレーネと知り合ったのは、2013 年にドイツ・ノイ

この週はずっと夏らしい高温で、徐々に雷雨を伴うことが

ファールンで開催されたボルフガング・ブロックの平和の

多くなっていました。庭のテーブルの飾り付けや準備が終

祭典の場でした。そして、ババのご関与もあって、いつの

わるか終わらないかのうちに、最初の雷雲が空に立ちこめ

間にかとても素晴らしい愛とパートナーシップが私たちの

ました。プージャが始まる 1 時間半前、とうとう天はその

間に生まれました。一緒にババを訪問する度に、私たちの

水門を開き、無数の雨が降り注ぎました。

調和が次第に大きく、強くなっていくのを互いに感じまし

土曜日には、アンドレアスが約 30 人の訪問客の前でプー

た。感謝いたします、ババ！

ジャを執り行いました。プージャ後の和やかな雰囲気は、
1 年前から私たちはボー

続いて出されたインド・メニューによってさらに高まりま

デン湖から 10km 離れ

した。メニューは 6 種類の品と豊富なデザートからなり、

たドイツ・マルクトド

だれもがひどく感動していました。デザートが十分に行き

ルフの家で一緒に暮ら

渡るように気遣ってくださったデザート提供者の皆さんに

し始めました。この家

心から感謝いたします。

には客を招待したり、

夕刻遅くまで雨が止んだり降ったりしていたので、すべて

パーティを開催できる

の訪問客は夕べを居間やウィンターガーデンで食事をした

部屋がありました。間

り、楽しく団らんして過し、真夜中には最後の訪問客も寝

もなくして、私たちは

室へと向かいました。

アートマ・リンガム・

日曜には、デートレフが予告どおり 11 時直前に現れ、ア

プージャと親愛なる訪

ンドレアスや訪問客、私たちと共に厳粛なダブル・アート

問客で我が家を清めた

マ・リンガム・プージャを執り行いました。前日の夕べと

いという共通の願いを

同様に、訪問客の間には厳かな雰囲気が漂っていました。

抱くようになったのです！

そして、嬉しいことに、プージャが終わる頃には天気も回

アンドレアス・ホロディンスキは数年前に私の前住居で

復し、太陽の光の下、テラスに座って、2 回目の美味しい

アートマ・リンガム・プージャを執り行ってくれましたが、

インド料理と豊富なデザートを楽しめるまでになりまし

イレーネの問い合わせに対して、今回わざわざマルクトド

た。

ルフでプージャを執り行うことを快く承知してくれまし

すべての訪問客がいとまを告げた後、私たちはデートレフ

た。

とウィンターガーデンに座り、最後のチャイを飲み、私た

イレーネは「7 月 8・9 日にプージャを執り行うべきだ」

ちのプージャ・フェスティバルの幕を閉じました。デート

というインスピレーションを受け取りましたが、この時点

レフは帰路につく前にボーデン湖を泳いで一周する計画を

では、2017 年 7 月 9 日がインドでは極めて特別な日、す

立てていたので、その後、私たちはハーグナウの水泳場で

なわち、グル・プルニマ（師匠を敬う日）として祝われる

落ち合い、24 度の水温の中デートレフと共に泳いで湖を

ことを知りませんでした。

一周したり、最後の太陽の光を楽しんだりしました。

私たちや訪問客にとって、とても特別な日になりました。

私たちを訪問していただき、アートマ・リンガム・フェス

また、デートレフ・アンゲルマイヤーも、私たちと共にダ

ティバルや「師匠を敬う日」の成功に貢献してくださった

ブル・アートマ・リンガム・プージャを執り行うために、

すべての訪問客の皆さんにもう一度心から感謝いたしま

彼が新たに手に入れたアートマ・リンガムと共に訪問する

す。そして、全員を代表して、もう一度アンドレアスとデー

ことを知らせてくれました。

トレフに特別の感謝を表したいと思います！

数年前、私は以前の家の庭でインド風ガーデンフェスティ

ボーデン湖を訪問したいと思っている帰依者の皆さん、ご

バルを開催したことがありました。ですから、プージャと

相談の上になりますが、私たち客室をいつでもご利用いた

インド風に飾り付けた庭を結びつけることは、私にとって

だけます。連絡先：イレーネ・シェーラー

は自然の成り行きでした。そして、インドの花飾りやイン

電話：+49 (0) 75 44.50 68 152

ドの提灯が箱から出され、庭や家に飾り付けられました。
美しく暖かい夏の夕べのための準備がすべて整いました。
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オーム・スリー・バーラサイ・ラム●
ゲハルド

オーム・スリー・バーラサイ・ラム
愛しいババ！
親愛なる兄弟姉妹の皆さん！

何十年にも渡って、バーラサイ・ババは今世において無条件に比類ない愛と支援を私たちに注いでくださっています。ババは、
ご自身に到達し、ご自身を体験する人間すべての人生を変えられ、私たちに人生の意味を理解させられます。そして、私た
ちが自分のカルマを果たし、自分の存在の真の目的に到達するために、私たちに力と祝福を与えてくださいます。ババは霊
的な観点で私たちを導かれるだけではなく、ババの祝福に満ちた社会事業に参加するチャンスも与えてくださいます。
私たちのささやかな力（例えば資金などを提供）でもって、困窮し苦しむ人々のためのババの全プロジェクトに参加するこ
とができるのです。
愛しいババ！
あなたは、私たちが抱くあなたへの思慕のインパルス（刺激）です！
あなたは、私を圧倒する感謝の観念です！
あなたは、私にすべてを受け入れさせる力です。
あなたは、私をあなたに従わせる慈悲です。
あなたは、私たちだれもが時代を経てずっと慕うお方です。
人生の旅の途上において、私たちは常にババの祝福を必要としています。永続的なババの存在を意識すれば、私たちは幸せ
に満足して生きることができます。
ババは私たちからの称賛を少しも必要とされません。一方で、私たちが人間的かつ超人間的なお姿をした神を毎日崇拝でき
るようにサーダナー（精神修業）を私たちにお与えになりました。
心から深く感謝いたします、ババ！今では私たちドイツ語圏の帰依者も毎日、サンスクリット語で繰り返し唱える言葉を知っ
ています。
オーム・スリー・バーラサイ・ラム
レギネ・ボルケ
（2017 年ババの御聖誕日と本の贈呈（正確な本の名前は？？？？？）にあたってのスピーチ）
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神が再び
地球に現れた時…

にも偶然が重なってこの脅威が回避されたと考えましたが、
これについては、ババのお言葉を引用します。
「偶然が起きたとお前が信じれば、絶えず神は干渉してくる
だろう」
ところで、1960 年以降、他に何が起きたのでしょうか？そ

親愛なる神の帰依者の皆さん、私は自分の神体験をあなた

の後の出来事として、平和運動、自由恋愛（ヒッピーのフ

とも共有したいと思い、この手紙をあなたに宛てて書いて

ラワーパワー の時代）、平和の歌（例：ジョン・レノンの『愛

います。このレポートを書くきっかけとなったのは、私の

こそはすべて』や『イマジン』）などが挙げられます。また、

アメリカのソルトレイクシティとコロラドスプリングスで

女性の権利が次第に認められるようになり、ネルソン・マ

の素晴らしい体験でした。ソルトレイクシティで、私は朝

ンデラやマーティン・ルーサー・キングが市民権のために、

早くに目が覚め、自分の思考を完全にババに向けてベッド

そして、アパルトヘイトの暴虐に対して戦い、多くの人道

に横たわっていました。私はまだ一度もインドのババを訪

的援助団体（例：
「アムネスティ・インターナショナル」や「国

ねたことはありませんでしたが、以前に私は数年に渡って

境なき医師団」）が創設されました。最終的には、核の脅威

多くのババに関する夢や体験をお伝えしたことがありまし

を含む冷戦は終結し、ベルリンの壁崩壊では、一切発砲さ

た。そして、長い間、このメッセージを何かレポートとい

れることはありませんでした！ 1980 年代以降は、徐々に環

う形で発表しようと思っていましたが、叶うことなく今に

境保護団体（グリンピースや WWF（世界自然保護基金）、

至りました。しかし、ソルトレイクシティ（モルモン教徒

アニマルピース（動物愛護団体））が創設され、脅威に晒さ

の信仰心厚いキリスト教の町）でのこの夜、少なくとも私

れている動植物種に保護の手を差し伸べ、世界規模で関心

にとってのババの神秘が解明され、また、その神秘をより

が広まっていきました。また、環境保護は生活のあらゆる

良く理解することができました。それと同時に次のような

領域において次第に強く人間の意識を動かすようになり、

質問が繰り返し現れました。「なぜババはよりによってこの

戦争勃発も少なくなっていきました。これに代わって、徐々

時期に地上にお姿を現されたのでしょうか、カルマと神の

に討論されるようになってきたのが、ヨガ、瞑想、グル（師）

思いやりはどう作用するのでしょうか…？」。この夜、私は

探求、野菜食、意識的な食事によって人間の霊性を高める

7 章という「形」のレポートについて観念的なビジョンを

ことであり、古い宗教的モデルや見方から少しずつ切り離

受け取りました。これを親愛なる神の帰依者のあなたに伝

されていきました…。実際のところ、全人類はスリー・バー

えたいと思います。私は起床直後、すべての思いつきをメ

ラサイ・ババという姿で神が到来されていることに気づい

モ書きし、その後、絶対的な幸福状態に達しました。この

ていませんでした。そして、今、ババは地球上のすべての

日一日中、私は「すべては神の愛である」ことを見て感じ、

自分の子供たちをゆっくりとですが、確実に再び神の元へ

突如、すべてを、そして、個々を愛せるようになりました。

と導かれています。

私の顔は心から輝いていました。そうです、この状態がビ

私たちだれもがまさに今、新しい時代の変革の中に生き、

ジョンをメモした直後に生じたのは決して「偶然」ではあ

神（ババ）はその無限の慈悲と思いやりによって初めてこ

りませんでした。しかし、夜に次のホテルに到着したころ

の愛の変革を実現されます。
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には、すでにこの無限の幸福状態は消え去っていました。
それでも、この特別な体験は、私があなたにこの手紙を書

ババ、あなたが私たちやこの美しい惑星をとても愛してく

くに十分なものでした。

ださることに、そして、私たちがあなたへ至る善き道を見
つけるため、手を差し伸べてくださることに感謝いたしま

1）ババが 1960 年に地球上にお姿を現された理由

す。私たちがあなたに値することを示せるよう、私たちす

1960 年のババのご聖誕という時点は、私たちすべてに対す

べてにチャンスや神の無限の慈悲と思いやりをお与えくだ

る神の無限の思いやりと慈悲の行為でした。まずは、1960

さい。親愛なるババ、全宇宙の創造者であり、神の無限の

の各桁の和は 7 であること。これは神の数字をも示してい

慈悲と思いやりの化身であり、愛しい父であり、愛しい母

ます。そして、神ご自身であるスリー・バーラサイ・ババ

であり、全てから生じたお方よ、あなたがこよなく愛する

の存在は、すでに私たちの惑星とそこに住む者たちにとっ

地球上に、あなたがこよなく愛する子供たちの元にそのお

て素晴らしい神の慈悲を意味し、その結果、人間は再び互

姿を現されたあなたを心から歓迎いたします。そして、願

いに、そして、動物や植物、神と共に調和の下に生きるこ

わくば、私たちもあなたを喜ばせることができますように。

とができます。
同じく神の決定的な慈悲行為の 1 つに、1961 年のキューバ
危機の回避がありました。キューバ危機によって、人類は
神のこよなく愛する地球を核兵器で自己破壊するという危
機に直面していました。後に政治家や分析家の多くが幸い
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訳注２：1970 年代のヒッピー世代が唱えた反体制的なスローガン。
自らをフラワーチルドレンと呼び、愛と平和の尊さを訴えた。

