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水源禅師のお話水源禅師のお話水源禅師のお話水源禅師のお話    

  

憲法の「憲法の「憲法の「憲法の「フルーツ・オブ・プロヴィデンスフルーツ・オブ・プロヴィデンスフルーツ・オブ・プロヴィデンスフルーツ・オブ・プロヴィデンス」」」」    

    

 なぜ皆さんが苦しんで、どうなっているのか、どのように生きて行くべきかという政治

的なビジョンが、何と言うか、甘いお菓子でふわふわしたものを食べさせて、「あー、こう

かな」という幼稚園の生徒に遊戯を教えたりという、そういう状態なのです。で突然今度

は、幼稚園の生徒が、そういう甘いお菓子もない、音楽も聞こえない、先生が突然ふっと

雲隠れしてしまった。それで「どうしよう、どうしよう」と。 

 でそういう上の方が実は全部知っているつもりなのだけど、全てうまくいっていない。

外国との接触も全然うまくいかない。なぜかと言ったら、先程言ったあの根源、日本国憲

法の「フルーツ・オブ・プロヴィデンス（Fruit of providence：直訳―神の摂理による果実）」、

ここが最大の問題で、誰もこの翻訳をしていない。 

 

  でも外国の人には非常に明瞭簡単なことなのです、クリスチャンの世界から見たら。そ

れで日本国政府が討論したってね、「じゃあそういうけど、お前の国の憲法はフルーツ・オ

ブ・プロヴィデンス、あのクリエーター（創造者）のそういう神の栄光の中で生きている

のに、自分だけは特殊な社会だからというのはあり得ないじゃないか」って言われたら、

一言も言葉を発せられないはすです。憲法に書いてあるのだから。 

 ところがそこのところが抜けているのです。日本文で何と書いてあったかな。本当にも

っともらしい日本語で書いてあるのだけど、抜けているからそれを見せられて、説明され

た場合、外交官と交渉するとき二の口が出ないのです。だから一番根本的な土台が全然違

うものなのに、さもそのように作ったものだから、結局砂の上に作った家みたいなものな

のです。日本ではしっかりしているけれども、外国から指摘されたら、それは大地の上で

はなく砂の上に作ったものなのです。違うじゃないかと言われる。そういうことで、ビジ

ョンが作れない。 

 

 ビジョンというのはマニフェスト。日本ではマニフェスト、マニフェストというけれど、

説明書、解説書、それだけのこと。でも解説書を作る人が根本を分かってないから、ああ

だこうだと言って、もう空論ですよ。だからマニフェストが合わないから、また新しいの、

新しいのと言って堂々巡りで言葉の遊び。 

 結局仏教のことでも、受想行識の、「行・サンカーラ」っていうのが、ただ「修行するこ

と」と訳しているから、それで混乱。観念的に言うから全てその理論では生きていかれな

いのです。心で何か違うのだけれど、何かあなた理屈っぽいねって言われたら、それでお

しまい。でも外国ではちゃーんと理屈があう方が勝ちなのです。感情で苦しんでいるとい

うことでも、裁判所へ行って理屈でこうなれば、「あなた正しい」と言うことになります。 



 と言うのは、オイオイ泣いて苦しいと言ったって、説明できなければ駄目なのです。あ

の俳優、ムービー・スターが演じているのと同じに思われてしまう。だからそのハリウッ

ドのムービー・スターが、何か綺麗な女性が盗みやって大問題になるでしょう。綺麗な、

聖女みたいな恰好してね。でもそれでもやっぱり、そういうことではごまかされません。

ちゃんと説明しなさい、説明できなければ、「はい刑務所」。 

 

 ところが法律というのは、数学以上に精密に、１+１＝２以上に精密にできているのです。

その中で最も重要なことは、その公式に正解するときにプラス愛、メッタ（慈しみ）。この

愛ということを本当に分かっている人が、日本にはほとんどいない。というのはこの行を

やめてしまったから。愛が一番よく分かった方は、あの与謝野明子さん。あの当時、「弟よ

死にたまうことなかれ」と、堂々と愛を告白した、その人間の尊厳の素晴らしさを。 

 ところが失礼ながら、日本男児はそれをかばう人がいなかった。それだけの勇気がなか

った、男は。女性の方が実は勇気があるのですよ。でその上で、女性を虐げるとか抑え付

けるとかね。日本の女性の皆様、男性に代わって謝りますからお許しください。 

 まあそういう風にね、男は単純なのです。いい意味でね、男は犬に近いのです。女性は

ね、いい意味で、猫に近いのです。非常にシャープでミステリアスなのです。だから男は

すぐ騙されるのです（笑い）。そういうことでね、あまり男をいじめないようにしてくださ

い。苦しんでいるのです。よもやま話でしたけれど、どこまで行ったかしら。  

 

金融のトリック金融のトリック金融のトリック金融のトリック    

 だから結局ビジョンがないから、実際にこういう波を受けることは一つもなかったの。

全部アメリカから騙されて。アメリカは騙しの超天才だから、イチコロにやられる。ウォ

ール・ストリートとかデリバティブとかね。デリバティブというのは、金融取引があるわ

けでしょ。あれは実体経済の 100倍か 200倍だからね。絶対、信用取引では現物持ってい

ても負けちゃうの。だからそういう裏を知らないで、実際にコンピューターゲームにはま

ってしまったから、それは切れば良いだけなのです。「いや私はこのゲームはしません」と。 

 で確か中国のアグリカルチャル・バンクが、そのゲームに入ってね、何千億円か損失を

出したのですよ。で中央政府に「私たちどうしましょう」と言ったら、「ほっとけ」と。と

ころが住友銀行とか全部真面目に払うのですよ。払わなくて良いのです、それは。それは

架空の経済で取引している、あの信用だけだから。だからそのツケ払いがここに来てね、

それを指摘する人が誰もいないのです。 

 

 あのアメリカの実態はね、会社なのです。国ではないのです、会社。その当時プロヴィ

ンス・オブ・メイン（メイン州）、それからペンシルバニア、あるいは全部チャーター、ラ

イセンスでもらって、それで融合して一つのユーナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカ

――連合国家。で一番力が強いのが、ニューヨーク・フェデラル・リザーブ（ニューヨー



ク連銀）、これ個人会社。個人のもので公共のものじゃありません。だからこの個人の方が

アメリカのお札を刷って、それでアメリカ政府が債権をこの個人に払ったのです。 

 

【参加者】 

 それは FRB（連邦準備制度理事会）がモルガン・スタンレーとかと同じ株式会社ですか。 

 

【水源師】 

 はいそうです、個人のね、これが現在の貴族社会。金がすべてのパワー。だからこの人

たちは絶対に表に出ない。結局オバマさんもね、トップから 38番目くらいでしかないので

す。それじゃどうにも、何にもできない。ただ単に上の方からの命令を受けて、菅さんに

こうしなさいと。菅さんは全然何にも知らないから、ハイそうですかと。 

 だからまあ、そういう状況だから、上がフラフラして全然だめだから。で、上がビジョ

ン、方向を与えてくれないから、こうしてみなさんが、どうしよう、ああしようと悩んで

いるのだけれども、でもまあアメリカの場合は、実は失業率が 25％、日本はたったの 5％

で天国。もしカナダが失業率 5％だったらね、天国ですよ。だから世界から見たら、「何を

言ってるのよ日本は」となるわけですよ。 

 

 だけど「日本では、苦しいもの」って。本当にこれは全部税金。隠れた税金で払わなく

ても良いものを払っているわけ。でそれが還元されていない。だからこんなに苦しいわけ

です。それが結局、この金を世界平和のために使うとか、それだったら良いけれども、名

前は良いけど全部戦争とか個人の人にお金が入ってくるわけです、その現在の世界的な貴

族階級に。これが現状です。 

 だからその風を受けて皆右往左往しているけども、実はそういう心配することは一つも

ないのです。だから本を開いてはっきりと国民に見せたら、一発でこういう風は吹き飛ぶ

のです。それで絶対に見せないわけです。 

 

 それであのアメリカの上院議員の、何かそういう色んな会があるのですね。たとえばそ

のトヨタさんがやられたように。でトヨタさんが涙を流して。そしたらロン・ポールとい

う人がね、「本を開けて見せろ」って言ったら、リザーブが「ノー、見せません」と言って、

それでおしまい。結局個人会社はアメリカ政府より強いのです。それで通るのです。とこ

ろが逆に巨大なトヨタさんがポロポロ涙を流して、なんでも「はい、はい」って言うでし

ょう。その違いなのです。 

 だから BPオイルがこの前、原油流出で汚染したでしょ。あれもイギリス女王、デンマー

ク女王、トップの人たちが全部株持っているからね。それからあのゴールドマン・サック

スが事故起こす１週間前にほとんどの BPの株を売り払ったのですよ。というか先にもう分

かっているから全部。 



 だからアメリカは、アメリカ経済をいかに早く潰すかということを自分でやっているの

です。なぜかというと実は簡単。巨大な借金を、「はい、ご破算です」とできるから。でそ

の他の国が債券持っていても、それは紙くずになるのです。それでもう非常な勢いで、ど

んどん経済を自分で潰しているのです。で他の人がそれを買い支えるために一生懸命アメ

リカドルを買うでしょう。ということはアメリカの借金を払っているってことなのです。 

 

【参加者】 

 アメロ（共通通貨）とか言って、今のドルを廃止してカナダとアメリカとメキシコで共

通通貨を作って、それで今までの借金をチャラにしようという案がありますが。 

 

【水源師】 

 はいそうです。もうあっちではデザインも出ているし、金貨も眠っています、いつ発行

しても良いように。 

 

【参加者】 

 それは日本では全然知られてないです。 

 

【水源師】 

 ハアー（ため息）。だからね、本当に日本には竜馬さんがいるの？全部だましでしょう。

だからここで政治的な問題が出るのです。市議会とか区議員とか県会議員とか、国会議員

に行かなくても、本当に君たちには日本の国を守る気があるのか、と。ただ相撲界をいじ

めてみたりね。それで映画俳優とか歌手の人たちをバッシングしたりね。そういうことよ

りももっと大事なことに目を向ける必要があるでしょう。 

 でみなさんはそういうメディアに飼い慣らされているから。「そうだそうだ、あんなに綺

麗な人があんなことしている」とか。そんなことよりも、こっちの方がもっと大切で次の

世代のこともあるし、いったん火がついたら大変なことになるのです。 

 

 ということはさっき言った根幹の「フルーツ・オブ・プロヴィデンス」、これ誰も訳して

ない。訳せる言葉ではない。日本にはないのです、こういう言葉が。実際に神、神、神っ

ていうけどね。私はあのカナダで「神という言葉を使うな、君たちは分かってない全然」

と。「神と、その神の全能の力をわかってないで、そういう言葉を発するな」って。なぜか

と言ったら、たかだか君たちが知っているのはせいぜいこの宇宙でしょう。この全宇宙の

存在、そんなものじゃない。 

 仏教で言えばね、一塵に十万世界。一塵はカラーパ（物質の微粒子）。そのカラーパって

いうのはものすごく小さいの。もう原子核よりもずっと小さいの。だからその、この体の

全体は無量の数なのです。でこのカラーパに簡単に全宇宙を入れられるのです。これは大



乗の力でしか見られません。テーラワーダでは、その空でストップするから。だから、そ

ういうことで私は全能の神なんて言う、そういう空想の神を作るなって言うのです。そう

じゃなくても創造者とかアラー、全能の神、と言うでしょう。で彼らも、その頭がフラフ

ラになっているのです、実体とかけ離れているから。 

 

 だからさっき言った話に戻すけれども、「フルーツ・オブ・プロヴィデンス」というのが

究極の神からの恵み、人類愛、人はみな平等。人に生まれて生きる権利もあるし、仕事も

もらえなきゃいけないし、フルーツ（果実）というのはそういうことなのです。でローマ

カソリックのバチカンから来た人でも、非常に悩んで、もっと人生的なことを悩んで私と

話すのです、どうしよう、どうしようと。 

 

苦しみ苦しみ苦しみ苦しみはどこからはどこからはどこからはどこから    

    

 だからさっき言ったように、苦しみ（ドゥッカ）も 25種類の分類ができるのです。カラ

ミティー（大災難）、――ぺリッシュ（焼き払う）とか全部これドゥッカです。だからただ、

「ああ苦しい」だなんてそんなものではないのです。この一瞬にして国家が滅亡する、こ

れも苦（ドゥッカ）です。この中でも戦争入ったらもう、ワーッとなるでしょう。みんな

右往左往して、どこに逃げようと。それも苦なのです。 

 だから仏教では無常―常じゃないと。これも 10に分類できるのです。ただ簡単じゃない。

それから無我（アナッター）。これもまた大きく５に分類できるのです、きれいに。実際に

分かるには見なきゃいけない。心の中で見えるのです、あのナーマ・カンマッターナ（精

神現象の識別）で。これがこれだって。 

 

 それで、最も生きることに害を与えるのは、それは欲とかいろいろなものがありますけ

ど、最もダメージを与えるアクサラ（不善）は、傲慢って言うもの。人は駄目で、私が一

番なのだとか、この自惚れっていうのかな、プライドとはちょっと違うのです、プライド

――自尊心とは、ちょっと違います。それもきつく出ればそういうことも持ちますけどね。

これがふっと出た時に白隠禅師みたいに禅病にかかりやすいのです。そうじゃなくても普

通の状態でも、これがしょっちゅう何か心の中で起こった場合には、知らず知らずのうち

に病気が発生して行くみたいな感じです。 

 だから逆に、いじめられる方がちょっと卑屈になるけれども、こういう自惚れというか

傲慢というか、そういうものよりはちょっと度合いが低くて、一番ひどいのはそっちの方

にすぐ走ってしまうのです。だから大統領に選ばれる前は非常に良い人が、突然トップに

なった途端に、何か変なことしちゃうのです。 

 というのはその昔に、ハイチ――あのドミニカ共和国、キューバの隣に独裁制でね、ス

モール・ダックとかそういう風に独裁制が続いていたのです、１代、２代と。そして独裁



制は駄目だと言ってみんなデモクラシーが良いと言ってね、それでアメリカとか世界が協

力して独裁者を追い払って、カトリックの牧師さんは聖者だから絶対に良いことしてくれ

ると思ったのです。でその人を大統領に選んだ途端に、突然結婚はするわ、遊ぶわ、金持

ってって、、、。そういう風に自惚れてしまった場合にはね、狂気に走って行って国を潰しま

す。だからなかなかいい王様とか大統領は出ないのです、国民がしっかりしなければ。 

 

 あのノルウェーとかスウェーデンとかフィンランドとか、北の国の人は良くやるのです

ね。なぜかというと、一歩間違えると全滅だから、非常に厳しい環境で。日本の場合はす

べて温暖で良いから、「まあまあまあ」で。最後にここまで来たけど、でもまったく心配す

ることありません。５％という失業率なんて世界中どこにもないですよ。それで苦しんで

いるということもまたおかしい、どこかで非常に狂っている。 

 

 私の生徒がヨーロピアン・アメリカンで、お父さんはエストニアでお母さんはイタリア

で、カナダで生まれて非常にもう勇猛な体して、保険会社で働いているのだけども、もう

スピリチュアルなことに一生懸命なのです。すごい芸術家で、写真も何もすごいものです

けども、彼が一日 3、400キロバーッとバイクで飛ばすのです。で西海岸から東海岸をずー

っと見たのだけど、もう道路のあちこちすべて空家、空家。60万円から 70万円で１億の家

が買えるのです。誰も住んでない。仕事がないから払えない。払えないから空家。誰も買

う人がいないからどんどん値段下げて、それでも誰も買わない。 

 デトロイトなんか、あれだけ大きな町で、日本だとどのくらいになるのか分からないけ

ど、その一画を売りに出した。１億って言ったら日本で 10億くらいの豪邸なのだけど、家

から敷地から 70万でも誰も買わない。もうジャングル化していて草木が生えている。でこ

ういう風な（日本の）集会所とかいうのは夢物語り。でまあ教会に行くけれど教会はガラ

ガラ。だって良いこと言うけど何も起こらないし、家庭は崩壊するし。だから日本は何か

風吹いてソワソワしているけど、実際のアメリカ行って見学して下さい。ここが天国だっ

てすぐ分かるから。そういうことです。 

 

 

 

                         



質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

    

世界経済のしわよせ世界経済のしわよせ世界経済のしわよせ世界経済のしわよせとととと日本日本日本日本 

【参加者】 

 日本の状態とかアメリカの状態について教えて下さいましたけれども、アメリカにも政

治経済をやっている日本人が沢山住んでいて、そういう方も当然先生が今おっしゃられた

ようなことを、一部の人は知っていると思うのですね。当然日本の政治家もそれを知って

いるはずですね。 

 

【水源師】 

 だから私も不思議なのですね。非常に勉強されている東京大学の天才的な方々が何で知

らないのということになる。 

 

【参加者】 

 ネットで流れていますよ。例えばデリバティブのこととかイギリスがインドを収奪した

ように、物をどんどん日本から買っても、買った利益を全部アメリカの国債に変えられち

ゃうものだから、それが全然日本の利益にならない。最終的に、基軸通貨がドルだからた

だ紙を刷れば良いだけのことで、その収奪をアメリカは日本に行っていると。そういうこ

とはインターネットで出ています。マスコミがそういうことを伝えないだけじゃないです

か。 

 

【水源師】 

 こういう人たちがそういうことをしたら仏罰を受けますよ。トップ程人のために全身全

霊で尽くさなければいけないのに、人は知らず、自分だけ良いところにというのはこれは

大変なことですよ。結局病に罹っていますけれどもね。逃げ切れないし。もうほとんど病

にかかってダメでしょう。皆さんはここへきて、苦しいと言うけれども、またおいしいフ

ルーツを食べたり、ジュースを飲んだり、一瞬でも楽しい気持ちがあるでしょうけれども、

そういう状態にある人達はね、麻薬をやるか何か、強烈なことをやっていなければ、一瞬

たりとも幸せがないのです。ただ皆さんに隠しているだけで、人いじめだけが楽しみかも

分からない。そういう状態に入っていくしかないと思う。善行なんて考えられない状態だ

と思います。日本のそういうトップの階級は。 

 

【参加者】 

 ということは、アメリカのそのような現状とか、世界の現状とかはなかなか日本にいる

我々のところには伝わってこないということでしょうか。それを伝えるべき日本のメディ

アとか、知識階級、が怠っていると言うことでしょうか。 



【水源師】 

 私がカナダへ行く前に毎日新聞社に努めていました。その当時でも編集長が記者の書い

た記事を半分を削るのです、事実を曲げて。でもまだその頃は大宅荘一さんとかがおって

まだ正常だったけれども、今毎日新聞のページを読んでみたら、1ページも読む気がしない

ね。何もない。それで、朝日、読売、毎日、産経、昔は紙テープのテレックスなのです。

タタタタっと。それに合わせて大体標準化して発表するのです。今もっと酷くなっている

状態ですね。 

    

【参加者】    

 今のお話はアメリカとか、世界の経済のしわよせが日本に来ていて、それで日本の人達

が苦しんでいるということでした。私たちの背景としてそういう問題があると言うことで

すが、さらに個人個人の悩みというものがあると思います。会社人間をやっていると、大

きな歯車の一つになったような気がして、自分に価値がないように思えてしまいます。人

間の生きている意味とか、価値とかはどこにあるのでしょうか。一方で世間に合わせなく

てはならないという思いと、一方で、精神的なものを求めて修行したいという気持ちがあ

って、その狭間で揺れているのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

 

【水源師】 

 今の経営者の考えと昔の経営者の考えとは違うのです。昔の経営者の考えは、ちょうど

映画の寅さんにあるように、もっと人間的だったのです。アメリカの、非情、機械的、心

のない経営が日本に来て、それで歯車的と言うことだから、結局皆さんが黙って何もしな

いで、政治家もこのことを知らないで来ているのが間違いだから、それを変えればすぐ直

る。皆さん寅さんの映画が大好きでしょう。あれが本当の姿で、上も下も一緒になって、

苦しむというのが本当なのです。ところが今の実態は、上はアクティブして、遊び暮らし、

下にだけ押し付けられると言うことになって。 

 

 実際に日本は大金持ちなのです。本当に大金持ち、金のなる国（笑い）。だから、話が合

わないのです、全然。そういう風に皆さん思い込まされているだけ。だからそれをね、昔

は寅さんみたいであって、そうしなければいけないのに、そういう方法で、皆な共に生き

なければいけないのに。アメリカの経済学は、全部シカゴ経済学なのだけれども、完全に

ぶっ潰れました、もう嘘だと言うことが分かって。ただ経済学で世界で一つ残ったのは、

オーストリア経済学。あれだけが本物。だから今本当の経済で動いているから、そっちの

方に日本が変わればいっぺんに良くなる。だからもう、アメリカ経済は崩壊して死にまし

た。いくらカンフル打っても死人は生き返りません。 

 

 



【参加者】 

 それは先生の予言みたいなものでしょうか。 

 

【水源師】 

 いや、もうしっかりと出ています。でもそれはシカゴ経済学では見えない。オーストリ

ア経済学で、明快に見える。過去 5 千年の歴史の上から見てね、誰かが言ったけれども、

川の流れの上に自動車が走ると思っているけれども、一部だけなのです。そういうマジッ

クをかけたけれども、もうダメ。だから大河の流れがあるでしょう。一時的に蛇行して、

また戻る。ところがどこまでも上がると言うことを、数学的に解析したけれども、数学の

中には心がないのです。だから合わない。経済の中に心がなければ、絶対に潰れる。なぜ

かと言ったら、経済こそ信用と信用の取引で、心以外に何もないのです。 

 

 私の場合は、ジェラルド・セネター、金融の方でレポート書いている人ね。とか、マッ

クス・カイザー、この人がアメリカのデリバティブのことをコンピューターで開発したの

です。この人が今ヨーロッパとかロシアにいてアメリカには帰らない。そういう人のレポ

ート。あとは、ピーター・シェフいう人も。経済学は非常に巧妙に数学の公式を出してね、

カーッてやっているでしょう。あれは人をごまかすだけ。 

 経済学は、実体経済学で、これが 10円とすれば、これを 20円で売った時に 10円の利益

が出る。これだけのこと。それを難しくすることは一つもないのです。それをごまかすた

めに、投資とか何とかいって、数学者を雇って、理論武装しただけなのです。ただその理

論武装した時に、心がないから、もう大破壊。だから、ウォール・ストリートの人たちが

40億、100億、200億、という給料を平気でもらってしまう。もらえるわけがないのです。

ただギャンブルで俺が買ったから、買った分を取るという気持ちだけです。 

 

【参加者】 

 日本の人達があくせく働いているのに、どうもそれに返ってくるものが合わないという

実感はあるのです。どこかに取られてしまっていると言うことですか。 

 

【水源師】 

 そうです。結局それで国債を買わされて、アメリカは、あわよくば経済を潰して、「ご破

算に願いまして」を計画しているのです。 

 

【参加者】 

 いままで歴史上きちんと償還された国債っていうのはないのですね。歴史上。 

 

 



【水源師】 

 そう。だから、あれも皆八百長と言うか、「さくら」で売り買いして、さもあったように

して、釣り上げられるのです。この前に、アメリカの国債を公開で売ったときには、買え

ないから、ウォール・ストリートに買ってもらって、その裏金でまたそれをカバーすると。

で表面上は綺麗な着物を着せたように綺麗に見せると。それが実態です。それで、今度メ

キシコで、100年債を発行したのですね。そうしたら応募が、2.5倍。これ真っ赤な嘘。あ

のメキシコでは中産階級でも誘拐されるし、ギャング戦争で上から下まで腐敗しているの

に、まともな頭だったら誰も買うわけがない（笑い）。 

 

【参加者】 

 日本は失業率 5％で、外国から見たらまだ幸せな国と言うのですが、日本はお金を取られ

て返って来てないのですから、お金がちゃんと帰ってきたら失業率がゼロになった上に給

料倍増と行くのですか。 

 

【水源師】 

 給料倍増どころか、苦しむこと一つもなかれですよ。騙されて、取り上げられているの。

だからこの前大阪の何とか言う、公共団体の理事長が退職金を 5億もらうということで、「あ

なた何か感じないのか」と。「いや当然もらう権利がある」と、もう皆な頭狂ってしまって

いる。明日はどうでも宜しい。私だけが良ければよい。こういう社会を作り上げた、と言

うことはやっぱり、精神界の方が考えなければ。地獄もあれば、天国もあるのです。そん

なことをしたら本当に大変なことになるのです。でもタイのトップも汚職をするしね。あ

の人達程お寺につぎ込む人達はないですよ。次の世が恐ろしいから、宮殿を買ってやった

り、豪華にお坊さんをもてなして。 

 

 私が、何世前かなあ、・・・11代前の過去世にね、実は私は南方の王子様で、映画に出る

ような暮らしをしていました。その時に私が何をやったかと言ったら、一生懸命お寺にお

供えものをして、そして象さんを連れて、一切の石材を運ぶとか、一生懸命やったのです。

その甲斐があって次は、お坊さんになれた。お坊さんになって、そういうことをやって来

たから、小さい頃から一切の経典を勉強したのです。それで国王の教師になったわけです。

ところがそこで自惚れてしまって、さらにその次の時には、実は日本で生まれたの。で、

その時にもう大貧乏したのです。 

 だからね、まがりなりにも、経典で偉くなって、何とかと言うことは、恐ろしいことな

のです。ただ地獄には落ちなかった（笑い）。 

 

【参加者】 

 傲慢になってしまったと言うことですか。 



【水源師】 

そうです。「私は何でも知っているのだ」と。王様の先生だし。だから上に上がると言うこ

とは、余程気をつけなければ。 

 

【参加者】 

 今の傲慢と言うのは、アクサラの中でも一番悪いとおっしゃっていましたけれども、傲

慢に対処するにはどうすれば良いのでしょうか。 

 

 それがわかったら、もう聖者で、ニッバーナに行けますよ（笑い）。禅で勉強した人も、

それに取り付かれて、大変な大病を起こすのです。 

 

いかに生きいかに生きいかに生きいかに生きたらよいかたらよいかたらよいかたらよいか    

 

【参加者】 

 そうすると今の一般の日本人は、どういう風にして生きていけば良いのでしょうか。 

 

【水源師】 

 坐禅するのが最高です（笑い）。そういうバカなことを、くよくよ相手にしないで、ただ

ひたすら自分の心を磨いてください。なぜかと言ったら、たかだかこの百年しか生きない

のです、人間は。他の生命体に入ったら、100万年。1億、2億ざらに出るのです、そうい

う天界に行けば。また、ぺータ（餓鬼）の世界に行ったらこういうこともできない。まし

てや、こういうことを修行しないで穏のんとしていたら、そういう人達は最低ぺータ餓鬼

の世界に入って行くと、私ははんこ押します。ペータの世界に入ったら、それを終わった

ら人間界にすぐ戻るとか、そういうことではないのですよ。 

 

 ダンマパダにこういう話があります。ラージギールに竹林精舎があるでしょう。ラージ

ギールをお釈迦様が歩いて行くときに、餓鬼を見たのです。で、サーリプッタ尊者も見た

のです。その餓鬼というのは、白い大きな大蛇で、全身が火に燃えてもがき苦しんでいる

のです。サーリプッタ尊者は仏陀に、「私はこういうものを見ました」と。「おおそうか、

私も見た」と。「でも私が最初からそういえば、信じないだろうし、おまえが聞くまで待っ

ていたのだ」と。「なぜこれが起こったかといえば、昔カサッパ・ブッダの時に、非常に悪

いことをして、いまだに餓鬼でもがき苦しんでいる」と。1カルパ（劫）の間、考えられな

い時間。 

 

 だからそういう餓鬼の世界に落ちたら、またすぐに戻ると言うことではないのです。自

分の知っている人はどんどんいなくなる。誰もいない。一人で、誰を見ても全部去ってし



まう。いまだに私はここにいるという、そういう非常に孤独な世界を、孤独だけではない、

もがき苦しんでいる。それは地獄ではないのです。 

 ミャンマーの若い人で、非常に私を友達のように助けてくれた人がいて、その人はお父

さんがいないから私をお父さんのように思ってずっとそばに付いていたのですが、ちょっ

とニッバーナに関しての論争があってね、彼は非常に純粋な人で、テーラワーダ仏教で私

の事が分からなかった。でも彼が言ったのには、「六世前に私は地獄にいた」と。「お前良

く出て来れたね」と。「良く出て来たよ」と。「じゃ何で出て来たのか」。「実はカッサパ・

ブッダにお供物をしたのです。その高徳によってやっと出られた」。と言うことは、1 カル

パ地獄の中でね、彼はただ暑い暑いとだけ覚えているって。 

 

 だからね、「地獄に行ってもいいよ」なんて、夢みたいなことを考えない方がいいし、餓

鬼の世界でも良いと、そう思わずに、さっき言ったように一生懸命瞑想やってください。

もし瞑想ができなかったらね、これでも良いのです。息を吐く時に、「阿弥陀」、息を吸っ

ても「阿弥陀」。何を見ても「阿弥陀」。ただ「阿弥陀、阿弥陀」で良いのです。分ります

か。 

 なにも瞑想で、すっと禅定に入ってということができなければできなくて良い。昼も阿

弥陀、夜も阿弥陀。なぜかと言ったらね、それはニッバーナへは行けないかもしれないけ

れども、阿弥陀の浄土、それはそれは宜しいです。ただ坐るだけで、精進していきますか

らね。余りにも心が楽で、天から観音の甘露の雨がさあーっと降るしね。まあまあ、そう

して浄土に行ってニッバーナに行くと。で、一切の苦しみから消えると。 

 

 だからね、本当に心から信じして阿弥陀とやれば、仏像が置いてあれば、パーッと、プ

ラチナより白い光を発しますよ。それが、サインですから、安心して続けてください。も

し禅でやって行ければこれは最高。なぜかと言ったらお釈迦様は、三阿僧祇劫で成仏した

のですよ。遅い仏陀は、八十阿僧祇劫とか非常に想像を絶する長さなのです。特に、私た

ちが最も幸せなことは、いろいろな仏陀が出ますけれど、次は弥勒仏陀ですね。弥勒仏陀

の場合は、生命体が 10万年なのです。だからそこで修行したら、3万年とか 4万年へっち

ゃら。今ここで一生懸命やればね、たった 3年、6年でそういう世界に行けるのだから。 

 で、今、私達の生命体が 100 年。これ以下の生命体の時は仏陀が出ないのです。だから

どれだけお釈迦様な苦労をして、この暗黒の世界に、法を持ってきたか。そして、短い時

間で仏陀の世界に近づけるのです。ものすごく速いスピードで。だから、確かに暗いけれ

ども、非常に恵まれた時代に、非常に恵まれた時間に、生まれてきたのです。 

 

 なぜかと言ったら、お月様が出てだんだんだんだん光って満月になるでしょう、これが

今の私たちの時間帯なのです。だから結局 2012年に全宇宙のエネルギーがパーッと来るか

ら、このことなのです。これからまただんだん、ゆっくりなになって来ます。というのは、



最初ヴィパッサナー、サマタ。そのあと、布施、お経でしたか。500年ごとに変わり、今こ

れが 2 回目の満月のヴィパッサナーの時代なのです。だから今ヴィパッサナーがミャンマ

ーで起こったりして、最高に修行できる時間帯なのです。 

 だから迷わずに、どのお経でもいいのです。その経典でも、全部読むのではない。これ

だと思ったらそのセクションを何回も何回も心に噛みしめるように、読んでください。も

し坐れないと言う方は。読むのが好きだと言う方。だからいろいろな方法があります。確

かにこのアーナパーナ・サテイはすごいけれども、皆さんができるわけではないから。そ

れでもやっていれば、次に生まれたときに非常に良い御利益が出る。 

 

 そして坐禅、これもまた素晴らしいものなのです。昨日も説明したのですけれども、私

が、二回前の前世の時に、チベットの坊さんでした。その時に私は禅をやって、ニッバー

ナへ行こうとして失敗したのですけれども、そのおかげで、今こうしてまた仏法に触れて

ね、それで、前の人生は、想像を絶するすごい世界にいたのです。わが世の春で、一つの

曇りもない。結局ニッバーナに行けなかった代わりに、そこに入って、結局ニ回前に、禅

で坐りながら死んだから、今こうして、ヴィパッサナーとか、禅ね、偉い先生がたに、法

を伝えてもらった。 

 

 だから、一日あなたがたがやれば、それだけの高徳をもらいます。もし 1 日もやらない

で、死んで行った時には、こういう仏国に生まれながら、こういう仏教経典もあり、こう

いう心を持たないで死んで行った人は、非常にかわいそうなものです。本当の宝が目の前

にあるのに、そういうものをまるで捨てて行くから。だから、法華経にありますよ、火が

カーッと燃えて子供が外に出ないと。それでお釈迦様が、お前がそこから出て来たら一切

のおもちゃとか宝物があるから出ておいでと。このことなのです。今のあなたがたはこの

ことなのです。本当に素晴らしい宝物を目の前にしているのです。それは絶対に保証しま

す。 

 

【参加者】 

 弥勒仏陀の時に 80万歳というのは、人間の寿命ですよね。 

 

【水源師】 

はい人間です。今の第四天界の兜率（とそつ）天の、生命体ではありません。 

 

【参加者】 

 それで弥勒仏陀の、80 万年の時と、ゴータマ・仏陀の、100 年の時と、どちらが修行で

きるのでしょうか。 

 



【水源師】 

 長い方は楽だけれども、非常に長い時間をかけますよね。こっちの方は短いけれども、

非常に短い時間で成仏できるから、これは大変な恵ですよ。私たちは 3 万年も生きたこと

ないから、まあ 3 万年もやるなんて、言っているけれども、1 年、2 年、10 年でも長いの

に。だからこういう短い人生の中で、これだけのことを、やれるということは、これはす

ごい事なのです。宇宙的に考えても。 

 で、仏陀のこの叡智、サンマ・サン・ブッダのこの叡智というのは宇宙の本当の花なの

です。花はね、いつも咲くものではないのですよ。永遠にあるのは造花みたいで、命もな

いし、いつも見られるとなったら、ありがたみもないのです。ところが 100 年に 1 回咲く

花は、それはそれは魅力的で、そういう花がアンデスにあるらしいです。見て来ましたけ

れども、ものすごくでっかい植物でね。一瞬にしてダーッとなって大きな花が咲くのです。

これが 100年に 1回ね。 

 

神社と神々神社と神々神社と神々神社と神々・先祖供養・先祖供養・先祖供養・先祖供養    

 

【参加者】 

 あちこちに神社がありますが、そういう神々も敬った方が宜しいのでしょうか。 

 

【水源師】 

 もちろんそうです。だから仏教の素晴らしいところは、ありとあらゆる、生命を尊重す

ること。蟻でさえ大事にするのに、そういうデーヴァ、デーヴィ（天神）を尊敬しないと

言うのはおかしい。見えないから尊敬しないと言うのはこれは実におかしい。なぜかと言

ったら、海中の深いところに非常に素晴らしい生命体がいるけれども、私たちがどんどん

と、どれだけ毒を投げて殺しているか。この前の BP の原油漏れですごい油がまだ海底に

あって、もう全滅状態らしい。 

 

【参加者】 

 神社に祀られている神々というのは、仏教で言うデーヴァに当たるのでしょうか。実際

にそういう神々がそこにいらっしゃるということでしょうか。 

 

【水源師】 

 そうです、そういうことです。ただその時に想像で作られたか作られていないかは別と

して、ご利益があったかどうかとか、迷信ではなく、そういう方が出て来て夢で知らせた

り、いとうです。だからどこの家にでも、昔は本当にデーヴァとかデーヴィがいたのです。

で、他の動物の体に入って生きている時もあります。私がカナダで家を引っ越しする時に

ね、大きな青い大蛇が出て来たのです。でサーッと逃げていって。家内はびっくりして、「キ



ャア」と言ったけれども、私はそれが何を意味するか分かっているから、「騒ぐな、それは

良いんだ」と。私が出て行ったから、大蛇に身を潜めた神が出て行っただけのことです。 

 

 私が高野山に上がって、うちの母がお堂に連れてってくれたのですね。一月の真冬なの

です。それであのお堂では全部ふすま開けるでしょう。朝と夕方に全部開けるのだけれど

も、まさに避暑地に入ったように寒くもなく、暑くもなく、冬の雪のある時だったのだけ

れども全然体が感じないの。私が禅定に入ったからということではなく、生活していて全

然そういうことを感じない。その一角だけは、デーヴァが守ってそういう環境を作ってく

れるのです。 

 で、家の母が「おい、ちょっとこれを裏山に行って水で洗って来い」と、茶碗とかをね、

それを洗いに行ったら、まあお湯のように暖かくて、一つも冷たくなかった。で、そうい

う時に天界から音楽を聞かせるのです。ベートーベンみたいな音楽がカーッと流れるので

す。それで、私たちに知らせてくれるのです。私はここにいると。そしてその時に私が帰

って来たら、お堂でキャアッと騒ぐのです。なんだなんだと見たら、蛇がとぐろを巻いて、

ずーっと座っているのです。 

 

 私は、これは山の神だなと思って、箒でサササッとやったらすーっと出ていってね。で

最後に体をひっくり返すのです。それが虹の蛇。生物学的には存在できないはずですよ。

それで初めてうちの母も、他のお婆さん方も気がついて、「うわあっ、びっくりした」。う

ちの母は、まさにそれを叩き殺そうとしていて（笑い）。もしそれを間違ったら大変な事に

なると。 

 だからアメリカインディアンはね、イーグル（鷹）を非常に尊敬する。何故かと言うと、

その、スピリッツがそこに移って知らせが来るのです。それからコヨーテとか、狼とかバ

ッファローとか。神々が宿っているのです。だからむやみやたらに彼らは殺さないですよ。

狩りに行くときは必ずクリエイター（創造主）にお願いして、今日は牛一頭を取りたいか

らお願いします、と言うことで。バッファローとか、鹿とかをむやみやたらに殺さない。

非常に仏教的です。お供えものを先祖にお供えするようにしていましたよ。私はすぐ分り

ました。そういう儀式を沢山していますから。 

 

【参加者】 

 明治神宮みたいに、人が祀られているところにもいるのですか。 

 

【水源師】 

 それはどうなのかなあ。作られたものと、本当の神とは違うからね。だから偉い人が死

んだら、昔は神の位に上がると言うけれどもね。その高徳を積んでない場合は、あまり力

がないと思いますよ。字のうまい、菅原道真を冤罪にかけて殺したでしょう。それで厄病



に祟られて神頼みで何か何とかしてくれと。あの方は聖者だから、「良し良し」と。それで

天神様と言ってずっと続いているでしょう。 

 

【参加者】 

 彼は徳があったからですか。 

 

【水源師】 

 そうですよ。だから徳のある人を殺してはいけないのです。だから、南アフリカのマン

デラもね、支配者は死んで欲しいけれども、殺すことができなかった。もし彼を殺めたら

大変なことになるから。そういうことも分るのです。だから西洋ほど密教とかね、そうい

うことを信じていますよ。だからチベット仏教が良くはやるのです。 

    

【参加者】    

 日本の仏教には先祖供養というのがありますけれども、それはどういう意味があるので

しょうか。 

 

【水源師】 

 はい、あります。結局自分の生死を見るときに、その次元ではポンポンポンと新しい生

命体に移って行くのです。ところが、別の次元から見たら、繋がっていないのです。5年と

か 10年とかのギャップがあるのです。その時に、供養と言って、偉いお坊さんにお経をも

らって、これは良いと言って、それもあるでしょうけれども、一番大切な供養はですね、

毎日線香とか、ローソク点けて、「行ってきます」とか、帰って来たら「ただ今と」か、そ

れが本当の供養で、まあ水一杯でもあげると。なぜかと言ったら、一切の心は一つなので

す。ですからあなたの心は、ご先祖様がどこの時空に行って、どこの生命体に入っても、

あなたの供養という、慈悲の心が通じるわけです。これがサポートをするのです。そうい

うことなのです。 

 

 また時空において、こちらの時空から見たら本人はもう移っているけれども、例えば有

名なサイババですね、前のサイババと、現在のサイババと、未来のサイババとは、生まれ

て来る時に、8年間の空間があります。そういう事が発生するけれども、本人は次から次へ

と移っていますよ。だからその間が、100 年になるか、10 年になるか、それは分からない

けれども、その高徳が一つあります。であなたがお釈迦様のそして宇宙の栄光のエネルギ

ーを送りますから、やっぱり良いことがありますよ。それが仏教であれ、他の宗教であれ、

供養するということは、愛のかたまりだから、良いことです。ですから、北アメリカのイ

ンディアンも、グレート・スピリッツと言ってね、死んだ酋長とかを非常に尊敬していま

す。お祭りもするし。 



大日如来・太陽大日如来・太陽大日如来・太陽大日如来・太陽    

    

【参加者】    

 密教の大日如来と、キリスト様が近いような感じがするのですけれども。 

 

【水源師】 

 そうです。キリストは、結局太陽。アラーの神も太陽でしょう。あれは昔のエジプトか

ら来ているのです。エジプトからの流れ。だからそこでお祈りすれば未来が見えるから、

昔の神社はみんな女性がやっていたのです。予言でね。だからトロヤ戦争でも、スパルタ

とかアテネが、攻めて行った時、アクサントラが予言してね、「トロヤに、馬を入れるな。

入れたら焼打ちにかかるから」と。でもそのことを信じないで、門を壊して入れたでしょ

う。それでトロヤが破滅して、それが、ホメロスの詩になったでしょう。それで、100年前

までそれは夢物語であったけれども、それが現実に出て来た。 

 

 だから西洋はスピリチュアル的なことは非常に熱心に追求していますよ。昔、キリスト

教が流行って、コリントスと言う、聖書に書いてある町ですね、その町の人が、私のとこ

ろに瞑想に来ているけれども、もう現代に生き生きとその精神が生きて、私に質問をしま

す。私の言っていることがドンピシャリと合うから、ああこれだと言ってね。もう宗教は

関係なく、本当のことを知りたいのです。 

 

過去世過去世過去世過去世に関してに関してに関してに関して    

 

【参加者】 

 前世を見せてやるとか言ってだます、というお話がありましたが、そのようにして見せ

られるビジョンと、禅定によって見えるビジョンと、同じような気がするのですが、違い

というのは分るものなのでしょうか。 

 

【水源師】 

 もちろん分ります。なぜかと言ったら、サーリプッタの第五の方法。それから釈迦牟尼

仏陀の第一法。二つとも同じビジョンが見えなければいけません。次に、縁起観で、過去

の物質と現在の物質と未来の物質とが合わなければいけません。その時に、一切の物質と

ナーマ・ルーパ（精神現象と物質現象）が合わなければいけません。それは 1回、2回は成

功するかもしれないけれども、過去 6回、未来 2回ちゃんと正しく折り重なったときに、「お

前は見た」ということになるのです。 

 だから結局、パオ（瞑想センター）でもある人が 20年やったけれども見えなくて、この

世はもう人に尽くして終わろうと、で、私がそこを出る時にその人は 7回チャレンジして、



これで 8年目だと。そういうことですから、「只で過去世を見せてやる」と言うお話があっ

たら、どんどん見せてもらってください。ほとんど嘘だし、それに惑わされないように。 

 

【参加者】 

 見たものについての確認方法がしっかりあるのですか。 

 

【水源師】 

 はい、あります。ちゃんと仏陀が教えてくれていて、それはもう緻密ですよ。それとそ

れを見るには光より早いものを止める力がないと見えないのです。一つ一つカーッと走る

ナーマ（心）も。 

 

【参加者】 

 例えば先生が、ニッバーナ（涅槃）に入られても、ご家族の方は輪廻の中で苦しんでい

る。それは先生にとって辛いことではないでしょうか。 

 

【水源師】 

 それは結局、「人が苦しんでいるのに自分だけ良いところへ行って、おまえだけ極楽浄土

へ行って、ダメじゃないか」と、そういうことでしょう（笑い）。お釈迦様はニッバーナへ

入ったけれども、私を通して、ちゃんと語っているじゃないですか。それに偉い先生がた

がニッバーナに入ったけれども、サーリプッタの第五法とかね、それからいろんな方法を

残してくれて、また菩提達磨は今でも生きているかも分からないけれども、ちゃんと、仏

の心を中国でたった一人の弟子、慧可に残してね。そして私たちは彼の法を楽しんでいる

じゃないですか。 

 だから、私たち自身がほんとは仏なのです。私たち自身は大宇宙の永遠なるものなので

すよ。マハー・バイロチャナ（毘盧遮那）。ただそれが余りにも強烈で、この地球さえ大き

いから到底考えられない。それで私たちの生命体はポンポンポンポン飛び歩くからね。た

だ 100 年間での苦しみ、そんなもんじゃないのです。それで無があれば自分の一切の悪い

因縁を消して、良いとこだけを取るけれども、無ということが、これがまた難しい。だか

ら無と空は違います。 

                



愛愛愛愛と慈悲についてと慈悲についてと慈悲についてと慈悲について    

 

【参加者】 

 人にいやいや手助けをするよりも、自分を愛することが大切だとおっしゃられたのです

が、どうしたら自分を愛せるのでしょうか。また、慈悲というのは実践が大切と言うこと

ですけれども、どういうふうに慈悲を実践して行ったら良いのでしょうか。 

【水源師】 

 皆さん愛ということが、これがなかなか難しい。だから、これが愛だ、こうすれば自分

を愛せと。結局愛が分からないから、どうやって自分を愛するのか、と言うことだと思い

ます。愛というのは実に簡単なものなのです。もし、受験に失敗した時にね、ただそっと

肩に手を置いて、一緒に飲みに行こうかと、そういう時に感じる心が愛で、そういうこと

をされたことがあると思います。そういう心を、自分にしてください。そういう時に、自

分に本当に愛の心が発生した時に、その愛で、他の人の心を暖かくして、愛の炎をつける

ことができるから。 

 

【参加者】 

 愛と、慈悲とは全く同じことと考えて良いのですか。 

 

【水源師】 

 慈（メッタ）と悲（カルーナ）は違います。カルーナは難しい。それから、ムディター

（喜）はもっと難しい。ウペッカー（平静）ね、これに入れば大したものだけれども。ま

ず、愛も分からないとカルーナはなかなか分からない。だからイエスが、カルーナは難し

いから中近東にメッタを持っていったのです。こっちの方は、インドにしても何万年とい

うヒンドゥー教から、精巧にそういうことを実践しているから、カルーナをお釈迦様は教

えの中に入れたかも分からないけれども、 

 

【参加者】 

 慈悲の実践はどうしたらよいのでしょうか。 

 

【水源師】 

 メッタ（慈しみ）をまずやってから。愛を強くしてから。そうしたら自動的にカルーナ

（悲）がついて来るから。そこから始めてください。 

 

【参加者】 

 戒律について質問なのですけれども、仏教は五戒があって、酒を飲んではいけないとか、

嘘をついてはいけないとか、いろいろとありますけれども。我々在家レベルでは、例えば、



酒を飲まないとすれば、人間関係が壊れたりして、守り通すのがなかなか困難な場合があ

ります。我々在家レベルでどれだけ厳密に戒律を守っていけば良いのでしょうか。 

 

【水源師】 

 私の先生の、印幻先生は、国で戒律第一の先生、ということは、一切の戒律が分かって、

大学でそれも教える。そういう有名な方なのです。いろいろな論文も出しているし、東京

大学も出ているし、そういう先生が、「おまえは比丘だから、三つ守ってくれ」と。ほんと

は 277ある。この三つだけ守ってくれと、私に言いました。「正直であること。真面目であ

ること。人に尽くしなさい」と、この三つだけです。この三つにすべて入ってしまうから。 

 

 比丘である私に対してたった三つのことをやれと言うのだから、まあ気楽に、あまり難

しく考えないように。酒を飲むなと言うのは、お釈迦様が説法した時に、お祭りの時で沢

山人が来るのです。その時に、若い女の子たちが酒を飲んで、説法しているところに入っ

てきて、隠し飲みながら、コソコソやって、そこでどんちゃん騒ぎをして踊り始めたわけ、

そこで「酒を飲むな」が始まったわけですよ。それが過度になって、今度はちょっとした

お菓子に酒が入っていても、「わあ酒が入っている」という風に人間というのは、アディク

ション（中毒）になってくるわけなのです。 

 

恐れをなくす恐れをなくす恐れをなくす恐れをなくす    

    

【参加者】    

 昨日の話の中で、ニッバーナ（涅槃）に行くには自分を愛せなければいけないと。で自

分を愛するということは、恐れをなくすということだと。恐れをなくすためには坐禅が有

効だと言う事をお話されましたが。 

 

【水源師】 

 「ビ・ノット・アフレイド（恐れるな）」には二つの方法があります。一つは、森に何が

あるかがハッキリわかっている時には森に入って行く時に恐れがありません。もう一つの

方法は誰かに道案内して連れて行ってもらうことです。道案内というのは、カソリックで

はキリスト様になるのです。こっちでは、お釈迦様、観音様でも良いのです。あと一つは、

瞑想によって、診断で一つ一つ見ていくと。結局、「観自在菩薩、照見五蘊皆空」と言った

でしょう。結局その時に全部見てしまえばね、恐れることは一つもないと。なぜそれが発

生したかといえば、それをやるときに知識ではなく、愛の実践です。愛の実践というのは、

弱いものをいじめない。これは誰でもしているけれども、弱いものがいじめられていても

黙っている。これは愛の実戦ではないのです。また、かかって行く事でもないけどもね。 

 



 今、若い人たちが奴隷のように働かされて、派遣社員で首を切られて行く所もない、こ

れはもう人類に対する罪悪ですよ。困った時にだけムービー・スターのようにパチパチと

やってと言うことではなく、それを発生する前に止めなければ。だから、結局、大きな愛

が社会の下にないから、そういうことに苦しんでいるのです。ましてそれなくしては、そ

れこそさっき言った自分だけがニッバーナと言う考え方になってしまうから、そういうニ

ッバーナもありません。 

 

【参加者】 

 先生が言われたのは、愛を育てていくためには、坐禅がある。もう一つは、キリスト様

なり、観音様なりがいらっしゃる。お聞きしたいのは、愛の心がそれほどない人が坐禅を

してもうまく行かない。そうすると、愛を育てるためには、さっきメッタ（慈しみ）とお

っしゃられましたけれども、メッタにしても出るときと出ない時とがある。それをどうや

ったら波を少なくして行くことができるでしょうか。 

 

【水源師】 

 それは普段からの実践です。例えば妹がいたら、「やあ妹よ、ちょっと美味しいものがあ

ったから買ってきたけれど、これ食べるか」とかね。それからお母さんがいたら、「お母さ

ん、これお母さんに合いそうな財布だから買ってきた」とか。また友人が、今苦しくて誰

にも話せないような状況だったら、「ちょっとお茶でも飲もう」とか優しくしてあげること。 

 それは、そういう風に見えた時は自分なのです。実は他人ではなくて自分なのです。そ

れだから、自分を愛せと言うことは、そういうことなのです。だから、どこでも転がって

います。大きいことをすることは一つもない。例えば、「父さん、今日給料が入って、スー

パーでちょっとしたもの買ってきたけれども、一緒に飲みましょう」、それだけですよ。 

 

 何も 100 万円出して、海外旅行させて、これは親孝行だと。とんでもない話。ちっとも

それは役立たない。普段からのちょっとしたことが大切です。そういうことではなくても、

周りにいる友人とか、親しい人がね、何か苦しそうだなと思ったらちょっと行って、「今日

はおいしいものを食べようか」と、これが実践なのです。それが愛を育てていくこと。そ

れなくして仏教は、ないのです。幾ら難しい解説書を、偉い人が何か分かったようなこと

を言っているけれども、ハッキリいって分かっていません。こう言うと喧嘩になるけど仕

方がない。本当だから。 

    

【参加者】 

 仏教の中で、母親の存在はどういうものなのでしょうか。というのは、母親から愛情を

とても受けていて、病気の時に看護してもらったりとかそういうことがあったので。 

 



【水源師】 

 それは幸運ですよ。これはまあ、観音様になりますね。この世には、あなたみたいにそ

ういう恵まれた方もおられるでしょうけれども、そういうことに一度も接したことがなく

て、見ることもなく、辛い思いをしていたのが、ゴウタマ・ブッダなのです。その辛さは

どれだけ辛いか、幾ら妹さんが見てくれたと言っても。だからゴウタマ・ブッダは、愛を

よく分かっているのです。だからさっきから言っているように愛と言うのはここが本当で

す。 

 

 もう一つ言いましょう。ゴウタマ・ブッダが、この世に出る前に、前世は、6000年前に、

カトマンズの第 3 王子でした。その時に、最後の菩薩行を終える時だったのです。その時

に、三王子がカトマンズの山にピクニックに行ったわけです。その時に虎がね、母親の虎

が、もう骨が出るぐらいに細々として、5匹の赤ちゃんにお乳を与えることができなかった。  

 それで、菩薩がお兄さんに、「この虎を助けるにはどうしたら良いのですか」と。兄さん

が、「生きた動物を殺して食べさせたら、すぐにお乳も出るし、赤ちゃんの虎も助かる」と

言ったわけです。「でもここには生き物もいないし、すぐ死んでしまいそうだから、この場

で自分の体を虎に食べさせる人はいますか」と、このうえでそういうことをする人は誰も

いない、と。そして菩薩は、二人のお兄さんと一緒に帰って行ったわけです。 

 しかしこの時に、菩薩は、5 匹の赤ちゃんが死んで行く、その苦しみを強烈に分るから、

何とかして救いたいと。その時に、「お兄さんちょっと自分は用事があるから」と言って、

虎のいるところに帰って行ったわけです。それで母親のトラに自分の腕を食べてくれと差

し出したのです。でも虎は、力もなく横たわっているだけだし、それで自分の腕を切って

血を出して、その血を舐めさせたらしいです。それでその血を舐めてその栄養で力がつい

て食べたらしい。それでお兄さんたちは、弟が帰って来るのが遅いと言うことで戻ってい

って見たら、そこで食べられていたと言うこと。 

 

 そうして帰って行ってそのことをお母さん、女王に報告したら、女王は半狂乱になった

わけです。自分の第三王子、天使のような王子をなくしたと言うその時の痛さはどれだけ

のことでしょうか。そしてその後残った骨を拾ってね、そこにストゥーパを作ったわけで

す。それが今でもカトマンズの郊外にあります。それで、今度は菩薩が、天からお母さん

に夢で、「お母さん心配するな」と。「自分は何の苦しみもなく、今天国にいるから」とい

うことを夢の中で言ったらしい。 

 この時の 5匹の赤ちゃん虎が、サルナートで一生懸命に修行して、最初の阿羅漢なった、

5人であると言うことを聞きました。最後の菩薩行です。だから菩薩行というのはそう簡単

ではないのです。そしてお釈迦様が成道を果たして、1200人の比丘、比丘尼を連れてその

ストゥーパに向かって、その時お参りしたのです。自分の骨に。それでそれを、ナモ・ブ

ッダとつけました。だから言葉一つ一つにすべてすごい物語があるのです。 



【参加者】 

 ナモ・ブッダってカトマンズにあるあの聖地ですか。 

 

【水源師】 

 そうそれです。 

 

【参加者】 

 今のお話で、愛ってすごい強いものなんだなって思いました。先生の話を聞いていると、

すべてに気が楽になってきます。頭では、「ここで修行をちゃんとしなきゃ」と思っていて

も、なかなか怠け者なのです。大して泣きも笑いもしないような人生を歩いているなと思

いながら、それでもちゃんと生きられないという、怠け者というか、どうやったらもっと

強くなれるのかなと思っているのですが。 

 

【水源師】 

 多分人以上に努力された方のように私には見受けられます。まして、今回こういう話を

聞けると言うことは、皆さん非常に高徳を持って生まれた方なのです。前世で高徳を持っ

て今ここに集まっておられます。だからまあ、これからも長いのですから、ボチボチと自

分を愛して、機会があれば皆さんと仲良く瞑想会で坐禅されて行かれれば、きっと良い高

徳があります。また皆さん知らないけれども、瞑想している時に体からニミッタを出して

いるのです、見える見えないは別として。心が落ち着くから、ニミッタと言うのは心のエ

ネルギーなのです。 

 ここに沢山の精霊とか、ペータ（餓鬼）が来るのだけれども、こういうものたちにたく

さんの恵みを与えているのです。これが、その方たちにとっては、食料なのです。ですか

ら、そういうことを覚えていて、何かあったらきっと助けてくれますから。ですから瞑想

するときには、足のないそういうものたちにも、慈悲を感じて、ニミッタを出してくださ

い。 

 

在日二世、三世在日二世、三世在日二世、三世在日二世、三世    

 

【参加者】 

 去年の法話を読んで、先生が在日韓国人の二世だと言うことを知りました。私も在日韓

国人の三世なのですが、子供の頃から悩んでいたことがあります。法的地位も韓国人とい

うことで日本に生まれて、お祖父さんは炭鉱労働者として拉致に近い形で連れてこられた

のですけれども、私の生まれたところは、部落差別があったりとか、差別が厳しいところ

でした。それで日本の文化の中で育って、自分はほとんど日本人なのですけれども、韓国

の人からすると違うと言われるし、誕生会なんかがあった時には、この子は呼ばないとい



うことが当たり前に行われているような環境の中で育ってきて、いまだに自分は何者なの

だろうかという、自分の中で納得が行かない部分があります。いまだに解消しきれていな

いのですが、それを先生の場合はどのようにして克服してきたのでしょうか。 

 

【水源師】 

 本当に御苦労様でございます。実は私もあなたと同じ環境に育って、実によくあなたの

ことが分ります。実はそれが肥やしになって、こういう風に一切の壁がなくなって、修行

には非常に役立ったのです。そして確かにあなたは韓国に行けば、イルボンサラム、日本

人なのです。日本では韓国人。で、アメリカに行けばあなたはジャパニーズ。こういう風

に、日本には戦前の戸籍法があって、実際のあなたは日本人なのです。なぜかと言ったら、

あなたがアメリカへ行って、何か犯罪を起こしたら、送り先は韓国ではなくて日本なので

す。 

 それを日本政府が隠して、喧嘩させればうまく統制できるのです。そういう風な、デバ

ィデット・コントロール、（分割統治）、イギリス方式を使っているのです。だから結局、

そこの中で立ち上がれば、ますます政府は、どっちもコントロールしやすいと。そういう

ことで、非常に苦労されていますけれども、ここでしっかりと、仏道に励めば、そういう

ことは自然に解消して行きます。 

 

 それは、フリクション（軋轢）です。軋轢ですけれども結局アメリカの奴隷は、アフリ

カから連れてこられ、両親とも引き裂かれ、働かされたところは農場で、働くときには逃

げられないように足の指を全部切られ。そしてその時にリンカーンが、奴隷解放と言って、

南北戦争で勝った暁には、全黒人を自由にして畑を皆にやると言うけれども、いまだに約

束は守られていない。 

 そういうことを乗り越えて、日本に住んで、日本を愛して、日本の神様を愛して、日本

の同胞皆さんを愛して、一緒に歩んでください。そういうことは本当は関係ないのです。

差別する人が悪いのであって、差別される方は何も悪くはない。分りますか。だから、あ

なたは実は恵まれているのです、ハッキリ言って。私もそれに気がついて、大変な恵みを

受けたのです。だからすべての壁がとれて、修行もますますうまく行ったわけなのです。 

 

 だから韓国の方とも一緒に修行しました。日本の方とも一緒に、パオで修行しました。

過去にそういう体験があったからこそ、できたのです。宗教の極限は、結局差別された人

が最高の位に上がるのですよ。なぜかと言ったら、ジーザスは私生児でした。私生児を産

んだ女は、石で投げられて殺されるのです。イランでは姦通したと言って石で投げられる。

子供を作ったらもっと大変です。そういう風に、お父さんがいないところで、どれだけ差

別されて、家庭の中で生きてきたか、家庭内外一切で。それであっても人類を救う、そこ

から非常な力をもらうのです。 



 こう言えば何か体制を保護するようだけれども、私は体制とは関係なく、人間を考えて

言っているのです。今ここでしっかりやった場合には、必ずやすごい栄光が待っています。

この世で待っているし、また、次の世でも待っています。だからまあ、差別するのだった

らすればいいし、全く関係ないです。自分だけしっかり歩めばね。これこそ永遠に生きる

のです。 

 

 金の靴を履いて、メルセデスベンツに乗って、良いビルディングを持っている。これは

全部空虚、誰も尊敬しません。あなたが立派に一歩一歩行道して、人間らしく歩いて行っ

たときに、話をしただけでも、ああ、この方は大変な偉い方だと。 

 

 私が自民党の偉い方の秘書に韓国で会って、「お前何でそんなに在日を差別するのか」と。

そうしたら、「いやすいません。私はそんな気持ちは一つも無いけれども、アメリカから押

されて、こうしていじめなければ自分がやられるのです」と。日本の方も実は皆そうなの

ですよ。社会的にそうされているから、その風に負けてやっている、というわけなのだか

ら。だから私の母は、二世三世の法的問題で法務省に行って、役人のトップを女性で囲ん

で、真っ裸にしたのですよ。そしたら役人は裸で逃げて行きました。そんなものなのです。

かと言って警察が誰も捕まえることもないし。 

 

 だから正しいことをして行けば、神仏に守られて良いことが起きます。特にそういう状

況で、人のために尽くし行道して行けば、すごい光を発するから。もしそれが嫌だったら、

大世界があります、私みたいに。カナダやアメリカが。でも、苦しいですよ。日本で生ま

れたら、ここで皆さんと仲良く、この仏国日本を作ってください。それが最高に優しくて

良い方法です。外国に行けば何でも素晴らしい良い生活ができると思ったら、とんでもな

い。文化も違う、日本以上に違うし。私は韓国へ行ったって、韓国語は分からないし、習

慣も分からないし、準日本人ですよ、向こうでは。 

 本当に軋轢で苦労されていますけれども、この軋轢も肥やしとして、その悪世の中から

蓮は出てくるのです。分かりますか。本当にそうなのです。あなたは最高のチャンスをも

らっているのです。嘘ではありません。私が体験しましたから。 

 

職場でのス職場でのス職場でのス職場でのストレストレストレストレス    

    

【参加者】 

  職場でのストレスについて聞きたいのですけれども、ストレスというのは、仏教的には、

どういうことなのかと言うこと。職場で、上の者から強い怒りというものを受けてそれで

疲れてしまうのですけれども、そういう衝動に負けてしまう弱い心だからそうなってしま

うのか。先生が言われたように、良い心を受けることによって、心が進歩して行くのか。 



 

【水源師】 

 それは結局アクサラ（不善）の環境で生きているから、アクサラな力に負けてしまうか

ら、そういうことがストレスとなります。その時にクサラ（善）の心でそれを外すのです。

嫉妬とか、不合理な軋轢的なことでやられるでしょう、その時に、それをまともに受けな

い。なぜかと言ったら、例えば、猿があなたに一生懸命吠えたら、その時あなたは猿と喧

嘩しますか。だからその時は、だいたい人間の形をしているけれども、心は人間の心では

なくて、ほとんど動物的なのです。 

 

 体験的な話では、私の友人がアフリカに行った時に、鹿が目の前に通ると人々はハンテ

ィングにくるわけです。アフリカだから、心は、アフリカの動物の心で生きているわけで

す。ところがその人がアメリカへ来たら、今度は、オバマ大統領のようにコロッと変わる。 

 だから心は何でも変わるし、どういう風にでも変わるのです。だから動物に生まれれば、

今度は動物の行動をとるのです。魚に生まれれば、魚の行動で、心はそのままあります。

なぜかと言ったら、私は蟻と会話したときに、「ああ、一寸の虫にも 5分の魂があるのだ」

と言うことがハッキリと分りました。だからストレスを解消すると言うよりも、あなたが

猿になって喧嘩したらそれは疲れると思いますよ（笑い）。あなたは猿ではないから。 

 

 猿の心で生きている人は、全然分からずに、疲れないでしょう。全然感じないから。だ

から相手にしないことですね。本当に、生きる環境によって、人間は変わって行くのです。

人間と思い込んでいるけれども、全然違うのです。ただ人間の形をしているだけの時もあ

りますから。悪魔にもなれるし。 

 

【参加者】 

 例えば禅定のような強い良い心を受け続けると、それだけで自分は変わってくるのでし

ょうか。 

 

【水源師】 

 はい変わります。私のところに沢山の白人の方が修行に来ます。私の波動を受けて、今

まで 15年間瞑想したけれども何も起こらなかったけれども、たった数週間で全部変わって

きます。坐るときに、良い波動を受ける状況にあれば、本当に変わります。だからお釈迦

様と一緒に瞑想すれば、それは変わるでしょう。 

 

 

 

 



傲慢さをなくすには傲慢さをなくすには傲慢さをなくすには傲慢さをなくすには    

 

【参加者】 

  傲慢の話がありましたけれども、私も小さい時から勝ったら優越感、負けたら嫉妬して、

自分を卑下したりとか、今も仕事上で結構あるのですけれども、そういう中で、傲慢さを

なくすのは、難しいと思います、それを弱めて行くには、どうしたらよいのでしょうか。 

 

【水源師】 

 基本のことは、本当に愛があればね、傲慢な心は出ません。負けた人もかわいそうだな

と。私は中学校の時に、一度私の父が、私に家庭教師をつけると言った。私はそれを断っ

たのです。なぜかと言うと、お金のない人が、一生懸命やっているのに、私はお金の力で

優位に立つと、こういうことは、したくなかった。また、トップにもなりたくなかった。

まあ人にバカにされない位の成績で続いていました。それはなぜかと言ったら、私がなぜ

拒絶したかと言ったら、もし私が貧乏に生まれて、一生懸命勉強しているのに、他の人は

家庭教師をつけられてトップになったら、これは不合理じゃないかと。それよりは、自分

の力で、自分のできる範囲でした方が良いのではないかと。そういう風にやってきました。 

 

 ということは心の中に、弱いものをいじめてはいけない、金の力で。結局愛の実践です

ね。小さい時から、私はさっきも言ったように在日ですから、弱いものがいかに苦しんで

いるかということを目にしているから、まして私は弱いものをいじめることはできない。

その教えをもらいました。そういうことです。だから、結局、愛の実践ですよね。    

    

愛とは何愛とは何愛とは何愛とは何かかかか    

 

【参加者】 

 自分を愛するようにというアドバイスをいただいたのですが、そうだなと思って考えた

のですけれども、では、愛することってどういう風にすれば良いのだろうかというイメー

ジが全然浮かばなかったのです。それで先程の先生の話の中で、何か失敗した人に優しく

肩を抱いてあげるとか、それが愛なんだよという話をいただきまして、あ、そういうこと

なんだなということが良くわかりました。逆に、なぜそういうイメージが一つも浮かばな

いのだろうということが、とても残念な気持ちがするのです。 

 

【水源師】 

 それは、例えばカトリックの中でも、スペインが最も強烈なのです。スペインでは、闘

牛士とかガメンことから、情熱、愛の塊なのです、強烈に愛すると。結局そういう方から、

お前の考えている愛は何なのだと。そういうことを彼が言ったわけですよ、なるほど、東



洋ではなかなかこの教えが出ない。それは、観音様とか、お母さんに愛されていたらそれ

はスーッと行くけれども、普通の方は、そういう環境にない方も沢山いるも知れない。 

 お父さん、お母さんが一生懸命働いて、子供を愛したいと思うけれども、その時間もな

いし、あまりに外で働いて、酒を飲むしかないし、暴れるしかない。そういう社会体制の

中であるから、まあ皆さんは、菩薩道というか、さっきも言ったように、お釈迦様は、王

子様であっても、自分の体を裂いて、そして虎に上げました。 

 

 ネルソン・マンデラは、差別されながら、30 年間牢獄で、一つのバケツをもらい、そこ

でおしっこもし、ウンコもし、食事もそのバケツから食べなければいけませんでした。そ

して毎日朝から石を割り、石を割り…。ただそれだけの毎日です。で、その時に彼は、小

さい紙に、こうしなさい、ああしなさいという指令を書いたり、いつ殺されるか分からな

い状況の中で、一心にアフリカを助けました。 

 そしてその時に、黒人が力を取った時には、他の国のようにはしなかった。許しましょ

うと。許すために話し合いをしましょう。だから南アフリカは今持っています。でなけれ

ば、ルワンダ、ウガンダ、コンゴ、スーダンとかね、殺戮に次ぐ殺戮です。 

 アショカ大王が、なぜ戦争を止めたのか。殺戮で戦争に勝って、本当に栄光を受けるか。

自分の部下が何十万人と死んだ、相手も何十万人と死んだ。戦争程罪悪はない。他の者を

自分のために、結局栄光のために殺しても良いのかと。それで仏道に出会って、アショカ

大王は、全国に使者を送ったのです。今、それを真似てカトリックとか、キリスト教がミ

ッショナリーを世界に送っています。 

 

 実は私は、日本のミッショナリーで、アメリカ、カナダに行っているのです。結局現在、

日本人は、もっとも差別されている国なのです。なぜかと言ったら、金は儲ける、それを

全然恵まないで、近隣諸国としょっちゅう喧嘩をしている。イタリア人が私に言いました、

ジャパニーズと思ったら、あれは結局鬼で、人を食う人種だと教えられたと。同盟国で。

私が公務員で働いていた時に、イギリス人が、「ジャップ」と言った。最高の、最大の軽蔑

です。私がいるのを見て、突然パッと言葉を変えました、恥ずかしいから。仲間うちでは

そんなものなのです。 

 

 だからさっきも言ったように、在日三世の方は苦労されていますけれども、日本はまだ

やさしいのです。その怒りをね、それは分ります。その悲しみは。でもね、この日本は良

い国なのです。こうしてこの方を見てください、あなたを差別する人は一人もいません。

ほとんど差別する人はいないのです、実は。政策的にやられているだけで、怖いからして

いるだけなのです。許してあげてください。そうしてあなたが仏道に進めば、苦しんでい

るあなたみたいな方が沢山救われます。本当の人間になれます。本当の人間になることが

どんなに大切なことか。次の世で、またこの世でも。 



 ここでカルマを断ち切ることができるのです。だからこのカルマを断ち切るのは、禅・

仏法の力しかないのです。こう言えば仏法の崇拝者と言われるかもしれないけれども、本

当に、仏が出るということはなかなかなくて、今は、ゴータマ・ブッダがこの悪世の中に

出てこられました。1阿僧祇劫（あそうぎこう）に 1人の仏もでない時もあると言う、非常

に強烈な暗黒もあったのです。 

 だからどうしても私たちは、悪が大好きなのです。戦争も大好きなのです。人をいじめ

るのも大好きなのです。でも、余りにも猛毒がこの体に入るから、結局我慢できない。そ

れで、良い方向に行こう、良い方向に行こうと、仏の存在を知っているから、仏というも

のはすごいもので、仏様はニッバーナに行ってしまったから関係ないと、そうではないの

です。 

 

 前にも話しました、ある娘さんはお母さんが大好きで、お母さんがいつも生きた魚を食

べたらしい、ピチピチしたものを。それで死んだ時にお母さんを供養したのです。そして

500劫前に出た仏像に、お祈りしたのです。お母さんに会いたい、お母さんはどうしている

かと。 

 そうしたら、この、500劫前にいる仏が、娘さんを連れて、この娘さんを、スーッといろ

いろな世界を通りながら、地獄界に行く前に、もう人がたくさん走りまわり、気が狂った

ように追われている所があったのです。そこのところでは、鉄の鳥が人を食い荒らし、鉄

の船が人をいじめ、鉄の車がどんどん人間を引き殺して行く、それは今の状態なのです。

そして次の地獄界に入っていったら、お母さんが苦しんでいる。その時に大決心をして、「私

はこの地獄の全部が空にならない限りは絶対に仏にならない」と、この方が地蔵菩薩様で

す。 

 

 だから仏様は、いつもどんな状態でも私たちを助けてくれるのです。なぜかと行ったら、

私が瞑想したら、南米の皇帝、ましてや、天使は、天界からどんどん降りてくる、それか

らグリーンブッダ、ブルーブッダ、どんどんどんどん出てくる。ジーザスも出てくる。天

界には、一切そういう差別の壁はありません。ただただ人を救うために、日夜努力してい

ます。だから一切をおまかせして、ただただ自分を精進する道を歩んでください。その方

法は沢山あります。また私の知っている限り、いつでもできる限り、お伝えいたします。 

 

【参加者】 

 私たちが瞑想すると、感じられなくてもニミッタが出ていて、それが何かの、精霊のよ

うなもののご飯になるというお話があったのですが、どうすれば自分が瞑想する時の励み

になるでしょうか。 

 

 



【水源師】 

 結局そこで一番大切なことは、餓鬼ですね、餓鬼供養しているのです。だから目には見

えないけれども、ずーっと集まって来ています。でも絶対に悪さはしません。人間がそこ

へ落ちたという状態だから、めぐみを与える者に対して悪いことはしません。そしてまた、

そういう風に供養してもらっているから、今度人間界に生まれた時は、良いことをしよう

という、そういうことが起こります。 

 何故かと言ったら、行を済ませた人に、「お前の人生は何だったのか」と聞いたら、「前

の人生は、恥ずかしくて言えない」と。「そうか、人間じゃなかったのか。じゃなぜお前は

人間に生まれたのか」と。「いやあ、私は人間が良いことをしているのを見て、私も人間に

生まれたいと。そしてこうなった」と。 

 

 だから今アメリカで、タイム・イズ・マネーなどと言って人をごまかしているけれども、

大変な罪悪を起こして、ホワイトハウスなんかもう大変です。だから私の友人のアイザッ

ク、インデアンのシャーマンがね、「あそこに行ったら 3日寝られなかった。もう気持ちが

悪くて、地獄の底に行って帰ってきた」と報告してるから。良いことは一つもない。悪い

ことして、差別をする、そんなことをしている人はね、本当に悪いところへ行きますよ。

ただその時に、それと喧嘩していけばお互いに悪魔の世界に入って行くから。そういう悪

魔になる必要は一つもありません。 

 

 さっき会社で抵抗してストレスになってという話がありました。そういう気の狂った猿

と喧嘩することは一つもありません。これは文明というか、生命体も滅ぼしてしまいます。

なぜかといえば、有名な、ナスカの地上絵があります。地上五千フィートからしか見えな

いのです。イタリアの考古学者が、20 年そこで研究しているのですけれども、ピラミッド

が 4000 年か、4500 年前というから、その中で有名な、ハミングバード、大きな羽を広げ

て、嘴を前に出して、それで足を広げている、それは自然界では、今私たちは、大変な危

機にあると言うことなのです。 

 なぜかと行ったら、小鳥が飛んでいる時はですね、静かに飛ぶのです。足を出すという

点がね、何かが来るから掴むという状態なのです。それから、嘴をちょっと曲げている時

は、何か危険が迫っているという。これは、ケチュアのシャーマンが、絵を書く芸術家で、

それで私に解説してくれました。  

 

 その時に、動物は心臓を出しているのです。それから鯨。鯨なんてその辺りにはいない

のです。鯨も心臓を出していました。これはなんの意味か。全部絶滅という意味らしい。

そしてその時に、ハミングバードに二つ線を書いている絵があります。これはどういう意

味か。私たちは今絶滅するというメッセージを宇宙に送っているのだと。そういう風に数

万年前に栄光きわめた文明でも、こういう風な、仏の法を持たない、愛をもたない文明は、



これで完全に絶滅して行ったのです。 

 非常に悪い、何かエンジニアリングをしたのでしょうね。何故かと言ったら、その大地

において写真を撮ろうとしても、何故かすーっと綺麗に撮れない。放射能でもないし、放

射能だったら何か出るでしょう。不思議なエネルギーを使ってその時やっていたのでしょ

う。その足跡が今でもいっぱいある。その石を持ってきて、霊能者に掴ませたら、腹を悪

くして、死にそうだと言うから。それだけ悪い因縁が、石にまで付いている。 

 

 だから、恨みは、恨みで返すなと。恨みは愛で返しなさい。それが本当の菩薩行なので

す。本当の栄光を受けます。だからネルソンマンデらが、あれだけ奴隷として使われ、こ

き使われた、同胞に対して、恨むなと、許せと。もう 1 回仲良くしようじゃないかという

方向に持って行ったのです。これが偉人なのです。 

 マハトマガンジーは、武力で抵抗しなかった。ゼネラル・ストライキで何も食べずに、

無抵抗主義で、抵抗するなと。何故かと言えば、こうした場合には、血で血を争う、今の

イラク、アフガニスタン、そういう結果しかもたらさない。悲劇がまた悲劇を生むのです。 

 

 ここ日本には、仏法ありで、本当の仏法というのは、力で相手を征伐することではあり

ません。愛と慈悲の力によって、相手を変えることが本当の仏法なのです。日本があれだ

け悪いことをしたのです、中国に対して。その時日本が負けた時に、蒋介石は日本から賠

償をもらう代わりに、いや賠償はいらないと、高徳で返すと。もらわなかったのです、実

は。その高徳のおかげで、今の大中国があるのです。 

 なぜかと行ったら、この大中国が起こる前に、私は、サルナートから不思議な仏陀をも

らい、この仏陀を、中国で最も尊い、一切の経典が書かれている、北京から離れたところ

にある、雲が居る寺、雲居寺いうところです。有名なお寺です。そこへ私が行った時は、

本当にボロボロで、観光客もほとんどいない、そういうところに持っていってくれた。 

 そこに私が仏陀を持って行った後で、大発展しました。天は見ているのです。私がその

あと 3 年後に行きました。その時に、毎日花を飾って、その大雄殿の仏の前に。ひとつも

動かさずにおりました。またその高徳を持って、私はインドから、本当は持って行っては

いけない、ナーガルジュナの本当のお顔をそこの寺に収めました。 

 

 だからこの世界は絶妙であります。小さいことに溺れずに、大きな目で、自分の信じる

道を、コツコツと歩いて行ってください。私は衣を着てこういう風になるとは少しの夢も

なかったし、ただ 1 人コツコツと 1 人で、トロントの小さい家で隠れながら、ただただ、

禅をしただけです。そうしたら天が私をこっちに送り、あっちに送り、どれだけ山を歩か

せられたか。もうお仕舞いだと思ったら、再度またペルーまで行って。結局ペルーの人も

助けなさいということなのです。 

 全人類が同胞なのですよ。あなたがたは次の世にどこの国で生まれるか分からない。こ



こで怨念は持たないこと。許してあげましょう。愛しましょう、お互いに。これはジーザ

スの言葉ではなく、本当はお釈迦様の言葉です。ジーザスは、インドのラダックの、シャ

ンカコンパに行って、メッタの行を完成させた方なのは、間違いありません。ブラフマビ

ハーラ（慈悲喜捨）の行を完成させた方です。 

 

浄土浄土浄土浄土・天界・天界・天界・天界    

    

【参加者】 

 坐禅は難しい人には浄土へ行くと言うやり方もあると言うお話でしたが、日本には念仏

の伝統がありますが、具体的に阿弥陀様をイメージするのが良いのか、それとも口で唱え

たほうが良いのでしょうか。 

 

【水源師】 

 その手法をとる時には、ただ一つ全身全霊で信じる心。信、これだけです。息を吐いて

も「阿弥陀」。息を吸っても「阿弥陀」。食べても「阿弥陀」。結局禅というのは坐るだけで

はありません。仕事をしても禅。働いても禅。立っても禅。寝ても禅、なのです。そうい

うことを続けて行きます。それで、阿弥陀をイメージするという、これも邪道です。見せ

てくれた阿弥陀が本物です。それまでは絶対に自分で追わないこと。でも阿弥陀はいます

から。ちゃんと向こうから見せてくれます。 

 こういう話を今日聞きました。ヒマラヤでね、「仙人に会いたい、会いたい」と思って、

山に行くのです。死ぬか生きるかとなって、それでも私は死んでも良い、と言う時に出て

きます。ただそれもなく、ただ拝んで、だからそういう大決心ですね、信心もそこまでや

る時にちゃんとあっちでも分るから、観音様を送ってくれるし、そうでなければ、強烈な

白光が仏様のところから出てきますよ。それが阿弥陀の最初のサインです。 

 

 もしそれをやるのだったら、信心から徹底的に入って行く。それで絶対的に、「阿弥陀、

阿弥陀」、ただその中に愛がなければだめですよ。仏教は愛だから、自分だけではないです

よ。「自分は本当にいけないものだから、酒は飲むし、何でもするし、もう悪いこともする

し、でも阿弥陀の国には行かせてください」と、それで一生懸命、親鸞さんの書いた歎異

抄に書いているじゃないですか、「善人も救われるのだから、悪人はなおさら救われる」と

いう、すごいことが書いてあるじゃないですか。私はもう本当に悪人だと言うことはもう

善人なのです。私はもう善人だから、悪いことしたことないし、良い人だと思うのは、本

当の悪人であってね、これでさえ救われると言うのだから。 

 

【参加者】 

 仏典の中でも、善行為をした人がその功徳によって天界に家が建つ、という話を聞いた



ことがありますが、自分の心を反映した建物というものがあるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 はい、あります。私はパオに行った時に、クティー（小屋）を一軒寄付したのです。只

で教えてもらうのは大嫌いだから。最低自分の食べるもの以上をお布施すれば、心おきな

くできる。そういうことでやっていたら、私が見た天界では、御殿が立っていました。で

も私がそこへ行くとは限りません。なぜかと行ったら将来私が、その後でズーッとまた行

をやって最後に、義湘大師の、偈を見た時には、変わっていましたから。また別の世界行

きます。 

 ただその行者が、観音様に会って、そしてこの世を変えて行く方法が本当にあれば、そ

れは大変素晴らしいことです。しかし、私になぜか、観音様が降りて来て、阿弥陀の国を

見せてくれました。だからハッキリ確証して言います。なぜ私に見せてくれたかと言えば、

いま日本では、阿弥陀、浄土宗とか、浄土真宗とか非常に苦労して、真面目にやっている

と言うことで、このメッセージを日本に持って行け、と言うことだと思います。そういう

ことで、阿弥陀の国は綺麗に説明できます。 

 

 

 

 

 

 

          


