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【水源師法話】 

 

仏教の黄金時代仏教の黄金時代仏教の黄金時代仏教の黄金時代    

    

 心即是仏、心は仏なり、仏は一切でありますから、結局、生活、悩み、生き方、社会、

政治、これみんな関係します。だから、心、心と言ってみても、そこのところを、社会の

悪い風が吹いたり、会社でのいろいろな悩みがあれば、そこから切り離すことはできませ

ん。だからこういうドゥッカ（苦しみ）をお釈迦様が断ち切って、スッカ（楽）の世界に

いかに導いて行くかとういうことを 2500年前に触れられて、教えてくれたわけですね。 

 実は私たちは、非常に幸運な時代に生まれているのです、宇宙的な考えから言えば。デ

ィーパンカラ・ブッダから 28代目と、私は記憶していますけれど。ただ、今回その間にで

すね、ひとつの阿僧祇劫（＊註）において、一回も仏が出ない時がありました。真っ暗闇、

どれだけの暗黒の時代が続いたことか。 

 

 今回私たちが生きているところは、仏教の黄金時代の最たるものなのです、宇宙的に言

えば。なぜかといえば、この 1カルパ（＊註）の中に、小カルパが 20あるのですけれども、

生滅して。カルパというのは結局いろいろな説がありますが、一番近い、方法で説明した

ら、こういうことなのです。英語ではエタニティーという。永遠ですね。そのエタニティ

ーも、ハーフエタニティー、ファースト・エタニティー、セカンド・エタニティー。 

 １マイル、1600m位の高さのダイヤモンドの山がある、そこへ 100年に一回、小さい小

鳥が来て、ちょっと突っつくと。そして、その山が全部消えたときが、ハーフ・エタニテ

ィ。そしてまた、もうひとつの１マイルのダイヤモンドの高い山に、小鳥が 100 年に一回

来て突っついて消えるのが、アナザーハーフ・エタニティ、それがちょうど、カルパの値

にあたるのです。 

 だから、想像を絶する長さなのです。だから、宇宙のこの時間帯というのは、考えるこ

とも、想像することもできない、それでも、ちゃんと時間帯があって、書かれているよう

に、お釈迦様は最も早く成仏した。たった、三阿僧祇劫で成仏されたと。その中には、一

阿僧祇劫、一度も仏が出なかった時もあった。ニッバーナに誰もその間は行けなかったの

です。 

 

 で、今回この 2500 年前。仏教はたった、5000 年、この宇宙で花咲くみたいです。この

時だけが宇宙の最高の秘密の智慧に、私たちが触れることができるみたいです。この般若

の智慧は永遠なのです。これ、聞いただけでも心が永遠に留めます。なぜかといったら、

実は皆さん仏なのです。仏であるのに、仏でないということが分かっているのです。いつ

でも、仏になろう、なろうと、摩訶不思議な世界に生きているのです。 

 だから、さっきお話したように、無量の時間で、黄金の時代というのは、コーナガマナ・
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ブッタ、カクサンダー・ブッダ、カッサパ・ブッダ、ゴーダマ・ブッタ、そして、今度は

弥勒仏陀が出るでしょう。こういうことはなかったのです、私が文献で読んだ限りでは。

皆さんが、宇宙人がいるとか何とか言っているけれども、本当に無量の生命体がこの宇宙

におります。で、その中でこういう仏と言うのを聞けること、そして、仏国土で生まれた

と言うことも大変幸せでね。 

 

 私が、ペルーに行くでしょ、ペルーには仏教なんてないのですよ。ただ、私がこういう

着物で歩いたら、知らないのに、お辞儀をして手を合わせてくれる。その、インカの人た

ちは、コンキスタード（征服者）の人たちが来てから、400年か、500年前か、結局彼らの

宗教を取り上げられて、キリスト教を押し付けられて、それも、最初の根源のキリスト教

ではなく、最後のカトリックのドグマ（教義）を押し付けられているから。本当に心はな

かなか救われない。 

 そういうことで、この仏国土で生まれて、お寺がたくさんあるし、仏というのもあちこ

ちに見えるしね。アフリカなんて本当に大変ですよ。山下さんという方が、日本山妙法寺

だったかな、アフリカで 30 年間、（太鼓を）トントコ、トントコやっていても、一人も来

ないって。 

 だから今、ちょっと難しい話を、時間帯も入れて話しましたけれど、こういうことを私

が話しても、カナダではちんぷんかんぷん。だから、体験で仏の門をくぐらせると。後は

自分で修行してと。ここ（日本）は、本はあるし、お寺はあるしね。そういうことだけで

も大変幸せなのですよ。 

 

 で、意識も東洋が一番発達してね。やっぱりその、キリスト様がシャンカ・ゴンパで修

行して、中東にこの、平和の愛の心を持っていって 2000年。それでも、なかなか、なかな

か。こっちの方は道教から東洋のこういうことで、特にボーディ・ダルマ（菩提達磨）が

インドから「空」を持ってきて、「空」と「無」がくっついたから、色即是空、空即是色。

「無」の世界をちゃんと取り入れて、そこで大発展して。 

 だから皆さんは、宇宙の中の、大叡智の中で生きているけれど、その中で酔いしれて、

起き上がっていないのです。特に、日本の方は実に幸せでね。「色は匂へど 散りぬるを 我

が世誰そ 常ならむ」そういうでしょう。「有為の奥山 今日越えて 浅き夢見じ 酔ひも

せず」と。すばらしいいろは歌で、永遠に心を歌い上げているでしょう。現在は、西洋の

風に吹かれて、今日も一生懸命酔いましょうって（笑い）。 

 

智慧の中には必ず愛がある智慧の中には必ず愛がある智慧の中には必ず愛がある智慧の中には必ず愛がある    

    

 まあそういうことで、結局昔はスムーズに行っていたことが、変にゆがんで、心の悩み

が大発生しているのだと思います。だから、私たちが小さいときは、川に行ったり、田ん
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ぼ、山に上がったりとか、柿を盗みにいったり、そういう自然の中で生きることができた

けれども、今の子供たちや、若い人たちは、全部作られた心の中で、結局、人間の設計さ

れたのは、人間の心の中なのです。 

 ところが、聖者が作った、千利休さんが作ったものだったりすると、一遍にがらりと変

わるけれども。その心が、結局機械的な中で心が閉じ込められているから。特に、若い子

は年取って行けばゆがんでしまいます。そういうことで、今の日本、今の世界の状況は非

常に大きな嵐が吹いております。 

 

 今までは、ゆったり、ゆったりと時間が流れてきたのですけれども、近年において、100

年前から、機械化が始まって。マンチェスターなど、インダストリアル・レボリューショ

ン（産業革命）と言うのですか、それによって全てが早く回るようになって、第一次世界

大戦でますます加速させて、第二次世界大戦でますます加速させて、原爆もできたでしょ

う。 

 それを今度はますます加速させて、今度はコンピュータ時代。だから、その中で人間の

愛を感じるのはほとんど難しい。ただ、機械的な世界だけのサイクルの中で生きて。それ

で済めば良いということなのですよね。結局ね、パンニャー（智慧）の中に愛がないので

す。知識は、刃物になったり、良くもなったりします。愛のない知識は、ほとんどの場合

は恐ろしい方向に進みます。 

 

 だから、仏教の教えの中で一番大切なのは、パンニャー（般若：智慧）の中には必ず愛

があるのです。例えば、人を殺した、こいつは悪いやつだと。でもね、彼は知らなかった

かも知れない。そういう愛に会えなかったのかも知れない。社会的にそういうシステムで

生きてきたかも知れない。個人に押し付けるのが一番簡単だけれども、社会体制でも、非

常に罪が深いことをしているかも知れない。ほとんどの場合、人はそれでやられているの

です。 

 というのは、メキシコでは人さらいは毎日のように起こるし、結局仕事がないのです。

仕事がないから、一番儲かることは麻薬の仕事につくことなのです。その麻薬は全部、ア

メリカに行くのです。で、結局アメリカ軍は、軍のトラックを使ってフリーパスで入れて

しまうのです。その麻薬を売って、アフガニスタン、イラクの戦費にするわけなのです。

それで、ものすごく儲けがいいから、ギャングがそれを真似したら、ギャングだと言って

捕まえるでしょう。 

 

 そこでメキシコの場合は、四つのマフィアグループがね、一人だけ良い思いをしている

から、他の者が戦争に行くわけですよ、市民戦争に。だから、トップから下まで全部、麻

薬に染まって、麻薬のお金。で、アメリカの若者たちはどうしても麻薬が必要なのです。

なぜかというと、罪のない人たちを殺して帰ってくるから、麻薬を飲んで気持ちを抑える
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と。今、帰還兵が 2600万。三分の一はストリートピープル。もう、惨憺たるものですよ。 

 だから、罪のない人を殺せばどれだけ心が揺れるか。ましてや、次の世界に生まれる時

はどうなることやら。仏教を信じてなくても、そりゃあもう、生きながらの地獄です。そ

ういう風でね、上は上、結局ウォールストリートは国民からお金を盗み、どこにお金をや

ったかわからない。中産階級はほとほと頭にきて、大金持ちはほとんど金を払わずに、ほ

とんど今、中国にいるのです。もう先を見て、全部お金もって逃げて。上も騙す、下も騙

す、皆騙し。実態はもう、いつ崩壊するか分からないくらい。 

 それをね、日本の方が勤勉に仏法の教えで、嘘はついちゃいけない、まじめに働いて、

人は助けなくちゃいけないと、まあ、仏国だからね。特に、日本はそんな馬鹿にしたもん

じゃないですよ。というのは、お坊さんがいなくても、在家の方がそういう風に、千年以

上の歴史をもっているから。スリランカに行ってもそうだし、タイとかここがものすごく

しっかりしているでしょう。 

 

 これで、今アメリカを支えているのですよ。ということは、世界を支えているのです。

だから今皆さんが、苦しい苦しいとなっているのです。それが、西洋で教えてしまえば爆

発するからね。如何に誤魔化して、グルメだとか、ファッションだとか、そっちに向けて、

宗教はするなと、すればすぐにバレるから。上は上で苦しんでいますよ。如何に国民をな

んとか騙してと。 

 だから、ちょっとテレビで見ましたけれど、評論家なんて外国から見たら、小学生、中

学生の理論。あれでは、外交できません。わざとそうしているのです。そうして、それが

結局基本になるから、皆さんが体験もしてるし、勉強もしてるし、どうも違うんじゃない

かと心の中で思うでしょう。本当に、心は仏だから。 

 それで、今度その違いが強烈になって、心の病気になってくるのです。そして結局、親

が子をいじめ、子が親に反発するとか、会社が無理に人を使ってみたりとか。結局社会は

人があっての社会、会社は人があっての会社、国家は人があっての国家。どんな政治体系

であろうが、どんな国家体制であろうが、この基本は曲げられません。 

 

社会の風に振り回されずに社会の風に振り回されずに社会の風に振り回されずに社会の風に振り回されずに    

    

 だから、結局お釈迦様が心を導いて、善い心の政治家、国民、指導者を出せば国が救わ

れるものだから、結局、心、心だけを一生懸命説いたのです。だから社会の風に振り回さ

れずに、私がさっき言ったように、心即是仏。すべて、あなた方が一切持っているのだか

ら。心を精進させるようにすれば、他がどうであろうが、結局は皆さんが周りの人を救い、

社会を救い、世界のために役立ちます。 

 世界の中で、こうしてこういう風に皆さんが生きているということは、宇宙的に言えば

奇跡なのです。 
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 在家の方でも、私と同じように、ブラマビハーラ（慈悲喜捨の瞑想）の行を終えて、ず

ーっともう進んでいる方もいるらしいですけれども、ブラマビハーラをやれば、宇宙に生

命が満ち満ちているのが分かります。また宇宙はたった一つではなく、無量にあるのです。 

 だから一番大切なのは、今、ここで生きているあなた方が、如何にしてこのパンニャー

（般若：智慧）をつかんで、ニッバーナ（涅槃）の世界に向かうかということです。それ

が、本当のクサラ（善）なのです。善いことすることなのです。これは、どんなにお金を

積んでも、どんなに善いことしても、これに勝るものはないのです。 

 

 あなたが、本当にニッバーナに入った時には、簡単にこの宇宙を救ってしまうのです。

あなた一人じゃないのです。心は一切入ってしまうから。だから、自分をしっかりと見つ

めて修行すれば、私はこれから、アフリカに行って貧しい人を助けるとか、それよりもま

ず自分を愛し、自分を精進させ、そういうことすることがもっと大切なのです。これによ

って、周りの人が本当に救われるから。自分が何も分からずに、手を貸したり、ちょっと

車を押してあげたりしても、じゃあ次の時はどうするの。 

 ところが、あなたが心をしっかりとつかんでしまえば、結局みんなの心を安らげること

ができるのです。一つの心は一切の心になっているのです、実は。だから、アナッタ（無

我）なのです。だから、日本の経済がどうなるかこうなるか、まあそういう風にあまり心

配しないで。まず、皆さんやってみてください、何とかなりますよ。本当に何とかなるの

だから、あまり心配しない。 

 

 まあ、そういうことで気楽に。すばらしい大真理が心の中にあるので、無理しないで、

のんびりと、あまりきつくやらず、またあまりゆっくりとやらず、のびのびとやって行け

ば、どんどん心が進化して行きます。あまり、悟り、悟りということも考えずに。ただ、

素直に、素直にやって行けば、今日一日上手くやれば、それで大成功。明日のことは考え

なし。もう、過ぎたことはできないのだから、今日一日ゆっくりやれば、明日、二、三日

休んでもよろしいということで。 

 そういうことで、本当にどうしたら自分を愛せるか。自分を本当に愛せないのに、人を

愛せるわけはない、社会を愛せるわけはない。だから、無駄な特攻隊とかね。イスラム教

徒が、人の為に、アッラーの為に自爆するでしょ。結局、本来の生き方から離れています。

ただ、今ここに爆弾が来たら、私が心で抑えて、爆弾をここで抱えて死にます。皆さんの

命が大切だから。そういうことですよ。 

 

 まあ、とりとめもなく話しましたけれど。今の世の中の状態はね、皆さん機関車に乗っ

てドンドコドンドコ・・・乗って走ってね、スピードがどんどん上がっているのです。こ

のままで良いのか、どんどんスピードが上がって行くから、不安なわけなのです。でもね、

その中でしっかりと自分を見たら、死んでも良いわけだ。倒れても良いのですよ、そうい
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う風にすぐ転生するから、他の世界に行っちゃうから、新しい身体をもらいます。 

 ただその時にちゃ―んと、まじめにやっていたら、間違いなく他の身体に移るから。結

局皆さんが、自分の死を何回も見ていないから、恐怖が起こるのです。そういうことを何

回も見てしまったら、ああ今ここで死ねば、また他の世界に行くと、他の時間帯に。それ

だけのことです。 

 

 だから、結局、社会がドンドコドンドコ恐ろしいことやっているけれど、それに振り回

されずに、ただただ、ゆっくりとゆっくりと、急がずに、一日一日楽しく、一日 30分くら

いでも良いです。疲れたら 5 分でも良いです。ただ、布団の上に座ってください。絶対に

良いことがあります。 

 なぜかといったら、私の前世の前世ね、二回前の時、私はチベットで生まれたのです。

で、若いときに物を背負ったり、ロバに荷物をつけたり、非常に苦労したわけ。で、あま

り苦しいからね、こういう石で作ったストゥーパですか、それに自分の食べる食料をちょ

っと置いてね、この次に生まれるときは、世界最高の国に生まれて、一番、楽な世に生ま

れたい、ということを祈ったのです。 

 

 なんと、その後私は何の因縁か、今度は坊主になってね。今度は、ポタラの宮殿でもの

すごく修行して。ポタラのその時代は禅なのです。ただ、坐る禅だけでした。で、私はそ

こでニッバーナに行きそこねて、そこで行こうと思って。そしたら、やっぱり次の生では、

想絶する世界にいました。だから、そういうことでもね、そういうおまけがついてくるの

です。もし、そういう風にニッバーナに行けなくても。 

 で、またそのおかげで今、こうして仏教の勉強でなく、カメラ撮って遊んで、老後はゆ

っくりしたと思っていたら、こう（お坊さんに）なっちゃって。今度は、私が知っている

こういう宇宙のね、本当のフルーツというものでしょうか、果実を分けてあげたいと思っ

ているのです。 

 

 結局、日本国憲法も、日本語と、英文は違うのです。英文は宗教をやった人間だけに分

かるように書かれています。だから、日本文はそういうものがないから、結局それがはず

されてしまっている。だから日本人の人が結局、宗教をやって英文を理解した場合には、

騙されたということが分かるから、とんでもないことが起こってしまう。 

 結局、元寇の時でしたか、日本の天皇が、中国の王に対して書いたのを書き換えたと。

そういうことを昔から、常套手段としてやっていたけれども、結局今こうして因果の関係

で日本国民が、完全に英文の方と、日本文が違う風に書き換えられていても分からない。 

 ところが、外国と外交をやったときにね、外国人にはこの英文が教本になるものだから、

手も足も出なくなってしまう。だから、国家として正直に生きて行けば、こういうカルマ

（業）も防げます。で、これからでも遅くないのです。皆さんが一生懸命こういう風に、
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禅定で心に光を出して行けば、日本の世の中も変わります。本当に変わります。特に在家

の人がこうしてやっていけばね。お寺のお坊さんも変わります。 

 

 お寺のお坊さんが今、一番苦しんでいるのです。勉強はできない、やることは葬式の儀

式だけ。お布施をもらってお寺を守る。これはお釈迦様の教えからはずっと離れているか

ら、その苦しみたるやすごいものだと思います。どれだけの苦しみがあることか。だから

まず、私が日本に来て和尚さんたちを救わなければいけないと思ったのです、できれば。 

 それで、外国から責める時は宗教の心を責めるのです。例えば、フランスがカンボジア

を植民地にした時は、お坊さんたちを殺したのです。偉いお坊さんをね。そういう偉いお

坊さんは皆空を飛んでおったの。今でも、あのミャンマーには、空飛ぶお坊さんはおりま

す。 

 

 だから、空を飛ぶというのは何も特別なことではなく、如何にパンニャー（智慧）をつ

かむかということが大切なのです。私はその存在を知っておったから、パオ瞑想センター

に一週間居てから、彼に会いに行くつもりだったのです。ところが、パオでニミッタが出

てから止められ、ニミッタが出るのは大変なことなのですよと、教えられて。で、そこで

カナダに帰ってからまたすぐ戻って、そういう結果でして。終わった時に、会っても仕方

ないなと思って、すぐにカナダに帰った。だから、世の中には摩訶不思議なことがいっぱ

いあります。ま、私の話はこういうことです。 

 

＊註：劫（こう）、サンスクリット語でカルパ。1 つの宇宙が誕生し消滅するまでの期間と

言われる。 

阿僧祇（あそうぎ）は数の単位。億・兆からさらに 11先の単位。 
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        【【【【質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答】】】】    

 

―人間に宗教は必要か――人間に宗教は必要か――人間に宗教は必要か――人間に宗教は必要か―    

 

【参加者】 

 日本は無宗教と言われていますが、人間にとって宗教は必要なものなのでしょうか。ま

た、日本に伝統的にある仏教や神道は日本人の心の支えるものになるでしょうか。 

 

【水源師】 

 私はこの 8月にペルーへ行きました。スペインの征服者たちがまず何をしたかというと、

インカの神官、坊さんたちを皆殺したのです。そして王様とか王宮を全部殺して、コリカ

ンチャという、クスコの真ん中にある場所ですが、穴を掘ってそこに埋めたのです。そし

てそこを教会にしたのです。そしてそこにキリストやマリア様を飾ったのだけれども、こ

れは悪魔の宗教であってキリスト教でもなんでもないのです。ただ人を抑えるために。 

 だから今回もインカのシャーマンたちに出会って、私が瞑想を教えたらもう大感激をし

てね。もう全神官を殺されて、お坊さんたちを殺されてしまったから、どうしてやったら

いいかというその手法がないのです。で、彼らは皆なチャクラも知っているし、クラウン

チャクラも知っていました。秘密の洞窟に案内されて、瞑想した時にすぐわかりました。

心だけは非常に発達していたのです。ただ彼らは武器がなかった。鉄器は持ってなかった。

ところが、鉄を削る道具はあったみたいです。鉄の人形があったから。 

 

 だからいかに心を支えるものが必要かと言うことです。ソクラテストとかプラトンとか

偉い方がおります。ソクラテスは死ぬ時に、護衛が毒の茶碗を持ってきたのです。中国で

もどこでも偉い人を殺すということは大変な事になるから。毒が人間を殺せば、人は関係

ないということで、毒を持って来たのです。そしたらにっこり笑ってね、「お前もこの茶を

一緒にやろうじゃないか」と。ですからもう阿羅漢の位にあるのですよ。彼は字も読めな

いし、書けないし、ただ口だけで、プラトンを教え、プラトンはアリストテレスを教え、

全世界の哲学の基礎を築いたでしょう。だから心を磨いていたのですよ、彼なりに。 

 特にアルキメデスの原理で有名な、アルキメデスがいるでしょう。その人が道を歩いて

いる時に、ある人が犬を叩くのです。そうしたら、「止めてくれー」と、「その犬は昔の私

の友人なんだ」。昔はそれが普通だったのです。 

 

 今回アメリカインディアンのいろいろな抑留地に行って、言語は大切だと、言語の中に

精神が入っているから。アメリカではいろいろな言葉があるけれども、モハーク族だけが

守った。今でもモハーク族は守っている。皆殺しにあっても絶対に文化を守っていた。だ

から今も一番強いのだけれども。モハークの人に言いました。「この言葉は絶対守って、子
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孫に伝えてあげなさい」と。モハーク語でしかその文化は通じないのです。その中にその

スピリッツ、精霊が宿っているのです、彼らを守る。 

 そしてシャーマンは何故か私が大好きで、特別な極秘の場所へ連れて行って、一緒に大

事なお祭りをするのです。そしたら、あそこは聖地だから精霊がいるのですね。それで私

が天に向かって、今日は晴天になるようにと頼んだのです。というのは一日中雨で、それ

で山に上がらなければ行けないから。そうしたら、すぐ青い空が出始めてね。 

 それで山の、何と言うのでしょうか、日本にもないでしょうが、そういう幽玄な地に連

れられて行ってね。純粋を超えるプリスティン（清純な）・ピュアーと言う。そういうとこ

ろの山の上の湖立ったらね、神風が吹き始めて、風がこっちでコウクボでしょ。突然ブワ

アッと風が吹いてきて。本当に神風があります。そして一緒にトントン、トントンとお祈

りしたのです。私も彼の「ヤーヘイ」というのに合わせて、お祈りしました。そんな風に

真剣にやっていたらね、山が、岩のでっかい山が、千メーターもある山がブン、ブンと動

くのです。 

 

 そういうことで神道の方にも聞きました。仏教だけでなく、実は神道も明治政府に潰さ

れたのだと、本当の神道が。結局ここにはデーヴァ、デーヴィ（天神）が一杯いるのです。

で、拝みもしない、お宮だけがある。形だけということで、相当頭にきているでしょう（笑

い）。心の修行して行けば、それが見えます。そういうことをお祀りするのは、何の抵抗も

なく、また先祖に対して素直に、お祀りができます。 

 

【参加者】 

 日本の仏教や神道と言うのは、今の日本人を支えるものになるでしょうか。 

 

【水源師】 

 皆さんが一生懸命こうして精進していけば本物になるし、皆さんがやらずに誰かがやっ

てくれるだろうと言うことになったら、大変なことになりますね。ですから人数は少ない

ですけれども、これからどんどん大きくなるでしょう。あなたたちが日本の光になるので

すよ、本当にやった場合には。日本と言うよりも世界の光になるのです。日本を救うには

世界をどうしたら良いか。そうしたら日本は永世中立になって、全世界のために分け隔て

なく援助する、助ける、それには知識がいる。 

 その知識というのがさっき言ったように、英語の本当のことは、ハッキリ言って 40％し

か入っていません、日本には。だから日本には分かったつもりで分かっていない。サイエ

ンスとか、ごまかしの効かないところは分かったつもりでやっているみたいだけれども、

でも英語の世界では全然違う話ですよ。だからそれで日本の人が世界の人と通じ合えるか

と思うと、とんでもない話で一般の人は全然分かってないし、あっちの人が分からないの

に、日本の人も分からない。これでどうして世界の人を助けることができるか。 



 12

 世界の人を助けることもできないのに、自分も助けることができないという悪循環。そ

れで中国寄り、アメリカ寄り、とギスギスしているけれども、中立、日本が東洋のスイス

になったら、皆な平等に助けられる。何の憂いもない。原爆原爆と言うけれども、今はも

うマグネット爆弾と言って、一発やったら全部この東京の、配電が焼けただれて電車も動

かない、何も動かないと、一週間でもう暗黒の世界に入ります。 

 だからほとんど皆さん馬鹿されています。そういうことで、この日本の政治家で本当に

原子力発電のことを知っている人は、誰もいない。官僚も誰も知らない。なぜかと言った

ら 1メガワットを 1日動かせば 1kg のプルトニウムが出るのです。100メガワットだった

ら 100 kgのプルトニウムが出るのです。このうち 25グラムをやれば、日本人全部を殺す

ことができるのです、この猛毒で。原爆はいらない。そういう状態にあるのです。 

 

 だから政治家もこういうことを知らないし、こういう情報はインターネットですぐ西洋

ではつかめるけれども、日本ではほとんど不可能でしょう。英語が読めないから。だから

政治家も知らない、普通の大学の先生も分からない。本当の原子力発電の技術者しか分か

らない。彼らに機密はないのだけれども、その情報が全然伝わらない。 

 そういうことで、皆さんがしっかりして、自分を磨いていけば、世の中が変わります。

少しずつ。そういうことを言わなくても。うまく、うまく調和して行きますよ。こういう

ことをあんまり言うと、パニックになるからね。それよりは、1日 30分でも深い禅定に入

って行けば、この方法がもっと早く人を救えるし、社会を救えます。馬鹿になれと言って

いるのではないです。だってもう政府でそうしているのだから、なかなか難しいでしょう。

だから心の目をしっかりと開いて行けば、そういうものはすぐ間違いと言うことが分かっ

て来るから、単純に単純に。 

 

――――国際的な競争のサイクル国際的な競争のサイクル国際的な競争のサイクル国際的な競争のサイクル――――    

    

【参加者】 

 今世界的に韓国とかインドとか中国とか、どんどん新興国が栄えてきて、グローバル社

会になってきて、国際的な競争のサイクルが始まって、皆な非常に苦しいと。競争のサイ

クルに入っているみたいな感じだと思うのですけれども、そういう競争のサイクルからう

まく抜けるにはどうすれば良いのでしょうか。 

 

【水源師】 

 実に簡単です。私はスーパーマーケットに行って見たけれども、1000円のものが高々300

円なのですよ。700円を税金で収めていることになっているの。結局ね、ただ働きさせられ

ていると言うわけ、必要なしに。結局日本円がこれだけ高いのだから、カナダからどんど

ん小麦とか一杯買ってきてね、農民の人にただお金あげてもね、1日 10時間働かなくても
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5時間で十分やっていけます。結局その分のお金は誰かに吸い取られているだけ。それを日

本が超優秀だから、ますます働かせている。結局本当の知識を分からないから、働かなけ

ればいけないと、そういうことだけを覚えているから、こういう状態になってしまう。 

 

【参加者】 

 不合理なことをやっていると言うことですか。 

 

【水源師】 

 もちろんそうですよ。これだけ働いて、それ以上働く必要ないのに、結局国ですね、こ

れは会社と言うよりも国の政策だから。あなたは、1日 10万円生産しているのです。で、

もらうのが千円位なの。で 9 万９千円は国が吸い取るわけですよ、税金として。それが将

来のためにやるのなら良いけれども、結局アメリカの国債買ったり、なんか知らないけれ

ども、全部ぶん投げて結局挙げ句の果て、銀行が潰れて国民の手元にはゼロということに

なってしまう。今度は国民のタンス預金を目当てにして、それをいかに取り上げるかと虎

視坦々ねらっている。それが現状です。 

 ただ政府政府と言っているけれども、結局英語ができないような教育をしているから、

それは困るのだけれど。カナダに来たら、どんな乞食でも英語を話すしね、外国から来て

（笑い）。私はね、日本で英語を覚えたら、頭がこんがらがって確かによくできなかった。

何のために英語を勉強したか分からなかったけれども、カナダに行ったら、あ、こんなこ

とか、これで良いのかと言うね。無駄なことを一杯教えて、結局仏教の経典と一緒で、分

からなくして。無駄なことが実に多い。 

 

【参加者】 

 今の話で、日本にいるとなかなか世界のことが良く分からないと言うことがあって、日

本の中にいると、世界に取り残されて行くような感覚が皆あると思うのですけれども、カ

ナダから見ていると、日本はどう見えるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 まあ、日本は桜の花が咲いて、綺麗なお家が一杯あって、そして優雅な生活をしている

としか思っていない。 

 

【参加者】 

皆さんがですか。日本の中でアクセクしていると言うのは。 

 

【水源師】 

 全然思っていないし、見えていない。違うのだと言うと、皆なびっくりしてしまう。だ
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って家はきれいだし、皆なきれいな服を沢山着ているし、新幹線は走っているし。上野で

寝ている方は全然見えないし、路上で寝ている人が。そういうことは一切見えない、メデ

ィアで見せないから。良いとこばかりしか見せないから。お花とか京都とか奈良とか。 

 

【参加者】 

 カナダにもやはりホームレスの人とか多いですか。 

 

【水源師】 

 カナダの場合は、一切の人を養うからホームレスなし。 

 

【参加者】 

 ではアメリカとは大分違うのですね。 

 

【水源師】 

 全然違います。 

 

【参加者】 

 先生は日本人が働いたお金を、政府なのかアメリカなのか分からないけれども搾取され

ているとおっしゃっていましたけれども、日本の経済が落ちてきていて、中国だとか韓国

だとかそういうところが上がってくる。そういうような現状で、日本の景気状態は悪くな

っていく中で、日本がスイスみたいに永世中立になって、一人一人が自分のことを愛して

やってきなさいとと言われても、なかなか多くの日本人は同意できないと思うのですけれ

ども。 

 

【水源師】 

 だって心がそういう風に作られているから。「私はこれがなければ生きていけない、車が

なければだめだ、ちょっといい服着なければいけない。旅行に行かなければいけない」と

なったらそれはできないですよ。結局貪欲と言うのですかね。それをカーッと捨てたら一

気に。よく世界を見てください、日本みたいにこういう良い生活をしているのは世界でも

まれなのです。で、これを失いたくないと。アフリカに行ったらね、1ヶ月に 1回食べられ

るかどうか。ネパールに行ったらね、3日に 1回。家なんてこんなもんじゃない、もうガタ

ガタ。それで永世中立、それはまあ無理。 

 だからもう少し苦しみなさいと言うわけですよ。今ちゃんとやれるときにやらなければ、

誰も助けない、これから。100兆円のお金、国債を持ってね、それで自分でがっちり握って

他の人を助けなければ、アメリカ経済はこれから 5 年と持たないのですよ。この金がパー

になったときに、何が日本を救いますか。そのしっぺ返しが必ずここに来ますよ。金なん
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てものは本当はないのです。ただ刷っているだけ。前は刷っていたけれども、今はコンピ

ューターでパンパンと打つだけ。 

 というのは日本が完全に、架空の経済圏の牢獄に入れられてしまっている。世界の経済

は高々5000兆円かな実態は、ところがアメリカは架空のデリバティブでね、100万兆、100

万兆ですよ。そんな夢みたいなことを言っていたら、一発でやられてしまう。戦艦大和の

二の舞をして見たいと思うの。だからもうそろそろ目覚めて、自分の精進をして、一日一

杯のご飯を食べられればそれで十分。世界にはそれだけでも食べられない人が一杯いるの

だから。 

 

 だからこういう、罰を受けるわけですよ、「どうしましょうか」とか。だから上から下か

ら全部よく考えなければ。世界の中でも東京みたいに、交通が便利なところはないですよ。

サーッ、サーッと動いて。トロントなんかしょっちゅう自殺するから、「あ、また止まった」

なんて。 

 

【参加者】 

 最近日本でもそうですが（笑い）。 

 

【水源師】 

 それで教会では精神を教えてくれないから、結局私のところへ来るのです。だから、皆

さんもそういうことで、もういい加減にして、そういう船を持ったりモーターボートを持

ったり、外国行ったりしても何もないから。苦労して帰ってきて、お金を投げるだけ。た

だ精神修行に行くのは別として。そういう勉強とか人生のためになるのは別としてね。 

 だから完全にもう馬鹿されてしまって。この夢からどうして醒ませばいいのかという、

社会的な問題がありますね。だってね、戦争だって、天皇一人がやったのではないのです。

実は国民も問題があると思う、私は。与謝野晶子さんが、「弟よ君死にたまうことなかれ」

と言った。彼女だけですよ、本当の日本人は。強くなってください。戦ってください、自

分に。そうでないと恐怖の牢獄に永遠に入っていく。だからお釈迦様がサンサーラ（輪廻）

から出ろと言うの。 

 それにね、今度日本に必ず生まれると言うことはありません。それはあり得ません、私

の体験からすると。夢見てますよ、皆さん（笑い）。 

 

【参加者】 

 次に日本に生まれるということもないと言うことなのですが、そもそも、人が死んだら

生まれ変わると言うことがあるのでしょうか。日本人は、過去世とか来世があるというこ

とについて、ほとんどの人が疑問に思っているようですが。 
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【水源師】 

 それはそうでしょう、見えないからね。修行しなければ見せてくれないから。これは宇

宙の秘密だからね。それどころか現世でロケットを使わずに、他の宇宙天体まで行けます

よ。力をつけたら。 

 

【参加者】 

 意識の上においてですか。 

 

【水源師】 

 いや、ちゃんとポータル（入り口）が地球上に一杯あるけれども、それを使える人間が

いないから、ただ眠っているだけ。だからね、本当に夢見て、紙の上のこのちっちゃい中

で生まれて死んで行くだけ。そしたら次の世界に行くという、十二縁起ですね、そういう

ことも見る人はほとんどいないから、これはまず不可能ですね。 

 

――――無明と苦無明と苦無明と苦無明と苦――――    

    

【参加者】 

 そもそも無明や苦はなぜ存在するのでしょうか。 

 

【水源師】 

 なかなか良い質問ですね。つまりね無明、結局私たちは、小さい時は野原を駆けめぐっ

たり、小川の水を飲んだり、山に上がってリンゴを盗んだりとか、そういう体験があった

けれども、今は道路に土がないし、舗装されている。テレビというボックスの中で、これ

が本当の知識だと。それからコンピューターゲームをズーッとやる。ここでもほとんど人

間が作った空間なのです。これが無明の世界に入ってきたわけです。 

 本当のものに触れない、隔離された、それが原因で無明の世界に入って、そこに入って

しまったらコンピューターの中のバーチャル・リアリティということで、そこで恋をした

り、買い物したりと言う、ますます深い無明に入って行ってしまう。で、そこに入ってい

たら現実の自分というものが、非常に嫌になってね、今度は自殺を図る。そうじゃないで

すか。だから坐禅をしてその無明を解き放つには、心の中でニミッタを放ちながら、般若

（智慧）を開いていけば、その光で無明が消えていきます。分かりましたか。 

 

【参加者】 

 分かりませんけれども（笑い）。 

観念的な質問かもしれませんが、この現象世界で、一切衆生が苦しんでいるのであれば、

なくても良いのではないかなと言う気がするのですが。ではなぜ存在するのだろうかと言
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う。 

 

【水源師】 

 結局ね無です。無と言うことが本当に存在するかどうか確かめたことがありますか。 

 

【参加者】 

 ないです。 

 

【水源師】 

 だからそこで空論になるのですよ。ドゥッカ、苦しみと言ってもね、結局サファリング、

ディスコースこれもドゥッカの一つです。結局苦と言ってもね 20個のキャラクター（特徴）

があるのですよ。それもほとんど観念で今行っているから、混乱してしまうのです。  

 またなぜかと言ったら、修行する時にこれを一つ一つ、確かめて行くのですよ。それで

始めて苦ということが分ります。だから始めは苦しみ、苦しみ、苦しみ、何だかわかった

ようで分からない。それでそういう観念的なことが起こるのだと思います。特に無の存在

を証明したときに、初めて無が何であるかが分るし、無が存在するかしないかもわかりま

す。ゼロは無ではないのですよ。 

 

 だからそこでね、ゼロは無だと思ってるでしょう。空とは全然違うのです。でもゼロは

空ではない。なぜかと言ったら、空の観念がそこにはないから。空というのは仏法だけが

持っているのです。だからこれは体験で修行して分るしかないのです。特に無と言いまし

たけれど、これさえできたら簡単なのです。皆なニッバーナへ行きますよ。これができな

いから、結局サンサーラ（輪廻）を続けているのです。分りますか。 

 なぜかと言ったら、今あなたがここで死んでもね、この骨が残るでしょう。これが転換

して何かの物質に変わるでしょう。これは無ではないですよ。消えてないですよ。それで

あなたの心はなくなったと思うかも知れないけれども、他のハダヤ（心臓）のところにポ

ンと転換してしまうのです。消すことができないのですよ。簡単に無・無というけれども。

あなたのお金を失くしたと言ったって、このお金は誰かの手にあってね。ただ場所が変わ

るだけ。これは無ではないのです。 

 

【参加者】 

 それは空ですか。 

 

【水源師】 

 それは空でもないのです。だから、余り考えずに、ひたすらひたすら、単純に単純に。

おいしい物はおいしいと。静かに始めること。たまに本を読んだりしてこうして、空だの
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無だの、受・想・行・識だのとやっていたら、それは楽しいと思うけれども、私が言った

般若心経講義ですね、そういうやさしい本でも十分に真理を持っているから。 

 ただ良い本、自分に合った本をいかにして見つけるかが大切です。その本を読んだとき、

2 回目に読んだときにがらりと変わること。3 回読めばまた 3 回目でがらりと変わること。

これが本当のあなたの本です。1回読んで２回読んで分かったと言うのは、これはあなたの

本にはなりません。 

 

――――生きているというリアリティの欠落生きているというリアリティの欠落生きているというリアリティの欠落生きているというリアリティの欠落――――    

    

【参加者】 

 今の日本では、人工的なものの中に生きているみたいで、自然との触れ合いとか、生の

現実と触れあっているというリアリティが感じられなくて、会社へ行っても、自分の本当

にやりたいこととの接触が欠けてしまって、自分の心にガチンと来るものがなくなってい

るように思うのですけれども。 

 

【水源師】 

 私がチベットをズーッと回って、カイラス山を回りながら、ヒマラヤを超えてネパール

に入って行くときに、大自然の力というものはすごいもので、星もね、雲が三層になって

いるのですよ。天の河が一層それからまた、一層と、星雲がグワーッとあって、それでこ

こへ来る前に友人のアイザックがね、トロントから 1000キロ離れた北の方にある秘密の場

所へ連れて行ってくれたけれども、それはそれは、神が住んでいるような、精霊が宿るよ

うな、エネルギーを発するし綺麗だし、茸もパーッといっぱい生えていて、誰も食べない

し、そういうものに触れたら、心がもう感応しはじめてね、 

 だからアイザックがホワイトハウスに呼ばれたのですよ。あれだけインディアンを苦し

めて苛めたアメリカ政府がね、挙げ句の果てに助けを彼らに求めてきたのです、助けてく

れと。それでアイザックに、お前ホワイトハウスはどうだった、と聞いたら、「いやー、ま

ーまー本当に地獄のようなエネルギーで」と（笑い）。だからね、あなたがた何も知らない

のよ。そういうものがトップにドッカと座っておって、私たちはなんで働かなくてはいけ

ないのでしょうかとか。 

 

【参加者】 

 先生はシャーマンの人とのつき合いもあるのですか。 

 

【水源師】 

 向こうから来るのです、私を見つけて。仏法とはすごいものだからね。私の会員にね 2

人のメディスンマンが来る。一人はインディアンの女王みたいな存在の人が来て、もう一
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人は男の子だけれども、石に触ればね、石と会話ができるのですよ。 

 

【参加者】 

 今アメリカの、ネイティブアメリカンのシャーマンところへ行って、幻覚性のアヤワア

スかとか、そういう幻覚キノコみたいなのを採って、シャーマンの人達がやるような、病

気治しとか、セラピーとか今結構流行っているみたいなのですけれども。 

 

【水源師】 

 それは、金もうけ（笑い）。私がペルーへ行ったときにで、ナスカですよ、シャーマンが

待っていて、それで彼はずっと禅の勉強をしていたらしい。それで禅をやりたいというか

ら、私が一緒に坐って、禅をやったのですよ。彼はもちろんアヤワスカをやるしサンぺド

ロもやっている。ありとあらゆる秘宝の薬を持っているけれども、見たこともない現象を

始めたのです、薬を使わずに、禅だけで。この世の中にこういうものがあるのかと。 

 で、アヤワスカとかああいうものを私は生徒にやるなと。なぜかといったら、修行が非

常に高くなった場合は別として、普通の時にやったら、幽霊が付くのです。結局心が開く

からね、そういう世界との交通ができて。何度か見たことがありますが、非常に危険です。 

 

 そういうことが世界的に流行始めているらしい。でもね、全部やられるよ。私がちょっ

とそういう会へ行って見たら、幽霊の歌を歌い始める（笑い）。皆なで追悼している時。私

はパパパッと追い払って、止めたのです、おかしいと思って。そうしたら後で皆ななんか

気持ち悪そうにしてね。で、後で私の生徒に絶対にこういう会には参加するなと、大変な

ことになるからと。だから皆な何も分かっていない。そう簡単に叡知を金で買って、何か

飲んでと、それ全部うそ。自分の力だけでしかできません。 

 ただ確か私がそうして、シャーマンがびっくりしてね、ナスカ・ピラミットに連れて行

くのです。もっと見たいと言って。それで私が、最もエネルギーのある高いナスカッピラ

ミッドでお祈りして、そのあとで瞑想に入ったわけです。やはり宇宙の力とか、山の力が

入るから、またすごいものを見てね、ウワーッと言って今度はまたもっとすごいところへ

私を連れて行こうとして。それで 1 日で私をその高い山に上げたから、真っ黒に焼けてし

まってね。それで最後にここだと言ったけれども、10 分間だけ。私はすぐに降りてきた。

だからね、禅というのはすごい力があるのですよ。 

 

 私がクスコに行った時、オハラブカーラと言うね、宇宙のポータル（入り口）の場所が

あるのです。4500メートルの高さを五回超えて行くのです。その時に、キャンプしなけれ

ばいけないから、ロバを三頭雇って、キャラバン 5 人と私で 6 人で行ったけれども。その

時は若いシャーマンが、私のそばについて、私が宇宙のポータルにズーッと入っていって

宇宙に飛び込んでいくのに、彼らはストップをかけられた。彼はすごい修行をしているの
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ですよ。ものすごく良い子でね。で、その後次の日に頭を下げてきて、禅を教えてくれと。

私が通ったのを見ているのです、彼は通れない。だからそれくらいの限界ですよ。 

 だから講習とか何とか言ってね高いお金で何十万と言うことがあったら、絶対に行かな

いでくださいね。ただ寝て、おいしいものを食べてください。私がタダで教えてあげます

から。 

 

――――自分を愛すると言うこと自分を愛すると言うこと自分を愛すると言うこと自分を愛すると言うこと――――    

    

【参加者】 

 前の話の中で自分を愛すると言うことがあって、とても良いなと思ったのですけれども、

私の周りを見てみると、自分自身を責めてみたり、自分のしたことを後悔して、自分自身

をすごく苦しめているという方がいらっしゃいます。先程の話のように、日本の社会が機

関車のようになって、自分を返り見る時間がないと言うことが一つの問題なのかなと思い

まして、自分を責めている人に、どういうアドバイスをしてあげれば良いのでしょう。 

 

【水源師】 

 結局さっき言ったように、あなたがね、溌剌とするでしょう、その時本当にその溌剌と

したバイブレーションが出るのです。スッカ（楽）のバイブレーションが。イヤだなあと

思ったら、イヤなバイブレーションがカラカラ出るのです。それがカルナー（大悲）の力

に入っていって、傍にいるだけで楽しくなるのです。 

 そういうことで、口で言わなくても行いにすべて出てきます。動かし方とか、何のいや

らさもなくなるのです。ところがそういうことがなく、無理に親切にしようとするとね、

逆反応が出てきます。心から出てないから。だから、自分自身をいかに本当に愛せるかと

いう事の問答になります。 

 

 その時に、愛とは何か。愛というのは本当のことを知らなければ、愛なんて分ることが

ないのです。映画とかそういうものは、全部作り上げたものであって、本当のことじゃな

い。小さい時から今までズーッと大きくなってきてね、あなたが何か失敗するでしょう。

その時に、ちょっと肩に手を置いて、良いんだよって、これが愛なのです。何も自分をい

じめることないんだよってね、心配ないよって、優しくそういうバイブレーションがね、

小さい時赤ちゃんの時に、お父さんとお母さんの間にいた、それがそのことなのです。 

 で、そういう場合バイブレーションをいつでも自分が出せるようになったら、そういう

バイブレーションが広がるのです、傍にずっと。そのバイブレーションは癒し、ヒーリン

グの力があってね、ほとんどの病気を治してしまう。だからマッサージに行かなくても、

この場合のバイブレーションで、自分の体を和らげるから、病気もしなくなる。そういう

ことで、自分をまず愛する行をやって下さい。 
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【参加者】 

 自分を愛せないと、人も愛せないと聞きますけれども、自分を愛するという感覚がどう

もよく分からないのです。 

 

【水源師】 

 そうです、これが国策とか政府の教育関係で、長年続けてきたものだから。宗教はすべ

て、自分を愛するというところから始まるのです。これで自分を愛せと言ったらね、戦争

へ行って人を殺せと、そういうことできないでしょう。特攻隊へ行けと言われて、私は自

分を愛しているから行きたくないと、これでは使い物にならないわけですよ。でもこれが

本当の人間性なのです。この体を持って地球に生まれ、この大宇宙で生きていると言うこ

とは、本当の奇蹟中の奇蹟なのですよ。 

 この体を使って、ヒマラヤの、チベットとネパールの間へ行ってご覧なさい。それはも

う千メートルの千尋の谷を、水がバアッと流れてね、空気は澄んで、大地そのもののエネ

ルギーをこの体で感じられるのです。それだけ素晴らしいものを持っているのです。ただ

それを、そういう時間を取って、ただ働け働け、働くことは良いことだ、そして身体を壊

しても働く、これは何と言う美徳であることかと。これは罪悪ですよ。 

 

 本当に国民を愛する政治家が出れば救われるけれども、政治家自身何が何だかさっぱり

分からなくて、良いもの食べて旅行して、皆から頭下げられればこれが政治家だと思って

いる。だから愛が分からないから、政治家のトップが一体何が愛なのよと思い、これはダ

メだということも言えなくなってしまう。 

 そうしたらトップの人に、愛はこうだからそんなことやめて下さいと、綺麗にはっきり

言えれば、沢山の人を救います。沢山の人も、そうだそうだそうだということになって、

民主主義だから 8時間以上絶対に働かないと。 

 

 2時間おきにコーヒータイム。12時になったらまたランチタイム。3時になったらコーヒ

ータイム。4時になったらバイバイ、手を洗って。それが私の生活でした。でもこれでちゃ

んと生きてますから。食べていけますから。国民がね、優等生なのよ。休みを余り取らな

いから。その上に私は 6 週間の休暇をもらいながら、病欠を取らなかったわけ。普通の人

はこれにプラス 1 ヶ月ぐらい病欠で、何だかんだ、家族が悪いなんだと。それでも国が持

っているのですよカナダは。 

 だから結局は、政治的にあなたたちの労働を誰かが吸い上げて、お返ししていないから

こういう状態になっているのです。 

 

【参加者】 

 すっかり自分もそれに洗脳されてしまっているようで、休むことに対して罪悪感を感じ
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るのですけれども。 

 

【水源師】 

 結局昔の搾取ということをやっている。昔は農民を地主が搾取して。どうしてそうした

かと言うと、徳川幕府が財政難。うまく行かないで遊び呆けて、うまく行かないから今度

は苦しみで明治維新が起こったと。だから今回は皆さんが民主主義で言う権利もあるし、

見る目もあるからね。 

 ただ、余りしっかりした見る目を与えたら困るから、宗教は教えない。それから勉強も

本当の事を教えない。分からないことを教えて、ハイできました。今度は働いて下さいで、

一生懸命働いて、何が何だか分からない内に家庭は崩壊、老後になって今度はどうして生

きていこうかと。そんなことをやっているのですよ。 

 

 この日本はもう金のなる国。あり余っているの。だから皆さんがしっかり見ればね、こ

の国から悪魔が出て行くのですよ。そしてしっかりと心眼を持つためには、瞑想をして、

何が本当か、何が本当ではないかと言うことが分かれば、何が愛か、何が愛ではないかと

いうことが分る。なぜかと言うと、一切のダルマには愛があるのです。仏法に愛がなけれ

ば仏法ではない。それが分からないからこうなっているのです。 

 よくよく考えて下さい、観音様は、ある時に中国で橋を作るのに、だれも橋を作るお金

を出そうとしない。それで観音様は綺麗な衣装を着て綺麗な、それこそエリザベス・テー

ラーより綺麗な姿でね、舟に乗ってすーっと人が通るところに行って、それでちょっと裾

を広げてね。ハー綺麗な人だ、と。それで男は色気が大好きだから（笑い）、ここにお金を

投げて下さい、なんて言ったら、ポンポン、ポンポン一杯になったわけ。でこの金を捧げ

て橋を作ったわけです。 

 

 叡智と言うのはこういうことなのです。それを格好良く、これしちゃいけないと言った

ら、橋はできない、人は通れない、水が出た時は流されて死ぬ。これは何の叡智もない。

これは害があって何にも良い結果を出さない。 

 では、何も規則を守らなくても良いかと言うことになったら、アメリカのバンバンバン

と無謀のことになるけれども。その状態に依るのです。皆が徳が高くて綺麗な時に、鵜の

目鷹の目で、何しちゃだめ、かにしちゃだめと。日本ではタバコを目の敵にして、ここで

は吸って行けない、何しちゃいけないと言っているけれども、政府で吸え吸えと言って、

税金かけて病気にさせて、それで今度はやめなさいと言う。これはちょっとおかしいと思

う、すべて個人に転換するのは。 

 

 まあそれもある程度やって、今度はカーボンが出るから火を炊いちゃいけない、何のか

のと言っているけれども、政府でそれ焚け焚け、発電所を作って工場の煙突から一生懸命
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煙を出させてから、今度は出すなと。ま、どういう風に生きて行くか、自分をしっかり、

惑わされずに本当の心眼を、心の目を開くようにね。それで見るようにして行けば。 

 だから基本は、どんな法でも愛がなければダメなのです。国家の法も愛がなければ法で

はないのです。そういうことによって、無実の人が犯罪者になるわけがない。愛がないか

ら、善良な無実の人を罪に落とし入れるようなことが堂々と行われてしまう。だから皆さ

んが本当に心の眼を開いて、大きくなって行けばね、知らず知らずのうちにどんなに沢山

の人を生きてる間に救うか分からない。ちょっと些細なことでも、何かしてあげるわけで

すよ。 

 

【参加者】 

 具体的にどのようにして自分自身を愛して、自分自身の心を開いて行くのか、私たちが

どうしたら、そういう風になれるのかを、教えていただきたいのですけれども。 

 

【水源師】 

 孔子様はこう言ったでしょう。人から叩かれれば痛い、だから人を叩くなと。だから弱

いものは特にいじめるなと。もし強いものが弱い者をいじめたら、もし自分が弱いもので

あって、強いものにいじめられたら救いようがないでしょう。愛が一つもない。 

 だから、強い者を止めて弱い者を助ける、ここに愛があるわけですよ。なぜかと言った

ら、自分が弱いけれどもやられたら痛いでしょう。そこに愛があるから、そんなことしち

ゃいけないと、身を張って止める。これは自分を助けていることなのですよ。 

 つまり自分はそういう風になりたくない、見て知らぬふりをする。これは悪魔のように

なってしまう。これをこの世の中がやらせているから、知らず知らずのうちに愛がなくな

ってしまう。だから本当に好きな人と出会っても、今度は本当に愛することができない。

だから結局は、恐れることなかれ、“Not to be afraid”。これがカソリックの真髄なのです。

“You don’t be afraid”。 

 

 私たちは仏教徒でしょう。これ以上の力を持っているのに、まるで家で養っている家畜

のように心が落ちてしまうと。“Not to be afraid”と新天地へどんどん行く。新しいところ

を開拓して行く。それは悪いことも一杯したけれども、それによって沢山の叡智も流れま

した。デモクラシーとか科学とか生活向上、悪いことばかりではないですよね。その勇気

をもって大西洋を越え太平洋を越え、もう帰ってこないかもしれない覚悟で。でも私達東

洋は生活が豊かだから、ここにどっかりして、そういう勇気ある行動はなかなか出ない。 

 雄者こそ真の愛が分るのですよ。身を張って心を磨くから。だから好きな人には、もう

身を投げても愛の命で生きて行くわけですよ。そこにすごい火が燃え上がって、宇宙の栄

光が入ってくるわけです。で、そこで始めて、アダムとイヴができるわけです、その世界

に。真剣ですよあっちは。こっちは何でも抑えてしまうから、ホニャホニャしているけれ
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ども、これは平和で良いかもしれないけれども、心は成長しない。ところが心を成長させ

る方法で、禅がこれがまたすごいものなのです。 

 

【参加者】 

 恐れることなかれと良いますけれども、やはりどこかで恐れているところがどうしても

あるかと思います。 

 

【水源師】 

 それが無明。さっき言ったどうして無明ができるか。結局真っ暗闇で何もない。サッと

何かあったら怖い。ところがサッと来たのが友人であれば、はっきり分る。家族であれば、

はっきり分る。サッと来たら、「ハーイ」となる。分からないと無知、これが無明なのです。 

 

【参加者】 

 それは頭では分かっていても、なかなか無明、恐れというの、除くことは、難しいとこ

ろがあります。 

 

【水源師】 

 だから頭を使うなというのです。頭で坐禅はするなと。ただただ空っぽになって呼吸し

て下さい。だからこれをやっているのですよ。そのうちにそれが消えて行きます。 

 

――――ペルーでのペルーでのペルーでのペルーでの不思議な旅―不思議な旅―不思議な旅―不思議な旅―    

    

【参加者】 

 先生はヒマラヤとかペルーとか良く行かれるようですが、体力的に大変だと思うのです

けども、どんどん行かれるのはどういうことなのでしょうか。 

 

【水源師】 

 行きたくないのよ（笑い）、呼ばれるの。肉体的には辛い。でも行った後に、いつも沢山

のご褒美をもらってくる。想像を絶するような、すごい体験をさせられる。今回のペルー

へ行った件でもね、私は行きたくないし、切符を放り投げようと思ったの。でも息子がせ

っかく買ってきたものだから、少しゆっくりして、今まで瞑想やって疲れているでしょう

と。それもそうだな、と思って。でもあまり行きたくなかったの。そしたら、ネイティブ

インディアンの子がね、黒石で作ったもの持ってきて、一緒に瞑想して、もう一回確かめ

たのですよ、何のことかと。そうしたら、皇帝が出てきて、パチェクテという名前で、な

んで行かなきゃならないのかなと瞑想したら、ナスカ、マックエーガに行けと言うことな

のですよ。映像がパンパンと出てくる。 
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 それで夢みたいな話だけれども、飛行機で行ったわけです。皇帝のパチェクテとは何だ

ろうかと。そうしたら飛行機に乗っている隣の人がね、それはインカ文明を作った最初の

王様で、とても偉い方だと。それでナスカの地上絵があるでしょう、 U FO みたいな。そ

こにどうしても行けと言うわけですよ、スピリッツが。あるホテルがあるから、そこへ行

けと。 

 

 それで何の事か分からないけれども行ったら、さっきシャーマンの話をしたでしょう。

そのシャーマンとの出会いなのです。その時に、シャーマンがピラミッドへ連れて行った

でしょう。そのピラミッドは 4000年か 5000年も前のものだって。非常に古い文明なので

す。その時に拝んでいる時に分かったのだけれど、相当な霊を天界に送ったのです。だか

らそういうことで呼ばれていたのかもしれない。 

 そこに不思議な井戸が沢山あってね。それは、パワーを受ける秘密の井戸なの。普通の

人はただの井戸にしか見えないけれども、私がそこに降りた時に、一つ一つの井戸が力を

与えてくれるのです。そういうお土産をもらいました。そしてその人が、ブランコ・モン

テニヤ（白い山）という、ナスカが全ペルーのエネルギーを象徴しているらしい。これは

イタリアの考古学者が 20 年そこのエリアで研究しているのです。その方が教えてくれて。

それでナスカ・ピラミッドのエネルギーは、白い山のエネルギーがここに移っていると。 

 

       

 

 そこで瞑想してそして今度はシャーマンがすごいビジョンを見たわけです、ただ坐るだ

けで。彼らはありとあらゆる薬草をやったけれども、見えなかった。けれど、私と一緒に

坐ったら見えるのですよ。だからさっき説明したように、へたな薬は使うなと。何の良い

こともない。なぜかと言ったら、もう 1 人のケチュア族のシャーマンが、彼も薬を使った

のだけれども、あれを使うと幽霊が出てくるから気持ちが悪いと。だから使わないと。そ

の通りなのです。 

 私と一緒に坐った時に、彼は見たこともないすごいものを初めて見てね。だからそうい

う行をした人が側に坐るだけでも見えてくるのですよ。ただインカの場合は、お坊さんた

ちが皆殺しにあって、手法がないから、結局それを使って未来を見るとか、そういうこと
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をしているみたいですよ。人を助けるとか。 

 それで、シャーマンが、「白い山」に私を連れて行ったわけですよ。そうしたらすぐ近く

だ、3時間で行ってこられるし、バスがすぐ出るからと。それで 3時間だったら良いと思っ

て行ったら、何と朝の 9 時から帰ってきたのが夜の 9 時で、顔は真っ黒け。それから千メ

ーターもある砂の山をずーっと滑ってきてね、それはひどい目にあったのだけれども。 

 

 そのトップの山は 2080メーターで 1000メーターが砂なのよ。不思議な山でね。で手を

入れて見たらスーッと冷えるの。外は 35度で日陰もなし。もうボロボロ。ボロボロで歩か

されて。でもね、その頂上で瞑想したのだけれども、その時に非常に大きなエネルギーを

もらったみたいです。でマッケイガというところへ行った時に、ビジョンを見せるわけで

す、映像をね。セロバウールと言うのですよ。私は名前を知らない。フラット・テーブル・

マウンテンというのが見えるわけですよ。ホテルへ行ったら、その写真が飾ってある。こ

れは何だと言ったら、それはセロバウールだと。 

 

 それでパチェクテが映像でね、太陽が上る、東から昇って、9 時には上がって、12 時に

は降りるということを一瞬にして教えるのです、ビジョンを。言葉で長々と説明しないで、

一瞬の 1 秒の間 100 ページぐらいのインフォメーションをくれるわけです。それで、次の

日にどういう風にして、どういう風に行ったら良いのかと。で、バスに乗り、タクシーに

乗りこういう風に行くと。そして行ったら、まさに私が上がる時に太陽が背中を押して、

ずっと上がって行ったら、まさに 9時。で 12時までそこで瞑想して、瞑想したら、やっぱ

り沢山のお土産をもらいました。カーッと映像で出てくるのです、いろいろな不可思議な

ことが。 

    

 

 いやそこ登るのも大変だったのですよ、もう疲れて。これでお終い、良かった、これで

ゆっくり寝ようと思ったら、今度は「ティワナコ、ティワナコ」と言うのです。それで映

像がね、小川の綺麗な小川が流れて、ティワナコは地球最古の都市と言われているところ

なのですよ。それでボリビアの、3700メーターぐらいのところにあるのだけれども。そこ

にクマポンクという、摩訶不思議な石があってね、その石はこういうでかい物だけれども
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まっすぐ切ってあるのですよ。 

 それも、ただまっすぐではないの。入り組んで機械でないと切れないような、1000年以

上前にはそんな機械があるはずはないのだけれども、ちゃんと切ってあるわけですよ。そ

れでこの石がダイナナイトと言ってね、ダイヤモンドでないと切れないそういう固い石な

の。そういう巨大なものをどうしてそこに運んできたか、手で編んだみたいに切るのです

よ、まっすぐではないのです。絶対に倒れないように。まあそういう不思議なところです。

エネルギーがあってね。   

 

 それでインカ帝国と、セロバウールと、ティワナコ帝国が数千年ここにお参りに来てい

るわけですよ。600年同じ場所に居ても 1回も戦争なし。その取り合いはなかった。で千年

前にどっちも突然消えていったのだけれども。そこで、ティワナコに行ったら映像の通り、

小川があるのですよ。水が流れて。 

 私は前にボリビアに行ったことがあるけれども、そんなところはなかった。ところが、

そこにあるのです。ピラミッドのちょうど真ん前のところ。ティティカカ湖に上がるとこ

ろに森があってね。それでそこで 3 日間くらい瞑想して。そしたら沢山のお土産をまたも

らってね。そしてこれでお終いだなと思ったのです。 

 そしたら今度は、「プーノ、プーノ」と言って、プーノに行ってきてティティカカ湖の葦

の島があるでしょう、あそこで遊んで行ってティティカカ湖でエネルギーをもらってね。

それでそれ終わって今度はクスコに行ったのですよ。そしてクスコのホテルに泊まったら、

何か知らないけれども湖が見えるわけです。なんだろうと思ってね。 

 

 そしたらガイドが来て、このガイドは、シャーマンガイドで、ジェインという人が、ト

ロントから 2000キロのノウバスコシヤから、ちょうど来て帰ったところ、と私の友人がジ

ェインにメール送って、会うようにということで彼がきたわけです。それで最初にパソコ

ンを開けて、映像を見せてくれたのが、この湖なのです。 

 そうか、ここも行かなければならないのかと思ったら、そこがちょうど 4500メーター五

回越えました。もう嫌になるぐらい。て言う 4500メータの場所に行ったらそこは聖なる場

所だから山の上に小さな湖があるのです。それで私はもうそこで疲れたから寝たけれども、

カナダで柔らかいベッドの上で寝ていたから、土の上で寝るのが痛くてね。で、次の日こ

う言ったのですよ。昨日不思議な光をいっぱい見たと。残念だ。いやあ見なくてもいいと

思ったけれども。今度は湖のちょっと高いところに洞窟があるのがすぐ分かったのだけれ

ども、それでそこをずっと上がっていったらまさに人間の顔をした物が側にあってね。 

 

 で洞窟に入っていって瞑想したら、他の次元に入って行ってしまった。はあ、こういう

すごいところもあるのだと思って。まあその時にロバ三頭を雇って、それから料理人や 5

人のスタッフ、それから私で、ちょっとお金かけて行ったのですよ。まあ苦労した甲斐あ
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ったと言って喜んで、そこからさらに最後に、オハラブカーラと言ってね、アメリカのグ

ランドキャ二オンがあるでしょう。あれと同じようなところ。自然の巨大な彫刻が沢山立

っているわけです。そこにそれで谷間の真ん中にタワーみたいにカーッとそびえている。

そこの頂上に広場があって。それでその広場も周りがずっと絶壁でしょう。すごいところ

ですよ。そこをズーッと周りを石垣で囲んでね。そこは UFOの出るところだというんだ。 

 

    

 

 まあ確かにこれはすごいところだと思って。というのはマチュピチュを見るだけで高い

お金を取られるよりは、これ見る方が元が取れてちょうど良いや、採算があったと喜んで。

そして夕方になったらね、ピカー、ピカーと光るのですよ。谷間の 5 キロ 10 キロ先から。

飛行機もないし、何もないところですが、ピカーっと光るのですよ。それでもっと良く見

るために、突き出たタワーの上に行こうって。昔のお宮があるところね。このお宮は、も

う何万年も古いのか分からないのだって。なぜかというと、昔 13000 年前に彫ったね、そ

れよりも古いというから。そこへ行って、ずーっと瞑想したのですよ。 

 

 その時に私は、宇宙のポータル（入り口）に入っていたのです。その時にシャーマンが

私が入っていくのを見てね、彼も入って行きたいと思ったけれども、彼はストップをかけ

られた。で、私はすーっと、入って行ってね、その時のガーディアンが、エジプトのルク

ソウルというところにある、頭はライオンで、体は女性という彫刻があってね。私のルビ

ーがその女性を見に行きたいという。なぜかと言ったら、この方が宇宙の時空をコントロ

ールしている女神だから。その最高の弟子が、文殊菩薩マンジュスリと書いているのです

よ。 

 

 私は、ラダックのレーに行ってね。そのレーというのは、イエスが修行したということ

もあるけれども、それよりも、そこはグル・リンポチェ（＊註 1）の本根拠なのですよ。グ

ル・リンポチェは、アフガニスタンで蓮の花から生まれたということでね。この人がタン

トラ（密教）を完成したでしょ、チベットの。それでこの人の祀られている建物があるの

ですよ。一般公開されていないでね。私が行ったら何故かそこへ案内されてね。で、その
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マンダラ見たらやっぱりライオンの頭で女性の体で全く同じ。で、なぜライオンなのかと

言ったらね、私が行った時が 8 月でライオンの星座の時。私がそのポータルで見たのは、

女性なのです。それでそういう風に彫刻がなっているのです。 

 で、そのコントローラーが私が入っても良いということで、ジャンプしたのです。なん

であるか分かったから。ところがその時に分からなかったらね、未知のモノだから怖いと

思う。私はそこへ入った時に、何であるかハッキリわかったから。アインシュタインの理

論で、ここからここへ行くのに紙を折ったみたいに、時間をかけないで一瞬に行けるので

す。そういう空間がここに存在します。そこをコントロールしている人が、その女神なの

です。 

 

 で、私は通してもらって、グリーン・プラネットへ行ってきました。それでグリーン・

プラネットで見た方は、だいたい 20歳にも満たない非常にスマートな方で、天使みたいな

身体つきをしてね、年齢はもう 10万年、20万年、どれ位と言って良いか分からない。それ

だけスーパー・スピリゼイションをもっている最たるものだけれども、それだけを見て私

は直ぐ帰ってきたけれども。そしてリマに帰ったときに、町で絵を書いている、おじさん

がいて、私が偶然そこを観光客がいかない時に何故か歩いていたが、その私が見たものを

そこで絵に書いているのです。それで買ってきたものをトロントに戻って来てメンバーに

見せたけれどもね。だからそういう不可思議な世界も見せてくれるのです。結局仏教とい

うのは宇宙的なものなのです。ただ地球だけのものではないのです。ただ私たちは、国だ

人種だと言って戦っているでしょう。本当はそれを超えるものなのです。 

 

 だから私はポータルに入って行ったけれども、若いシャーマンはストップをかけられて

入れなかった。それで私が入るのを見て、次の日に頭を下げてきて、私に禅を教えてくれ

と。で、今度クスコに帰った時にね、彼の作ったメディテーション・ルームに 2 週間お世

話になって、それで「今度クスコに来たら、あなたのために家を作ってあるから来てくだ

さい」と、そう言ってました。その方からも沢山のお土産をもらって。 

 

【参加者】 

 そういうシャーマンの方っていうのは病気を治すとかそういうことも。 

 

【水源師】 

 全部します。仏教もそうですよ。病気でも何でも直します。それを商売にはしない。本

当に必要な方を直します。それで結局私の知っている北アメリカのシャーマンがいるでし

ょう、彼らは荒野に入って行をしますよ。荒野に入って行って、4日間何も食べないで寒い

ところでずっと舞ったりね。サン・ダンスと言って 4 日間ダンスをしながら、串を刺すの

です。それで吊り上げるの。それで肉体が破れるから、ドーンと落ちるでしょう。そのあ
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と綺麗に治るのだけれども、その時に何か精神的に浄化するみたい。 

 だからすごい行をやりますよ。それに比べて、禅なんかはただ坐るだけだから、非常に

楽だ（笑い）。だからそういう人は強烈な行をするものだから、私が何をするかすぐ分るの

ね。それですぐに大事にしてくれて、聖なる煙草とかいろいろなものをくれるしね。それ

からあちこちすぐに連絡するし。精神界で行をしている人はとても大事にしてくれますよ。 

 

【参加者】 

 先生がぺルーでいろいろ行かれたパワースポットと言うのは、誰にでも御利益があるも

のなのですか。 

 

【水源師】 

 ポータル（入り口）ですね。そこは地球における宇宙のハブセンターみたいに、行った

り来たりしてるみたいですよ。ここを中継して。ただ私たちは、猿みたいなものだから相

手にされないだけで。 

 

【参加者】 

 地球上にも非常に不思議な空間があるというお話なのですけれども、アイルランドに行

ったときに、ヒッチハイクで車に乗せてもらったら、面白いところへ連れて行ってやろう

と言って、町の郊外で、坂を下って平らになっているところに、車を止めたのです。それ

で全部ブレーキも外して自由に動くようにしてそのまま置いておくと、バックして行って

坂をスーッと上っていくと言う、そういう場所があったのです。それは磁場の関係か何か

だと思うのですけれども、その地域では有名なところらしいです。 

 

【水源師】 

 私がスリランカのスリー・パーダ（＊註 2）へ行ったのですよ。お釈迦様は、正覚仏陀に

なられて、すべての行を完成したら、そこへ行ってすべての宇宙に対して説法しなければ

ならないでしょう。そこへ行ったらすごいエネルギーでした。カーッと、何だか頭が痛く

なるぐらいの。ちょうどバラボラアンテナみたいになってね。周りが絶的になっていてね。

マチュピチュもそんな感じでしょう。山に囲まれて、真ん中がスット立っていると。ちょ

うどパラボラアンテナみたいにエネルギーを出すようになっている。 

 

 そこに上がって行って、そこにも日本山妙法寺という寺があり、そこの坊さんが私を一

緒に連れて行って上がってくれたのです。その時にあれを見ろと、あれは、 UFO が降り

たところだと。それでそこだけは、光が明るい色ですよ。それで今度は降りてくる時にね、

ちょっと寺から外れているところで、私そこにズーッと降りて行ったのですよ。そうした

ら、20メータくらいに渡って木が折れているのです。もう 10年位経っているとか言ってい
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た。でも木が、生えないでね。 

 そこへ行って、手で触って見たのです。そこで瞑想したら、それは、純機械文明でした。

心とかそういうものではなくて、本当に機械的なもの。それだけ。だからそこには宗教的

な、心の浄化というか、宇宙的になるというチャンスはないみたい。だからこういう人間

の体に生まれてね、仏法こう知ると言うことは大変なことなのですよ。 

 

【参加者】 

 それじゃあ本当に宇宙人は UFO で地球に来ているのですか。 

 

【水源師】 

 行ったり来たりしてますよ。メキシコに行ったらいくらでも見られるって。 

 

【参加者】 

 宇宙人にとっても仏陀と言うのは存在しているのでしょうか。 

 

【水源師】 

 ありません。仏陀はこの人間の体を取って、ちょうど 0 ポイントの、善くもない、悪く

もない、この状態で、仏陀になれるから、人間の体が必要なのです。 

 

【参加者】 

 では宇宙人みたいに高度な文明を持っていても、仏陀と言うのは。 

 

【水源師】 

 ならない。だから天界の神が皆仏陀に説法聞きに来るでしょう。だから人間に生まれて

いるから、仏教の修行ができるのです。もしこれが人間ではなく天界に行ったら、朝から

晩まで、余りに楽しいから何もしないでいる（笑い）。修行する事もないし、すべてが良い

からね。快楽に次ぐ快楽だから。それでそこから急激に地獄に落ちると言う。だから結局、

人間に生まれたということは、すごい高徳があってね、その中で、特にこうして仏教に接

するということは、奇蹟中の奇蹟です。それも分からずに死んでいくのよ、皆さん。何た

ることでしょう。 

 

註 1：グル・リンポチェ（パドマ・サンバヴァ）は、チベット仏教、ニンマ派の開祖。 

註 2：スリー・パダはスリランカにある聖なる山。仏教、キリスト教、イスラム教の聖地に

なっている。 
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――――天界と地獄天界と地獄天界と地獄天界と地獄――――    

 

【参加者】 

 天界に生まれてから、地獄に落ちるとおっしゃっいましたが、地獄に落ちても、上の方

にまた再生できるチャンスというのはあるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 パオで一緒に修行した人はね、「私は地獄に 1回落ちたことはある」と、この人も行終わ

っている人ですよ。それで「地獄はどうだった」と聞いたら、「いやー地獄はただ暑い暑い」

と。 

 

【参加者】 

行の中で、天界とか、地獄を見ることもできるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 もちろんブラフマ・ビハーラ（慈悲喜捨の瞑想）やったら見えます。ただそのときに禅

定で本当にキツくやったら全部見ちゃうけれども、そこでちょっとアヤフヤだったら、ダ

ラダラダラとしか見えない。人にもよります。 

 それで、「いや、お前よく出てきたな」って聞いたのです。「何で落ちたのか」と。「いや

あ、女を三人焼き殺した」。「では、どういう因縁で出てきたのか」と。「やあ、私はカシャ

ッパ・ブッダの時に、ブッダにお供物をしてね、その高徳で出てこれた」と言っていた。 

 

【参加者】 

 それが分るのですか。 

 

【水源師】 

 いや行で見えるから、彼が言っているの。 

 

【参加者】 

 その方も最後まで行かれたのですか。 

 

【水源師】 

 はい、行っている。私をすごく助けてくれました。次はこうすれば良いと、英語はちょ

っとできるから。親しいから何でも話してくれた。で次にやっと出てきた時にはね、足は

動かないし、乞食して、もう生きながらすごい苦しみを受けたと言っていた。で次に、真

面目に生きたから、今度は女性に生まれ変わって、それでその後は、それからずっとお坊
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さんを 4回やった。今回もお坊さんになったと。 

 

【参加者】 

 行の中で、自分の過去世を、何回も見るのですか。 

 

【水源師】 

 過去は 6回見なければいけないのです。それから未来も 2回見てね、パティサンディ（再

生識）（＊註 1）を綺麗につないでいかなければいけない。過去の物質と現代の物質と未来

の物質を全部つないでいかなければいけない。それでそのナーマ・ルーパ（心と体）も、

意識過程も全部つないで非常に複雑です。 

 で、それがぴったり合っていれば、「よし、あなたは見た」ということになる。で、その

行を完成して、今度次は、4エレメント（地・水・火・風の瞑想）をまた細かく見るのです

よ。でそれ終って、今度はヴィパッサナーに入る。 

 

【参加者】 

 パオ・メソッドを全部終了したら、阿羅漢になるのですか。 

 

【水源師】 

 なる人もいるだろうし、ならない人もいるだろうし。終了したって、空が見えない人も

いるし、終ったら、空を見るのが終了だけれどもね、それは保証なし。 

 

【参加者】 

 では終っても阿羅漢になれない人もいるのですか。 

 

【水源師】 

 終ったってまだ、ソータパン（預流者）。ソータパン、サカダガーミ（一来者）、アーナ

ガーミ（不還者）、アラハット（阿羅漢）（＊註）。だから行を終えたら、ソータパンは間違

いないだろうと言うけれどね、そのあとすぐスンニャータ（空）を見なければいけないの

ですね。それでそのあと何回も何回も繰り返すのです。 

 で、それ終った時に、今度は、ハッキリと、照見五蘊で、空がすべて見えなければいけ

ない。今度はもっと深く。それでそれを見たときに今度は、究極涅槃の世界に入っていく

のですよ。だから一般の人はね、ただ、これはこうと言っているだけ。だから一番大事な

のは、今この瞬間、呼吸とかね、30分でも毎日すると言うことです。 

 

註 1：パティサンディ・チッタ（再生識）は再生したときの最初の意識。 

註 2：悟りの段階。預流者、一来者、不還者、阿羅漢。四道四果とも言う。 
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――――チベットへの旅チベットへの旅チベットへの旅チベットへの旅――――    

 

【参加者】 

 パワースポットというお話がありましたけれども、エネルギーが高いところで瞑想する

と、瞑想が進むと言うことはあるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 あるでしょう。私がチベットのプーランというところまで行ったのですよ。そこは、マ

ーハーカッシャパのところだとチベットの坊さんが言うのですね。もう洞窟が一杯ある。

なぜかと言ったら、下のブッダガヤとかは、ちょっと暑いでしょう。私チベットに 2 ヶ月

いたけれどね、そういう高地は、気持ちが良いのよ。空気が薄いから、呼吸がものすごく

楽。そこで 80歳くらいのおじいちゃんかな、1人で洞窟で、それで寺男みたいなのは側に

ついて、「お前お茶出せ、お茶出せ」って私にね、お客さんが来たから出してやれと。 

 その 80くらいのおじいちゃんは、そこの洞窟は暗いのですよ、私は眼鏡がなければ読め

ないの。ところがそのおじいちゃんは、お経をタッタッタと読みながら、もうニコニコニ

コしながら、トントコトントコ、経をあげて行くのよ。その楽しさっていうのはね、ビー

フステーキを毎日食べるとか、そんなもんじゃないよ。私は若い頃帝国ホテルで、食事な

んかをしたけれども、全然その、ハッピーさというのは全然違う。数段上。 

 

 だからね、私が言うには、金名誉なあんて、それは本当の幻想。そこでハッキリ見たも

の。もう嬉しそうに、トントコトントコト。それでガラス張りで、廊下を見るのよね。そ

れでお金上げようとしたら、いやいや、このお金を持って、もっと高徳のある、高い所の

お方持ってけと言うのですよ。で、バターミルクね、それに砂糖をいっぱい入れて、美味

しく私に捧げてくれるのです。まあまあ、それこそ人にあったなという感じ、人と人との

出会いがあったなという感じ。言葉はないんだけれどもね。心と心だけ。だからそういう

ことを見るだけでヒーリング。本当のヒーリング。 

 

【参加者】 

 なんかそういう話を聞いていると行って見たくなっちゃいますけれども。 

 

【水源師】 

 そういうところは秘境だから、本当は人が入っちゃいけないんだけれども、ただ、アリ

というところ公安があってね、「私は罪を犯しました。このエリアに入ってはいけないとこ

ろで、私は出て行くけれども、500 元払います」、とか何とか言ってポンポンポンとハンコ

押して、「1 ヶ月いても良いよ」というパスをもらうのですよ。それだから自由にもっと奥

地に入っていて。だからそのお金もいるけれども、カイラス山を一度回るのに、57 キロ。
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でも回った後やっぱり、良かったなと思いますよ。だから結局、タダでは何にもくれない。

自分の体を使ってグルグル回らなければ。何でもタダはないです。だからどんなに辛くて

もね、そのチャンスを生かせば、必ず良いことが起こる。私は若い時に、なんで坐らなけ

ればいけないのだろうと思ってね。 

 

 私自分 1 人で坐って見たり、それで足は痛いし、なんでこんな地獄みたいなことをしな

ければならないのだろうかとしょっちゅう思いながら、坐っていたら、結局私１回も病気

しなくてね。それで人ともほとんどつき合わなかったけれどもね、これと言って何もなく

て、家庭も素直にスルーと行って、退職して、そういうすごい、大旅行させてもらいまし

た。それで後で分かったのです。ああ、坐禅したおかげだって。あれは足が痛かったね（笑

い）。 

 だから、すぐお金出して誰かにやってもらうとか、これ出せば何かもらえるとか、これ

飲めば直ぐどうにかなるとか、それ全部嘘です。自分でそれだけのものを、努力して、痛

みを超えて行かなければ、天はタダではくれません。天は見ています、本当に見ています。

努力して真面目にやる人は、必ずや良いことがあります。 

 

―先祖供養―先祖供養―先祖供養―先祖供養・天からの助け・天からの助け・天からの助け・天からの助け――――    

    

【参加者】 

 この間お彼岸があってお墓参りとかで行くのですけれども、そういうことは意味がある

のでしょうか。 

 

【水源師】 

 あります。なぜかと言うと、私の過去を見た時に、私の生命が終って他の生命体に入る

時に、それはずうっと連続しているのです。それは縁起を見るときにずうっと、何回も何

回も見て行くのだけれども、こちらの世界から見た場合には、続いていないのです。とい

うのは、この宇宙での時間帯は真直ぐだと思っているけども、どうもそういう時間帯はな

い。くるっと回ったり、時間はないようであるようで。 

 だから私がお釈迦様の話をするでしょう。テーラワーダではお釈迦様はニッバーナ（涅

槃）へ行ったからこれは関係ないと。でも私がお釈迦様の話をした時に、お釈迦様はここ

にポンと生きていて、すぐ皆さんに一杯語りかけているのですよ、私の語り口を通して。 

 

 だからそういう風にあなたが先祖とか、死んだ人のこととかを思った時に、心は一つ、

全宇宙は心。あなたは、ただここを見て自分だと思っているから、この時にあなたの愛と

か、慈悲の心が、もし苦しんでいたら縁のある人を和らげるから、それは非常に良いこと

です。 
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 まあ体験から話しているので、何か分かったようで分からないかも知れないけれども、

まあまあ心をこめてお祈りしてください。それはね、お金を沢山かけたから良いと言うの

ではないのです、心なのですよ。だから線香 1 本でも良いのです。蝋燭がなければただ手

を合わせるだけでも良いのです。 

 地蔵様は本当に居りますから。どうか助けてあげて下さいと言ったら、本当に力があり

ます。また観音様は本当に居りますよ、宇宙のすごい観音様が。それで、それを通して初

めて浄土が見えるのです、生きながらにして。嘘ではありません。だから浄土真宗も良い

のです、真面目にやれば。浄土とニッバーナ（涅槃）とは違いますよ。 

 

【参加者】 

 先生は深い禅定に入ると、いろいろな世の中を見る見方が変わってくるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 いや、天から知らせが来るのです。もうアメリカ経済が潰れるのが 1 年前から分かって

いたからね。ちゃんと天界が見せるのです。まあそろそろ夢から醒めて。さっき「浅き夢

みじ、酔いもせず」という歌があったけれど、素晴らしい先人が居るのだから。 

 

【参加者】 

 宇宙の叡智ということを言われましたけれども、テーラワーダの方ですと、悟りを目指

すのは全部自分の力でということで、宇宙の叡智と言うか、自分を応援するようなものは

存在しているのでしょうか。 

 

【水源師】 

 存在しています。宇宙のブラフマ（梵天）が化身になって一所懸命助けてくれているの

だけれども、拒絶したら出てきませんよ。いらないという人に、そういう聖霊は出ません。

素直に認めてくれる人にはサッと現れて、そしてその人が成長して、他の人をどんどん助

けるから。 

 宇宙にはそのように助けてくれるすごい観音様とか、地蔵菩薩とか一杯おりますけれど

も、そういう宇宙的な聖霊も沢山おりますけれども、強烈に悪い精神的なものもおります。

マーラ（悪魔）みたいなものもおります。 

 この世はすんなりと、無い無いでも通せないのですよ。だから今でも私のところに、助

けてくれと言ってきた人がね、コロンビアの人で、魔術をかけられて、ただ座っていって

もパンツが燃えるのですよ。パンパン、パンパンと。体全身が痛くて痛くて仕方がなくて。

お医者に行っても、どこも悪くない。じゃ頭が狂っているのかと思って精神科へ行ったら

どこも悪くないと、もう来るなと言われて。でも体は痛いし、もう疲れたみたいね。  

 なぜ疲れているのが分るかと言ったら、この方のお母さんが死んだときに、コロンビア
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に葬式に行った。その時にお坊さんが、あんたはもうすぐ死ぬよって。何でと聞いたら、

悪魔が取り次いているからと。その教会で、2ヶ月お坊さんが清めて、何か取れたというこ

とで、トロントに帰ってきたのですね。そしたらそれがまた発生して、で私は何も知らな

かったけれども、この人の友達が私の瞑想会に来ていて、この人を連れてきたのです。 

 で突然取り憑いて、バーッと暴れ出して、それですぐ分かってね。で、その時抑えたの

ですよ。バジュラヤーナ（密教）の力で。禅の方ではだめです。バジュラヤーナの力で取

り押さえて、それで私が、七回のセッションをやって取ってあげるからと言って、取りま

した。 

 

 その前に、イタリアのカトリックの坊さんが取ってやろうと思って、それは神父の仕事

で私の仕事じゃないのですよ。でも結局力がないからね。たまたま彼女は助かったわけで

すよ。こういう方がトロントにはゴロゴロいるの。多分日本にも一杯いると思いますよ。 

 私のところに瞑想に来る人でね、精神科のお医者さんが 2 人来るのです。何をしている

かと言うと、ただ機械的に薬を与えているだけ、効かないの分かっている。だからそう簡

単じゃないですよ。 

 何も上もないし、下もない、苦しんでいる人を助けるということですよ。ところが変な

教育を受けて、私は日本人、日本人と言ってみたり、私は韓国人、韓国人と。私は中国人、

中国人と。そういうふうに懲り固まるわけですよ。だからこういう壁を作るから本当の、

本来の人間の愛を発することができ無いわけだ。結局仏法そのものは愛であるから。実は

そうなのですよ。 

 

 ところが理論だと思っている。とんでもないことで、だからお釈迦様がこの世に出て、

哀れんで、私たちを助けてくれるように出てきたでしょう。それでいろいろな話をしてく

れて、それを後からこう言った、ああ言ったと。そんなのは人を助ければ良いのですよ。

痛みを取れば良い。それがもっと大切なことですよ。だから何も無いと思って、変な所へ

行ってご覧、ばっちり取り憑かれて帰ってくる。そういう霊障がゴロゴロしているから。 

 

【参加者】 

 今のお話で、霊障というのはどういうふうに取り除いていくのですか。 

 

【水源師】 

 いろいろな手法があります、その状態によります。例えば私がこういう風に数珠をかけ

ておくでしょう、そうすればマーラ（悪魔）は来れないです。そしたらあなたの好きな菩

薩様、信仰している菩薩様を千回位ずっと唱えていたらね、それが守護神になるみたいで

す。私の場合は、もし気持ちが悪くなったら、千回位「南無観世音菩薩」を唱えます。そ

うするとスーッと静まってくる。 
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【参加者】 

 私は、仏像持っているのですけれども、自分が拝んで行けば何と言うか、パワーがつい

てくるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 お水をあげたりお花をあげたりして、供養してやるでしょう、そのパーラミ（波羅蜜）

によってエネルギーというか、菩薩様と言うか、宇宙のブッダがどんどん降りてきます。

そこにあると、悪いマーラが入って来ない。 

 

【参加者】 

 生きているように大切に扱えば良いわけですか、仏像を。 

 

【水源師】 

 もちろんそうですよ。置物じゃありませんよ。聖なる物です。 

 

【参加者】 

 菩薩様に会いたいとか、そういうことを唱えていて守護菩薩に会えるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 自分で選ぶのです。会いたいと思っても、相手は出てきてくれないけれども、ある時に、

ポンと現れますよ。バイブレーションと言うか、その状態に達したときに、チャンネルが

合うというのかね、その時にスッと現れる。 

 

【参加者】 

 仏陀以外のものを念じても良いのでしょうか。 

 

【水源師】 

 大丈夫ですよ。だからいろいろなブッダの名前を言うでしょう。私はゴウタマ・ブッダ

が大好きだからゴウタマ・ブッダの名前を一生懸命唱えるけれども。ここにあるのは薬師

如来です。薬師如来は七仏一体となって動くからね。なぜか縁があるのですよ。テーラワ

ーダでは認めないけれども、存在します。東方の方にいてね。それはすごいパワーです。

というのは坐禅している時にね、西洋の生徒たちがボンボン見るからね。ブルー・ブッダ

が出てきたと。それは薬師如来のことです。 

 

【参加者】 

 瞑想の中で出てくるのですか。 
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【水源師】 

 ええ皆なが見るから、ますます瞑想やるときに親近感を持ってね。瞑想する場所も特別

な、エネルギーが調和できるようにセッティングしているのです。ただの場所じゃないで

す。どこのお寺でもそういう風に作ります。エネルギー・バランスでしょうね。それから、

マーラが入らないように。結界です。だから良い場所が見つかって坐れば、実に気持ちが

良いです。 

 

――――禅禅禅禅、大乗、大乗、大乗、大乗とテーラワーダとテーラワーダとテーラワーダとテーラワーダ――――    

    

【参加者】 

 先生の場合は坐禅の曹渓宗から、パオ・セヤドーの、ヴィスディマッガ（清浄道論）を

修行なさったわけですけども、私たちは、なかなかヴィスディマッガとかは難しいと思う

のですけれども、坐禅だけやって行っても心の成長はできるのですか。 

 

【水源師】 

 できます。なぜかと言ったら、私はそういうアビダンマをやっていなくて、私はそうい

うことを一つも知らなかった。ただただ一心に、弘法大師様がいう、般若心経を唱えよ、

唱えよ、唱えれば度通すると。私の先生に、「私は般若心経しか読めないのです」。「そうか、

それで良し。それでやれ」と。もうどっちも同じこと言うしね。それだけズーッとやって、

あとは坐禅 30分。良いときは 2時間。それも時間も大体朝の 3時から 5時と一番静かな時

を選んでやっていました、ズーッと。 

 それで何も考えないけれども、ある日突然これが空じゃないかなということがポンと分

かって、あとは在家だから、これで楽しんでヒマラヤ行ったり、旅行して写真を撮って暮

らそうと思っているうちに、パオに出会って、パオで坐ったらニミッタが出て、今度は「3

年いたら全部見せてやる」ということで、全部見せてくれるんだなと思ってやったら、ス

ーッと終わってと言うことです。 

 

 それで一番大切なことは、その間にもいろいろな悟りがあります。あ、そうか、こうだ

ったのかと、どんどんどんどん、目からうろこが取れるように、これが大切なのです、曹

渓の方では。それでうろこが取れて行けば、取れて行く程心が静まるし、シャープに物が

見えてくる。それで壁もなくなってしまうしね。偏見も全部消えてしまいます。 

 で最後にズーッとやって、それでお終いかなと思って、私がもうこれで良いかなと思っ

て、行も済んだし、これから好きなことしようかなと思ったら、こう（お坊さんに）なっ

てしまった。 

 それはアビダンマをずーっと見ればいいけれども、それだけが全部ではありません。必

要な時になったら、どこかで生まれたときに、この行をやらされますよ。私はたまたま二
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つをこの世でやったけれども、やっぱり、いろいろ調べたら前にいろいろやっていました。    

    

【参加者】 

 先生は在家時代に禅の修行をなさっていたと言うことですが、読んだ本に、禅で見性し

ても振り回されることはないけれども、煩悩自体がなくなることはない、と書いてあって、

それはテーラワーダで言う悟りとはちょっと違うのではないかと思ったのですけれども。 

 

【水源師】 

 その書いた人はもう少し坐禅をした方がいいね。本当の禅をしていない。 

 

【参加者】 

 本当の禅の見性とはどういうものでしょうか。 

 

【水源師】 

 見性ということも考えていない。見性というのは、照見五蘊、はっきり、カラーパとか、

ナーマ・ルーパを全部見たときに照見であって、ただパーっと見てこれがそうだこうだ、

それは言葉の遊び。だから本当に禅をやればね、ヴィパッサナーもちゃんとできるはず。

で確かめることができます。だから自分が本当に見性したと言って自信があって、パオ（瞑

想センター）に行ったらね、私より早く 6ヶ月くらいで終わるはず。 

 

【参加者】 

 在家時代はどういう禅の指導を受けられていたのですか。 

 

【水源師】 

 私はほとんど受けていませんよ。たった 3 ヶ月間、私の先生はカナダにおってね。彼は

東京大学でインド哲学の博士号を持っていたのだけれど、韓国の東国大学で教授が亡くな

ったから、すぐ来てくれと言うことで、私はこれからゆっくりと修行しようと思っていた

ら、先生がパッと消えてしまった。だけどその 3 ヶ月の間にディレクションを与えてくれ

た。北はこっちですと言うことをしっかりと教えてくれた。それをただやっただけです。 

 で、本当の教本はさっき言った般若心経講義。私は日本で生まれて日本語しか知らない

から、それが最高の教本で、考えれば朝から晩までこれだけ、これだけ唱えていて、「観自

在菩薩」と言って、分かったような、分からないような。ずうっとやっていったら、パオ

で、観：ヴィパッサナーか、自在：五自在か、菩薩：する人かと分かったのです。だから

一生懸命やって行けば、必ずや度通すると、般若心経秘見で弘法大師様が言ったわけです

よ。私はただただ、それだけを信じてやっていたら、本当にそうなりました。また即身成

仏もありますよ。 
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 一番いけないのは言葉の遊びです。受・想・行・識。サンニャー（想）を観るのにこれ

全部やらなければ分からないのです、ニミッタでね。マインド・モメント（心刹那）をタ、

タ、タ、タと見なければいけないし。これが行ですよ。そう簡単なものではないのです。

そしてこの行を見るのはすべてこの、すべての物質をこういう風に四方面から見ることを

終了したあとでこの修行に入って行くのです。 

 だからほとんど皆な言葉の遊び。それを本当に見てそれが本物。だから皆な空論してい

ます。だからただ本当に坐りなさいと。ただ黙って坐るのではないですよ。特にその対象、

何を見るかをハッキリと持たなくてはね。 

 

 ジンヨンスニムという方は私のように修行を終了されて、彼女は 10年間山におった。チ

ャンミ 3 年、マハシ 3年、それでパオに来て 3年で全部終了して帰ったのだけれども、彼

女が言うには、もう朝から 10時間、定に入ってじっと坐っていたけれども、ただそれだけ。

般若（智慧）が出てこないと。これはおかしいと。 

 それでパオに来て、修行をターッとやったら、「初めてこのことか」と気付いたと言う。

だからそういう風に良い方に出れば、それでこそ最高ですよ。でまた修行が進めばね。で

すから行なんて簡単に書いているけれども、全部分かって初めて行が照見でき、確証でき

るわけですよ。本をサーッと読んで、分かったつもりでも分かっていません。だから体験

が一番大切で、その時に私の先生がディレクションでこうだと言うことで、只ひたすらに

歩いて来たわけです。 

 

【参加者】 

 坐禅をしていて、なかなかニミッタが出ないのですけれども。 

 

【水源師】 

 それは出なければ出ないで関係なし。まずね丹田の力を養うこと。そういう時には禅の

手法を使って半眼にして、ただ呼吸法をして、どんどん丹田の力を強くして行く。そして

ちゃんと丹田ができたら、今度は数息観に入っていきます。数息観が完全にできた場合に

は、今度は私が公案をあげられます。公案ではなく、ヴィパッサナーに入る力があれば、

アーナパーナ・サティでやっても良いです。だから人によって違ってきます。状態により

ます。 

 

【参加者】 

 今の話で丹念を鍛えると言うのはどういうことですか。 

 

【水源師】 

 結局今の若い人も年配になられた方でも、丹田の行をあまりすることがないので、結局
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チャクラのエネルギーが余りうまく流れないのですね、気が。これが流れないから、しっ

かりと外の空間を見ても、反応があまりないのですよ。ですからヨガでも良いですよ、道

教でもいいですよ、気功法とか、普通の体操でも良いですよ。でも最後に帰ってくるのは

この禅で般若の力を使うのです。 

 だからまず余り考えずにただやってみたら。保障します、病気はしない、それからだん

だん分かってきてハッピーになって行くから。余り考えてもうまく行かないです。ただや

ることです。 

 

【参加者】 

 坐禅を続けていく上で、禅病とかいうことがそうならないためのアドバイスはあります

か。 

 

【水源師】 

 結局私の先生が禅病になるのをちゃんと止めてくれたのです。私は結局パオを 11ヶ月で

終わったでしょう。ですべてを見たでしょう。これでもし慢病を起こしてしまったら、白

雲禅師みたいになって大変なことになるのですよ。 

 そこまで行かなくても沢山の坊さんが禅病になってね。なんか悟った、悟らないで。で、

その時に本当の先生を持つことが、実に大切で。その先生がすべてを知っている先生。何

もかも。私の先生は、全経典を読んでいるからね。その上でプラス行をやっているから。

で、私がいう事をすべて分るし、何をやったかも分るのですよ。 

 

 で、彼は十二の仏教の博士号を取ったけれども、「私はいっぱい生徒がいるけれども、お

前だけしか話ができない。こういうことを話せば狂ったと思われるから」と。でも私と私

の先生とはすべてを話してしまうね。それはでも学会では認められないからここだけでお

終い。だからそういう会話をできるだけでも幸せなのです。 

 それでその時に私に究極の公案をくれたのですね。これをやれと。それがなかったら私

は今頃禅病にかかっているかもしれない。何時慢病を起こすか分からない。起こったらも

う大変。結局怒りがあっと走るように出てきたらもう大変なのですよ。ですから出る前に

すぐにそういう妙薬をくれたのですよ。これでやれと。だから皆さん、禅病を恐れなくて

も良いです。まだなる段階じゃないから（笑い）。 

 

【参加者】 

 パオでも禅病になっている人はいるのですか。 

 

【水源師】 

 それがね、だから大事なのは先生なのです。私は口を出さないから見ているだけだった
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のだけれども、スパルタ式はだめなのです。分からないからそれやるのです。ギューギュ

ーやればできると。それでプチンと切れてしまうのです。それでそのことが起こるのです。 

 まあ、一種の禅病ということになるのだけれども、それに陥ったら大変ですよ。だから

その時に、立ち直れればいいけれども、そのあと見てないけれども、立ち直れないと思う

よ。そして一生廃人みたいに、お寺で過ごしたらね、それも因縁だとか、カルマだとか、

それで済むものだろうか。 

 

 だから、良い先生に出会うということについて、私の先生はこう言いましたよ。ちょう

ど太平洋にね、こういう輪っかが浮かんでいるのです。それで水面に亀が海の底から上が

ってくるわけです。それでちょうど偶然にこの輪っかと亀の頭がピターっと合うそれくら

いの確率ですよって、教えられました。 

 まあそれは別として、私はこういう良い先生を持ったからこうして、それも日本語で教

えてくれたのです。東京大学に留学していたから。それも摩訶不思議。私は韓国語できな

いもの。だからすべて因縁でちゃんと整ってくれるわけですね。だから皆さんも安心して

ね、気楽に、あまり無理しないで、あまり怠けないで、ほどほどに毎日少しずつやれば必

ず良いことがあります。 

 

【参加者】 

 マハシメソッドで悟ることができるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 マハシメソッドは、アーナンダ尊者の生滅の方法でね、結局チッタ（心）見ることがで

きると思います。ところがアーナンダ尊者はアビダンマとかいろんな事を聞いてしている

し、それで一瞬にしてその時チッタをパッと見て一瞬にしてすぐ分かったのですよ。それ

を見たおかげで、私みたいに勉強しなくてもね、ちゃんと分かったと。何がなんであるか

すぐ分かったのだと思う。それで阿羅漢になったのだと思う。 

 なぜかと言ったら、そこでジンヨンスニムが、3年位たけれどもね。朝から晩までボンと、

定に入って座るのですよ。皆な彼女は悟った悟ったと言うけれども、本人は、私は何も悟

っていないと、私は何のダルマも入らなかった。そう言ってましたよ。 

 

【参加者】 

 なかなか難しいということですか。 

 

【水源師】 

 いや、人がそう言うだけであって実態は違うということ。だから宣伝宣伝で沢山やるか

ら、本当のところに出会うと言うのもこれも至難の技ですよ。これが本当だと言っても本
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当ではないということが多いから。ましてやそれをやって行って一生かけてそれが無駄だ

となったら、悲劇ですよ。そういうことが一杯あるから。だからさっき言ったように本当

の先生に出会うには、大海の輪に亀が千年に 1 回出会うそういう確率。もしそういう風に

出会ったらそういう出会いを大切にしなさいと。 

 

【参加者】 

 宇宙の中で人間として生まれて仏法に出会うということは、そして師にめぐり合うとい

うことは、大変なことですね。 

 

【水源師】 

 それはそうですよ。本当にそうです。ブラフマビハーラの修行をやればねこの宇宙にど

れだけの生命体があるか、それで人間の体に生まれてくる生命体はねほとんどないのです

よ。その中で、ボディダルマが 9 年間あそこでじっと座ったでしょ、その上で慧可が出て

くると。それでそのおかげで、その繋がりでツーッと坐って、その御利益で、私もずっと

坐ってと。まあまあ、摩訶不思議の摩訶不思議の話。だからこうして皆さんこうして坐っ

ているでしょう、これは大変なことなのです。 

 

【参加者】 

 こうして皆さんが集まるのもそういう縁があるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 結局それだけの高徳を積んでいるわけです。高徳を積まなければここには出てこられな

い。すごいすごい宝物もらっているのですよ今。こうしてただ話を聞いているだけでも。

だからそれだけでね、この人生は大成功と言ってもいいくらいなの。なぜかと言ったら、

私の言ったことがいつの日か花咲く時が来るから。そしてあなたがいつの日にか、こうい

う状態が起こるかも分からない。だからその時間帯たるや考えただけでも頭が痛くなりま

すよ。この東京の中でも会えない人が一杯いるのだから。ましてやこういう風に直に質問

とかね、私はカナダに住んでいるのに。 

 

【参加者】 

 先程正しい先生というお話があったのですけれども、正しい先生に出会うにはどうした

ら良いのでしょうか。 

 

【水源師】 

 結局今まで高徳を積んで来てたから、私が法を話しているでしょう。まあこれだけでも

良いのですよ。なぜかと言ったら、私は随分と大先生に助けられたからね。その他に、ソ
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ンサンスニムという方がね、この方は坐禅をしたら空中に上がるのです。もう亡くなった

けれども韓国の坊さんで、この方とも討論したけれども、随分と曹渓宗の偉いお坊さんか

らは、何故か知らないけれども、大事にされました。 

 

【参加者】 

 日本にも寺は沢山あるのですけれども、なかなか指導者がいないようですが。 

 

【水源師】 

 韓国にもいないと言っていました。今の時間帯は出ないような時期になっているらしい。

前は、一来果みたいな方も出たらしい、韓国でも。今はそれも出てないと言っていました

よ、韓国で。自分でなったとか言う人はいるけれども。預流者は確実にいるはず。 

 

【参加者】 

 先生はテーラワーダだと大乗を両方ご存知かと思いますけれども、先生から見てテーラ

ワーダの問題点はどこにあると思いますか。 

 

【水源師】 

 結局、私の見方からすれば、なぜ比丘尼が消えたかと、その回答が明快ではない。どう

もおかしい。日本は修行をしてもしなくても、まがりなりにも比丘尼の戒は持っているか

らね。そのことによって結局女性が、あまり良い地位にいないですよ。結局男性社会でね、

男性がカーッと持ち上げられて、私みたいに何も知らなくても、女性が土下座をするくら

いで。お坊さんだってこっちの方が気が引けて、「ごめんなさい」と言う位で、こちらの方

が頭の下がる位です。そういうことで女性のパワーがないからね、まあ仏教守っていて良

いのだろうけれども、一般の方の生活があまりうまくいってないような気がする。私の目

から見てそんな気がしますけれども。 

 

【参加者】 

 大乗にも問題点というのはあるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 今度大乗は勝手すぎてね（笑い）。何だかもう輪廻もない。神もない。何も無し無しで。

人がおかしくなってしまうような、余りにも無鉄砲なことをやるということも。でも、テ

ーラワーダでも、大乗でも、皆な素晴らしいお坊さんが沢山いました。それぞれの中で、

一生懸命やっていました。 

 だからここで生まれてこういう法に接するし、特に日本では、テーラワーダも大乗でも

バジュラヤーナ（密教）でも、何でも良いと言う、これはすごい幸せです。自由だからね。
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その上に自由にキリスト教、イスラム教、今日全部自由に自分で本を読めるし。ある国に

行けば聖書は読めないし、ある国に行けば、コーランが読めないし、一つだけと言うのが

ほとんどだからね。ここは何でも宜しいと言う非常に素晴らしい所だから、精神を勉強す

る人にとっては本当に天国じゃないですかね。何やったって何も言われないから。 

 トロントにあるスリランカの坊さんが言っていたけれどもね、お寺を 2回焼かれたって。

タミールのね。いくらいじめられたからといって、宗教を目の仇にするからね。だからス

リランカでは、何でも OK というわけにはいかんかもしれんよ。 

 

 だからこういう日本で、障害がないし、何でもできるからね。特に日本では、すごい文

献もあるし、お寺もあるし、そういう環境でね、どんどん精進できる環境にあるから。一

つだけやったらだめなのですよ。というのはね、仏教は仏教の本だけ読んでもだめなので

す。キリスト教の本もずっと読んでね、それ理解しした時に仏教の素晴らしさが浮き上が

ってくるのです。でなければなんで仏教が良いか分からないはず。まあだからボチボチと、

楽しみながらやってください。 

 

 

 

 

 

       


