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水源禅師法話 

お釈迦様が教えた大宇宙の法―私たちは心の生きもの― 

 たくさんのすばらしい「清き心」が、「悪しき心」の罠によって大変な苦しみを受けており

ます。それでも、やはり飛鳥、平安時代とずっと続いた、その「清き心」によって、何とか

その「慈悲の心」が、しっかりと食べ方、それから生活の仕方、しっかりと仏法の中で生き

られるように構築されている。そのおかげで今、日本はこうして、こんな大変な時代であっ

ても、何とか平安に生きておりますけれども。そうでなければ、あの偉大な太古の元ペルシ

ャ帝国であったイラクも完全に崩壊され、アフガニスタンという強烈な高い精神を誇った国

も完全に崩壊され、北米、南米は心の拠り所なく右往左往しています。 

ミャンマーの奥山を訪ねても、そこは仏法の中で生かされているので、食べ物も少なく貧

しく、それでも実に平安に生きていました。世界で騒がれているチベットも、その山奥では

貧しいながら、政治と離れ、実に平安に生きています。山深いネパールの、そういう仏法を

守っているところもまたしかり。中国の奥地の雲南省のシーサンパンナという地方に南伝を

今でも続けているところもまたしかり。あれほど荒れたカンボジアも今、そこの王様は十戒

を守り、優婆塞の生活をしています。暇さえあれば、ただ瞑想、瞑想。宮殿には住みません。

宮殿を離れて、村々の家で住み、お金を全て村人に与えています。そのおかげで今、カンボ

ジアは非常に安定し始めました。 

つまり、「私たちは心の生きもの」であって、「身体の物による生き物」ではないわけなの

です。そのことをお釈迦様が、いかに心の田、心田を耕し、そして、大きく、大きく成長さ

せようとしてくれる、すばらしい「大宇宙の法」を教えてくれたわけなのです。だから、皆

さんがこうしてここに来て、お祝いしていただき、誠に有り難うございます。これからも皆

さんと一緒に何とかすばらしい日本の方々の幸せを祈り、一緒に歩んでいきたいと思います。

また、この仏法が世界の人のためにも役立てればと思っております。 

ほとんど、この 70億の民の中で「仏国に生まれる」ということはまずまず珍しく、その中

で、どんなことがあっても、まだ平安な国である日本に生まれ、そして好きなように仏法を

勉強できる、という幸せがあります。こういう恩恵をやはり皆さんが一早く仏の果物を受け

取って、皆さんと分け与えるようなことを願っております。今日はこれで、今晩は楽しく暖

炉を作って外で楽しく、焼き芋でも食べながら、お話をしたいと思います。ご苦労様でした。 
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一乗寺のアロートピュエ仏陀（阿弥陀如来）と十一面千手観世音菩薩 

 

 

 

一乗寺の釈迦如来とその真身舎利 10珠と宝塔（三世三千仏） 
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最も大切な信心の念仏 

ダライ・ラマ法王は、このトロントのカナダで最初にダンマトーク（法話）を 2 日間に渡

ってしました。 

In that long long Damma talk in two days, Dalai Lama said, 

 

その 2日間の法話の中で、最も大事なことは「四界分別を修行、勉強してください」と。 

Rupa four element meditation is so important that his message.  

 

「四界分別」が仏道の最初の法門に入る道であります。それは非常に難しい法門で、それで

私も非常に悩んで、その後に「四念処」の存在を知って、それを体験することができました。 

That also very true that is the gate of Buddha wisdom world. But that four element 

meditation is one of most difficult in cosmos. So I was very much concerned about path 

of Damma journey to people who wish to know it, then after I encountered a satipatthana 

wisdom of teaching.This is it. This is reading to Nibbana for all. 

 

「四念処」の中に四つの法門があり、身随観、受随観、心随観、法随観というヴィパッサ

ナー（観）の方法を取れば、法随観ではなくても、ダンマヌパッサナー（法随観）でなくて

も、涅槃に到達できるということを確認できて、それで非常に心に安心感を持ちました。 

Buddha gift us great teaching of satipatthana, four door way could reach nibbana. 

Those are Kaya nuppasana, Vedana nuppasa, Chitta nuppsana, Damma nuppasa. So I have 

chance to all examine of this four door way. Buddha testament is so true. After I had 

confirm the Satipatthana meditations, I have a peace in my heart because everybody can 

study different way. 

 

この「四念処」の方法を確認できて、非常に心に安心感を持ちました。その中でよく研鑽

したときには、一番大切なところは「念仏」であります。一心に仏に帰依する「信」（sada）、

「念」（sati）、マインドフルネス、これが決定します。この「念仏」ということを第一の修

行法として、非常に重要視していたということが、やはり間違いありません。 

Teaching of Buddha is most important for reaching highest nature of wisdom Nirvana 

in cosmos. It is necessary to have totally devout to the Buddha to in whom the heart 

with mindfulness. Because of the Buddha is beyond cosmos dimension of the infinity time 

of space of the reality of everywhere in the Buddha reality. So this is the deeply 

connected consciousness. Consciousness itself is entire reality. 

 

なぜならば、「一塵に十方の世界あり」のこの世界が、実は私たちの心であります。それ自

体が仏そのものであります。ですから、仏に帰依するということは、本源に返るということ

であります。本源に返ることによって、本源の真理、一切の迷いから覚めることができて涅



 

4 
 

槃に行けます。 

Who must important having Sada Sati which are devout and mindfulness. This is the 

original all consciousness which is nothingness to happen. Many meditators talk about 

nothing, nothing. There is many many stage to reach to nothingness. 

 

ゆっくり、ゆっくり自分で牛のごとく歩んでください。牛のごとく、力強く、一歩一歩、

歩めば、必ず到達できます。ま、ちょっと非常に難しい話になりましたけども、これくらい

にして、あとは何かこれで、一人一人、質問ありますか。 

Whoever just talks without experience nothingness is more confusion. So step by step, 

step by step , please enjoy your meditation.  

 

 

 

 

一乗寺に飾られる達磨大師 
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質疑応答 

非常に重要かつ危険な『法華経』―因縁を知ることは神を知ること― 

 

 

 

アロートピュエ仏陀（阿弥陀如来）、釈迦如来、 

宝塔（三世三千仏）と『お経』 

 

【参加者】 

 後ろの『お経』はチベットからのですか。内容というのは分からないでしょうか。 

 

【水源師】 

 はい、チベットからです。たぶん『法華経』に関するチベット経典だと思います。ただ、

非常に大切な『お経』だということは一瞬にして分かって、なぜか、そのとき通訳の人に聞

いて、たぶんそうではないかと。 

 

【参加者】 

 私も以前、『お経』の中でも『法華経』は、非常にとても重要なものだと？ 

 

【水源師】  

 そうです、重要であります。お釈迦様が 80歳まで生きたときに、最後の方はほとんど『法

華経』のことを説いています。でも、『法華経』を知るには必ず要求されることが「過去六世」
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を観ることが必要です。それによって因縁の仕組を理解することが必要です。そうでなけれ

ば、学術経典の解説になって、非常に誤解をして理解してしまいます。結局、経典に飲み込

まれてしまって、溺れてしまいます。 

だから、『法華経』を読むには、非常に瞑想が重要視されます。深い瞑想に入って、その心

で少し少し読んでいけば、因果関係が分かります。又は、ダンマヌパッサナー（法随観）で

過去をしっかり観、未来を観たときに、この『法華経』の意味がはっきりと分かりますけど、

ただそれを頭で読んでも、それはただ有り難い『お経』であるけれども、機械が読むみたい

なもので、ま、無量永劫の未来には役立ちますけれども、すぐに行くことはできません。 

ただ、それは非常にすばらしい『お経』で、それを心から読んでいけば、光を差すように、

いつの日か法に出遇える。「法の華」ですからね、「本当の法、法門に入る」ということで。

でも、非常に高いところにあるがゆえに、非常に難しい経典で、それを本当に読むことによ

って意義があるのであって、ただそれを漢文読みにして自己理解は逆に溺れてしまうほどに、

非常に危険な『お経』でもあります。 

The lotus sutta is buddha's last text to talk to before he leaves to Nirvana. This 

is very important text, but very difficult text to reading what really saying inside 

the text.  

Necessary to have deep meditation most important have to understand Karma to Karma, 

you must see at least 6 past lives, also future life. Then you understand cause effect 

of karma. Karma is almost identical work of God itself. So people talk about God without 

this Karma which is very dangerous to who's consciousness. Cause and effect the Karma 

is very clearly written in the Bible Old Testament Job. That text is the pure karma 

talking about it. Important to understand Karma is the 6 past life and death.  

 

だから「因縁を知る」ということは「神を知ること」になります。因縁を知らずして、神

を説くことは、目が見えない人が象さん姿を話すことになります。だから、偉大な哲学者が

「私たちが知っていることは全て間違いである」ということがここにあります。 

Without seeing the past life which is same as blind person seeing Elephant. Therefore 

people confusing, confusing, confusing more darkling their life. Whoever talks god 

without understands Karma is blind lead blind. Great philosopher says what we know all 

wrong. 
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一乗寺前での焚き火 

 

 

 

体験によってのみ真理は知ることができる―イエス・キリストとオーガスタ― 

なぜならば、キリスト教の世界では非常に高名なオーガスタという宗教理論学者がおりま

した。そのときに、赤ちゃんのキリスト様が現れて、海辺の砂場で小さな池をつくって、そ

こにコップで水を入れていたわけです。いくら入れても、その水は砂に吸い込まれて、いっ

ぱいにならないわけです。それを偉大なオーガスタが見て笑ったわけです。そうしたら、こ

の赤ちゃんのキリスト様が、オーガスタに「そうですよ、これがあなたの現象です」と。と

たん、その後は一切の勉強をやめて、ただ笑って終わっていきました。というふうなのが、

私たちの現状です。いくら頭脳を使っても、体験によってしか真理を知ることができません。

ですから、赤ちゃんのキリスト様が体験で示したわけです、頭ではなく。 
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Great pastor Augusta one of highest theorist entire history of Christian who said, 

Baby Jesus play around shore of the sea. Baby Jesus made small hole and bring cup of 

the sea water pouring in the sand hole. Augusta the great theology, he laughing it. 

Baby Jesus said him. Yes, this is you! Then Augusta who is entire life laughing after 

laughing to himself. He stops to study theology. This is our world reality. We think 

we are understanding all thigs of world by our logic, but wisdom is far above our 

intelligent brain. Therefore most important wisdom to get need necessary true reality 

with the body. That was Baby Jesus show him action with a small cup show the sea on 

the sand put the water is that, not by the logic anything real reality. Then he totally 

understand. Wisdom must understand through the true reality with the body, action. 

Otherwise all what we know is wrong.   

 

 

 

 

ナイアガラの滝 
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アングリーマーラの師匠とその妻の因縁はいかに 

【参加者】 

 前に、法話会のときにアングリマーラのお話をしていただきまして（『水源禅師法話集』第

17巻 28-30頁、「アングリマーラと菩薩行」参照）、ある方から質問があったのですけれども、

アングリマーラが 999 人、殺しましたけれども、お釈迦様が出られて 999 人、涅槃に送った

ことになる、ということですけれども、そのアングリマーラに間違った教えを教えたお師匠

さんやその奥さんはどうなるのですか。 

 

【水源師】 

 もう無量永劫の地獄に入っていきますね。阿鼻（無間）地獄。なぜならば、結局、間違っ

た法門を教えて、その生徒が実際に命を取ったと。この宇宙の因果関係は必ずや、やはりお

返ししなければいけないようになっています。善いことをすれば無量のご褒美が来ますけれ

ども、悪いことをすれば、その真逆で無量の罰を受けます。ですから、本当のことを自分の

体験によって分かったことを教えていけば間違いないのです。ということは食べること、お

いしい、おいしくない、これをすれば病気になると、自分の体験の本当のことを話せばよい

けれども、借りもので話して、それを本当のことであるようなことを言って、もしや人を殺

めたりしたら、大変なことになります。 

そういうカルトが歴史的に、世にはいっぱいあります。最も、この過去数千年の間で、悪

名高きカルトはアサッシンです。アサッシンというカルトがありました。忍者の assassin、

それが現代に続いて非常な魔病を全世界にまいています。それもさも善いことのように。ア

ッサシンとかアサシネイションとか、マンガとかいっぱい出てきます。本当に非常に間違っ

た教えによって運営されて、いまだに続いています。 

And what his question is Angry Mara. His teacher told to Angry Mara,“if you killed 

one thousand people and collected that finger to go around your neck, you'll be attained 

Nirvana.” he successes to kill 999 and collecting 999 fingers. 

He could not find any more person. Only he finds his mother. So that time Buddha 

appeared and stopped Angry Mara killing his mother. The intercept Karma saved him 

stopping Angry Mara killing his mother. Then after he studied under Lord Buddha, He 

become Arahant to attended Nirvana. He himself kills 999 what happened this life? He 

had great commit crime, incredible crime. But how come here attain to Nirvana because 

when he take out others life, he only believe teacher's instruction. 

And he was nothing with the hatred to his subjects, he have to do it by his teacher`s 

teaching. Because really he wants to attain Nirvana. But if  

He kills his mother, no others can help him. Buddha stopped Angry Mara killing his mother. 

Angry Mahler he did great great goodness good thing in his passed life. 

Therefore he encounters the Buddha. Also he attained to Nirvana that means  

who offers his life to Arahant holy man infinity fortune come next new life. But he 
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wasn't 

attained Arahant, then he falls to worst hell never ending infinity time. So this 

for work of Karma equation. Then he actually benefit to all 999 victims, and his whole 

life should be continued to study attain Arahant for this 999 victims who will have 

great fortunes in next life. 

Who is the responsible of this great crime? That is his teacher's instruction. So 

his teacher and his wife had great punishment never ending infinity time go to lowest 

hell because the equation of the goodness to badness. They have to be cancelled each 

other. Somebody have to fill up this hole of debt. Same like economy balance sheet in 

the money work. So never deceive other people by wrong teaching. This is low of Karma. 

 

英語でもっと詳しく今、説明しました。なぜならば、A さんは、こういう経典を読んだこ

とがないから。 

Ok, A, understand? 

 

 

 

 

一乗寺の青不動明王と胎蔵曼荼羅 
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水源禅師の法名「Bodhi Pannya Gunika」（菩提般若究仁伽） 

【参加者】 

 先生の「Gunika」というのは、どういう意味があるのですか。 

 

【水源師】  

 「Gunika」というのは、ミャンマーでも非常に珍しい名前で「Goodness」「善きかな」とい

う意味、「善い」という名前ですね。スリランカに行って、菩提樹をお参りして、スリランカ

の偉いお坊さんから「Bodhi Pannya Gunika」「ボーディパンニャーグニカ（菩提般若究仁伽）」

という名前をもらいました。 

 

【参加者】 

 「Bodhi Pannya」が前についているのですか。 

 

【水源師】 

 そうです。「グニカ」が名前で、法門の流れは「ボーディパンニャー」になります。「ボー

ディ」、菩提の家族である。ですから、正式には「パンニャーグニカ」と。善い知識を持った

善い人ということになるでしょうか。 

My true name is Bodhi Panna Gunika. Because I did homage to the Body tree on the Sri 

Lanka original Buddha tree. This is the highest Buddhist family. 

Everything come from Bodhi family. So Bodhi after I got Panna mean I have good 

knowledge Panna. Then Gunika means good man. So that’s mean good person. 

 

サードゥ、サードゥ、サードゥ 

Sadhu, Sadhu, Sadhu 

  

 
最終日に虹がかかった一乗寺の湖 
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達磨大師を将来した後の不思議な満月の輝き 
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水月（水面に映る月影） 
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カナダの一乗山一乗寺 
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