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水源禅師法話・質疑応答 

本当の禅定に入るということ 

【水源師】 

せっかく皆さんが、この忙しい中、来ていただいて、私の話というよりも、こういうこと

を聞きたいとか、今日は、その質問に答えたいと思います。遠慮なしに聞いてください。 

 

【参加者】 

 禅定に入ったという人からの報告だったのですけれども、「禅定に入ってしまったら、自分

で出ることができない」のですか。何かそういうことをおっしゃっていたのですが。 

 

【水源師】 

 それはね、何ていうか、ウサギとカメさんの理論的な遊びの考えで、違います。結局、ウ

サギさんは絶対にカメさんを追い抜くことができないと、なぜなら、ウサギさんが一歩、追

いかけるでしょう、そうしたら、カメさんもちょっと出ると。そのちょっと出て、また出る

と。今度、近付いても、ちょっと出ると。そういうことで、そういう理論的なことであって、

実際は違います。だから、あんまりそういう哲学的な三段論法は毒であって、やめなさいと。

戦争ばかり起こります、ということです。 

 

【参加者】 

 実際に体験されて「そうだった」って、おっしゃっていたので。 

 

【水源師】 

 どうして出てきました？ 

 

【参加者】 

 あるところの合宿中だったのですけど、「様子がおかしい」ということで、周りの方が先生

を呼びに行って。 

 

【水源師】 

 それは禅定に入っていません。全然違います。禅定に入ったら、何が起こっているか、全

て分かります。それは禅定ではありません。それは気を失ったか何か。 

 

【参加者】  

 助けを求めたらしいのです。 
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【水源師】 

 だから、それはもう禅定ではない。 

 

【参加者】 

 でも、本人はそう思っているだけ？ 

 

【水源師】 

 そう、そう。だから、危険なわけです。そういうときに、先生がちゃんと説明してあげな

ければいけない。ということは「先生は禅定を知らない」ということ。「禅定に入る」という

のは、もうめったにできないのですよ、本当の禅定。入り方もあります。これは秘密です。

だから、今、明快に言いますけれど、「正式な方法で、そこに入った日本の方は、いまだに出

ていません」。 

というのは、最初、入るときは最低 3時間半、必要です。入ったら、5時間、6時間、当然、

動かないはずです。そういうレポートを「日本の人がした」ということは、いまだに聞いて

おりません。ということを言わなければ、もうちょっと見たら滅茶苦茶ですね、「日本の瞑想」

とか何か言っているけれど。もう理論もデタラメ、やり方も、もう滅茶苦茶、もう末期症状

というか、ガンの末期症状ですね（笑）。 

このレポートは 10年前、真言宗の大僧正が私に報告して「もう日本はガンの末期症状です

わ」と。分からなかったけれど、まさにそうですね。だから、もうそういう「助けを求めて

自分で出られない」と、それは禅定ではなく、間違った手法でやって、意識はここにあるけ

れど、グワーッと押さえ付けられて、助けを求めているということは、身体を動かしている

わけ。身体を動かしたら、禅定は崩れるわけ。すぐパッと出られる。 

だから、それはもう禅定ではない。禅定になった場合には、足をこう動かしたら、もう禅

定は崩れます。完全にダーッと石の状態になります。だから、棺桶に入っています。それで、

出るときは、ちゃんと自由にいつでも出られます。ただし、第九禅定（滅尽定）に入った場

合には、お釈迦様が来るか、サンガの人を呼び出さなければ、出られないのです。そのこと

を彼は言っているけれども、それは深い禅定で、第九禅定に入るわけないでしょう、第一も

入っていないのに。 

というふうに、もう滅茶苦茶ですわ。そういう話が出ること自体、ガンの末期症状ですわ、

精神界では。「一生懸命、本を読もう、本を読もう」と、はっきり言って、もうどうしようも

ないですね。書いている本人も分からないし、やる人も分からない。ということは、これは

どういうことですか？ 教える先生も分からない、聞いている本人も分からない、それで「お

互いに分かったね」とニッコリしていたら、これどうします？ 何かの精神病院の中みたいで

すね（笑）、悪いけどね。それで、中では真面目にやっているでしょう？ 

だから、「そういうことは、もうやめなさい」と。自分で一心に仏に帰依する方が、よほど

善いですよ。その方がよっぽど救われます。 
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水源禅師の第九禅定で大涅槃界が発生したパウォン寺院 
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日本は憲法のない国 

【参加者】 

 昨年の合宿で、先生は日本について、大変、危惧していらっしゃいまして、「またもう一度、

太平洋戦争をやるつもりか」ということまでおっしゃっていたのですけれど、「まさか、そこ

まではないだろう」と、私も思っていたのですが、その後、戦争のできる日本、集団的自衛

権ですとか、徴兵制の話が出てきていまして、びっくりしていたのですが、今後の日本につ

いては、やはりあまりそういう方向でやっていくというお考えなのでしょうか。 

 

【水源師】 

 もうレールに敷かれていますからね。まず「言論を潰す」と。結局、『朝日新聞』をバッシ

ングして、まああれはまだ良識の方で。今、日本は「憲法のない国」と言われている。なぜ

かといったら、アメリカ国会議員の人ですよ、「日本は憲法のない国だ」と。一プライムミニ

スター（総理大臣、首相）が憲法を解釈して実行できるということは、憲法に乗っ取ってい

ると、ということは、天皇陛下よりも上だし、「もう国家がない」ということ。だから、「何

でもあり」です。 

ただ、私は今こうして、4、5年前から原発のことも予言して、こうしていろいろ報告して

いるけれども、まあそれは政治家が動かない、政治家自身が自分の首を絞める、絞めていく

のは本人の勝手だから、よいけれども、まっしぐらに地獄に堕ちていくわけですね。そのと

きに無実の人も連れ込む必要はないでしょうと。 

だから、一心に法を守って仏に帰依していけば、まあ堕ちる人は仕方がない、「地獄に行き

たい」と言うのだから、やらせればよいでしょう（笑）？ それしかないですよ。 

 

瞬間定について 

【参加者】 

 「瞬間定」というか、禅定ではないのですけれど、「瞬間的にジャーナ（禅定）に入る」と

いうのを本で読んだことがあるのですが。 

 

【水源師】 

 結局、そこに入れば、非常に気持ちがよくなって、お風呂に入って上がったように、スカ

ーッとするわけです。そのことです。 

 

【参加者】 

 普通のジャーナと入り方が違うのですか。 

 

【水源師】 

 入り方があります。これは、その時点によって教えますけれど、これは教えません、極秘
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の世界です。そうでなければ、またこれでしょう。私が言ったからといって、バンバンバン

と本に書きつづって、ダ、ダ、ダッとなるから、ここは教えません。大体、本に書かれてい

るのは 40 ％が限界で、60 ％は極秘の世界です。実際にいちいち教えていきますから。 

だから、普通の私たちの修行者は、ある程度は言うけれども、そのエリアは言いません。

教えても意味ないでしょう？ そこまで来たら、そのときに教えます。というのは、そこまで

来るのに一つ一つ関門があって、少しでもよこしまな気持ちがあったら、通過できないです。

だから、ジーッと見ています。それで「現象も何を観たか」聞きます。「あ、これは嘘だ」と、

すぐ分かる、そこでストップ、それでもう一生おしまい。 

だから、一切、嘘はつけないです。最初 6 カ月前に言ったことと、6 カ月後にもう 1 回、

テスト受けるからね。積み木みたいに合わなければ、毎日毎日インタビュー受けて、そこで

嘘ついたら大変なこと。「合わない」ということは「嘘をついた」ということ。それでおしま

い。それ以上は教えませんと。そう簡単ではないですよ、ということです。 

 

正式な禅定の入り方 

【参加者】 

 瞑想のときに、だんだん体が固くなっていくのは、もうそのままにしておくということで

すか。 

 

【水源師】 

 それでもうジャーナに入っていきます。それは大乗仏教の善いところで、身体がグーッと

もう深いところまでいきます。そのときにあなたは「出たい」と思ったら、出るでしょう？

そう、それが本当のジャーナで、それが初禅、第二、第三、第四、どこに入ったか、分から

ないわけ。正式なジャーナは必ず一、二、三、四と入ることができます。あとは「無色界ジ

ャーナ」に入っていくには、カシナ（十遍）1をやるしかないのです。カシナの瞑想法以外に

入る方法はないのです。 

だから、第五、六、七、八は、カシナを通過しなければ、入れません。九に入るには全て

の法を学ばなければ、九に入れないようになっています。だから、全て一つ一つゲートがあ

るわけ。それを勝手にやったら、どこに吹っ飛ぶか、分かりません。だから、禅病に入って

しまったり、先ほどみたいに、ガーッと「禅定」だって「みんな見て、出られない」って、

とんでもない。金縛りと一緒、金縛りの状態。 

 

 

 

 

 

                                                
1 白、茶、黄、赤、地、水、火、風、光、空間を観て瞑想し第四禅定まで行ける。 
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水源禅師の禅定の力で魔を祓った生駒山 
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禅病、インドラの網から抜け出られる「四念処」 

【参加者】  

 禅病というのは、どういった感じなのですか。 

 

【水源師】 

 いや、「私が悟った」と。何か宮城の科学者が本（『暗号は解読された 般若心経 改訂版』）

を書いて解析したと、あれが完全に全部。もう治ることはない。他の人を連れ込むわけだ。

「分かった」、私も「これ分かった」となれば、完全にこれも一緒、最も恐ろしい病気。普通、

禅病というのは、お坊さんがなるけれど、在家がそういうことをしたら、もう手も付けられ

ませんね。この人が肩書きで大学の教授だと、信じ込むでしょう？ これはもう本当に「ガン

の末期症状である」と、皆がそうなってしまうから（『水源禅師法話集』第 37巻参照）。 

だから、アセンション（『アセンションの鍵 スーパーラブ』）とか言って、東京大学の理

二ですね、一緒、禅病もいいとこ。「モンロー研究所」というのを知っています。あなたたち

知らないでしょう？ 彼は「モンロー研究所」に行っているわけ。私は「彼が何をしたか」も

知っているわけ。これだけ長いこと、あなたたち瞑想をしていても、その研究所を知ってい

るのは少しだけでしょう？ あれはちょっと霊界（餓鬼界）に近い処で、だから、そんなこと

を書いているけれど、それは全然、人間界よりもちょっと低い処で、そこに堕ち込んだら、

永遠に出られないようになっている。 

だから、宇宙には、たくさんのドアがあるからね、ありとあらゆるドアが。この仏法のお

釈迦様の道は全部、抜け道を通って、その涅槃に行けるけれども、このインドラ（Indra、因

陀羅）の目の中、網の中、全ては入っている1。インドラ、帝釈天。経典を読んでご覧、それ

はすごいもので、絶対、出られないように二重、三重、四重に網がかかっているから。ただ、

このお釈迦様の方法は、この「サティパッターナ」（四念処）―「身随観」「受随観」「心随観」

「法随観」、この四つの方法だけで抜け切れます。明快にアビダンマに書いているけれども、

そのマハーアビダンマ（北伝のアビダンマ）でもボチボチ抜けているわけですよ。書いてい

る人が四つの法随観を体験していないものだから、その四つのサティパッターナ。ボチボチ

抜けてしまうわけ。 

だから、お釈迦様は「本は書くな」と言ったわけ。でも、書かなければ、全部、抜けてし

まうから。私も「ああ、これがああ、そうだ、こうだ」ということが分かるわけ。「どにいる

か」と再確認できるわけ。そういうことはできますけれども、そういう修行者には役立つけ

れども、一般の人が読んでも、勝手に考えて、逆に「毒」になりますね。それは修行を終え

た人が読む本であって、その前は読まない方が、まだ行を成功する確率がずっと高いです。

ミャンマーでは朝から晩まで、これ読ませるから、めったに行を達せる人は少ないですよ。

もう先にもう考えてしまうから、「これはこうだ」と決め付けているから。 

                                                
1 因陀羅網：『華厳経』「如来昇兜率天宮一切宝殿品」などに出てくる言葉で、帝釈天の宮殿

を飾る網。その無数の結び目一つ一つに珠玉があり、互いに映し合うことから、一切のもの

が互いに障害とならず関連し合うことにたとえる。帝網。 
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逆に、私は全然知らなかったから、スーッと行ったわけ。「これやれ」「ハイ」、「これやれ」

「ハイ」、全然知らないから、トン、トン、トンと。もうみんなびっくりしてしまって。全然

知らないから、スーッと行ったわけ。これを逆に本を読んだら、「もうこれは、こうじゃない

か」と、疑問ばかり湧いて、それでおしまい、全てオジャン。「全然、本を読むな」というの

ではないですよ。「善い本は読みなさい」と、ためになる本は。 

「本から解読する」という「幼稚園の生徒が、大学の博士号の微積分の本を読んで分かる」

という、今まで誰もいないでしょう？ いない、歴史上。それを日本で皆さんがやろうとして

いるわけ。まず知識がないのだもの。大学の試験で数学科に入ったら、白紙ですよ。「全部、

自分で行程も書いて見せろ」と、それだけ。○×ではないですよ、作文と一緒。ということ

は、全部、数学の基礎が分かっていなければ、ダーッと書けないわけ。 

仏教はもっと厳しくて、数学の場合は数字で分かるわけ。その微積分でも、どういうふう

になっているか、ドイツの方は極微の世界まで見せるけれども、ケンブリッジ数学は見せな

いのですよ。日本はケンブリッジ数学を使っているから、ブワーッとしたところがあるわけ。

ということも、日本では言わないけれど、私が何を言わんとしているか、数学者は分かる。

経典はもっと厳しいです、お釈迦様の話は。「実体なくして、絶対、解読できない」ようにな

っています。というのは「心で体得する以外はない」という。 

 

お経を読む大切さ 

【参加者】  

 瞑想をする前に、お経を読んだりすることが、大事なことなのですか。 

 

【水源師】 

 とても大事です。それはお釈迦様の心が映っているから。特に、そういうことを声に出し

て読むとか、『般若心経』を声に出して読むとか、瞑想する前に、非常に役立ちます。『般若

心経』は観音様の心を映していますから。 

 

【参加者】 

たとえば、「何か行動をするときに、『般若心経』を一回やりながら歩く」とか、そういう

のでもよいのですか。 

 

【水源師】 

 よいですね、分からなくても。私も分からずに、ずうっとやっていったら、とうとうダン

マヌパッサナー（法随観）に出遇って、『般若心経』の中身が「あーこれがこれだ、これがこ

れだ」と、全く嘘は書いていません。そのとおりでございます。 
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阿弥陀如来、釈迦如来、観世音菩薩 

【参加者】 

 阿弥陀様はお釈迦様の先生？ 

 

【水源師】 

 大宇宙の全部の仏の先生です。 

 

【参加者】 

自分はお釈迦様と阿弥陀様っていうのは、同じ如来のように。 

 

【水源師】 

違います。位があります。五十三段階あります、仏の世界。というふうに、大乗では分け

てあります。阿弥陀様が先生をやめて、もっと位が上がった場合には、次は誰が阿弥陀様の

先生の椅子に座りますか、観音様です1。だから、ここに、いつも阿弥陀様を乗せています。

これからどれくらいの時間が経つか知りませんけれど。 

 

 

 

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 

 

                                                
1『観世音菩薩授記経』にも観世音菩薩と大勢至菩薩の過去・現在・未来が説かれ、阿弥陀仏

の滅後に観世音菩薩、観世音菩薩の滅後に大勢至菩薩が成仏することが説かれている。 
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一乗寺の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』 

 

 

 

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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三十四善心と智慧 

【参加者】 

 「三十四の善心1が出たときに智慧が出て」というお話。 

 

【水源師】 

 だから、「三十四善心」というのは「あー気持ちがよかった」とか「お経を読んで涙が出た」

とか、それが「三十四善心」になります。そのときにパンニャー（般若：智慧）が必ず入っ

ています。だから、お経を読んで、涙を流せば流すほど、パンニャーの叡智が必ず大きくな

っているわけです。 

 

【参加者】 

 それは、これも言葉遊びみたいで、よい質問か分からないですけれど、34という数字があ

ると、例えば 32だったら、もうちょっとで、おしいところだけれど、ということ？ 

 

【水源師】 

 いや、32は逆に阿羅漢の位です。抜けていく、いらないものが取れていくわけです。 

 

【参加者】 

 あーそういうことなのですか。ポーンと 34、出るか出ないかと。 

 

【水源師】 

 それは全部、出ます。ただ、人間界に生まれるときに 33で来る方がおります。前世であま

りに辛い思いをして、感情が非常に冷たくなったとか、そういうときは 33。ただし、頭脳と

か身体とか全部、健康体。だから、あまり考えない。そこの世界に行ったら、観るしかない

から。それをまた観てもいないのにパ、パ、パッと、どういうふうに人間が発生して、どう

いうプロセスか、ちゃんと観せるのです。全部、観なければ話にならない。だから、そこま

ですごいのです。 

 

直接問答の大切さ―遺伝子と心、よこしまな気持ち― 

【参加者】 

 両親と自分の関係だったり、両親と先祖のつながりは、現代では「遺伝子」とかあると思

うのですが、それが、この瞑想にかかわる影響とか、行に関係する影響というのは、同様な

ものがあるのかなと。 

                                                
1 善心の 34種の要素。意識 1種、共浄心所 19種、共一切心心所 7種、雑心所 6種、慧根 1

種で 34種になる。 
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【水源師】 

 それは「IBMの PC」と「NECの PC」と、その違いだけれども、結局 5コアのコンピュータ、

2 コア、1 コアってあるでしょう？ ああいうふうに 5 コアを持ったら、サーッとうまくいく

でしょう、プログラムも一緒に。それを「遺伝子」といいます。 

でも、それを使う人が理解できなかった場合には、兄弟でも差が出てくるわけ。使う人の

差は、どうして「遺伝子」が一緒なのに、その「コンピュータ」はすばらしいのに、どうし

て、こういう違いが出てくるのかと。プログラミングをうまくできないかと。それが「ナー

マ」（心）、兄弟でも全然違うと。 

 

【参加者】 

 はー！！ 分かりましたよ。 

 

【水源師】 

 明快でしょう？ 完全。いやー分かりましたか。これを「因縁」といいます。よかったです

ね。という「気づき」を「一つの悟り」といいます、こういうふうに問答によって。だから、

坐るだけが悟りの世界ではないのです。だから、法話会も非常に大切なわけ。特に、こうい

うところに来て、肌に触れてでの会話でしょう？ それを今度テープに起こして聞いたら、ま

た違うものになって、誤解されることが多いわけ。 

だから、私は『法話集』を書いても、私の言葉が濁ったり、外国に住んでいるので、私の

言葉と違った字起こしがあるから、私がもう一回、書き換えますけれども。私の今回ダーッ

と思ったことね。こういうふうに「First-hand Knowledge」（直接情報）が最高なわけ。直接

こういうふうに聞くということ。人から聞くのは、やはりオブラートになって、観えなくな

って、また他から聞いたら、すりガラスのようになって、観えないのに「あー観えた」と、

「観た」ということになって、おかしなことになるわけ。それを「経典」というわけ。もう

「経典」も一人が書いたものではなく、もう何十人の手を渡って書いてくるから、完全に、

すりガラスですわ（笑）。それを「観えた、観えた」というから、完全な妄想ですね。 

 

【参加者】 

 先ほど「よこしまな気持ちで瞑想してはダメですよ」とおっしゃったのですが、自分が瞑

想をやっていると、うまくいっているとき、「あーうまくっているんだな」と、それもよこし

まな気持ちなのですか。 

 

【水源師】 

 それは全然違います。「よこしま」というのは「人からいかにしてお金をだまし取って生き

ていくか」とか、そういうことを「よこしま」ということで、「人を計画的に穴に陥れて自分

が得を盗る」と、それが「よこしま」であると。 
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【参加者】 

 自分が瞑想していると、我が出ちゃったり、自分が瞑想をしているような感覚になると絶

対うまくいかない。 

 

【水源師】 

 だから、そこの点を今回ある人にポンと言ったら、分かってスーッと。問答が必要なわけ、

インダビュー。そういうところを言ってくれたら、「ここ」と言うわけ。来年も来てください。

来年は長くしようか、急速に途中で「あーこれやりたい」としたら、もう時間ないでしょう？ 

来年は来るとき「私はこうなりたい」と言ったら、その方向で進めていくけれど、それでも

思いと実体は違うから、カルマ（業）の法則で。だから、それはそれでよいわけですから、

遠慮なしに変えてあげますから（笑）。 

 

京都合宿の感想 

【参加者】 

 最後のインタビューで「基本的な坐り方が分かった気がした」と言ったのですが、ちょっ

と分かったような気になるときもあるのに、全然ダメなときもあって、そういうふうに言っ

た自分がすごく恥ずかしいなと思って。 

 

【水源師】 

 いや、大丈夫です。よいです。それは何も恥ずかしいことでもなく、試行錯誤していきま

すから。最初から分かっていたら、ここに来る必要はないです。だから、ここで微調整して

いかなければいけないから。それは間違いでもなく、恥ずかしいことでもないです。それで、

そこで発見していくわけです。 

 

【参加者】 

 そういうときに、何か自分がお礼を言いたい気持ちと、自分をよく見せたい気持ちとかが

あって、それが何か。 

 

【水源師】 

 それは、そういうふうに、だんだんすればよいことであって、全然、悪いことではありま

せん。 

 

【参加者】 

 経典を読むなら、どういう経典がよいとか、ありますでしょうか。 

 

【水源師】 

 私は『ジャータカ物語』が大好きなのです。『ジャータカ物語』が日本語で訳されたものが
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あるから、インターネットでも読めますから。経典で買えば、とても高いから、インターネ

ットで印刷して読んだら、ものすごく面白いですよ。経典は心に来る面白いものから読んだ

方がよいです。 

又は、私は『法華経』が大好きで、『法華経』も何回も読みました。特に一番大好きなのは、

そこの中に二十五品（「観世音菩薩普門品第二十五」）の観音様のことを書いているところが

あるのですね、そこがとっても好きで。 

というふうに、たくさん、いっぱい、いっぱい、すばらしい経典が、いっぱいあります。

すばらしいお釈迦様の本当の体験が書いてあります。ガーッと読めば、本当に楽しいです。 

 

【参加者】 

 戴いたお数珠は、どういうふうに使ったら？ 

 

【水源師】 

 左に大体はめますけれども、使い方は、結局こういうものを、なぜ、さげているか、理由

があるのです。というのは、たとえば、ここからここを数えたら 54なのですよ。それで 108

あってね。真言を読むときには、これを「1 回、2 回」と数えていくわけ。21 のときもあれ

ば、108回ずうっとやっていくときもあって、大体やっていくのですけれども、マントラ（真

言）を数えながら、こういうふうに口で唱えながら、それで 1回やれば、一回一回。21回と

いうのが非常に重要で、こういうふうに印を付けているわけです。小さい数珠は 23で、その

まま「1 回やったら 23 回唱えた」とか。「それを 4 回唱えたら 100 に近い」とか、そういう

ふうに使って、こうして「なぜ指を使うか」と言ったら、指の先には 100 万の神経細胞があ

るわけです。ここが頭とつながって、その神経を図にしたら、指がこれだけ大きいのです。

足がこれだけ小さいわけ。目がこれだけ大きいとか。というふうな神経の塊の絵を描いたら、

よく理解できると思います。 

だから、指を使えば、すごく活性化するはずです。それで「身口意」となるのでしょうね。

口で唱えながら、指でこうやっていくと。チベットでは、これに、21のところに鎖を付けて

いるのですよ。そして、1000回とか唱えるときには、ちょっとポッと一つ入れるわけ。これ

で 100 回、200 回という、ちょうどそろばんみたいになっています。つまり「何回、数える

か」ということで 108とか 23、それで 23を 10回やれば、230回唱えているでしょう？ そう

いうふうな使い方をします。だから、私はいつも 1000 回、観音様を称えるときは、これを

10回、回します。そうしたら、気持ちがスウーッと。ま、そういう使い方です。だから、「指

を使う」ということは非常に善いみたいです。確かチベットの方は、左を使って回していた

のでは。ダライ・ラマさんが教えてくれましたけど、「こうしてします」と。 

 

【参加者】 

 瞑想がすごく楽しいなと、法話を聞いたり、みんなで座っているのが、すごく楽しいです。

それに尽きました。以上です。 
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【参加者】 

 結構、水源先生の法話会は長年、出させていただいていますが、毎年、合宿の方は、なか

なか参加できなくて、今回、「通いでもできる」ということで、本当にうれしい体験させてい

ただいたなと思いました。なかなか年数が長いだけで、本当に座っていて本当に何もなかっ

たのですが、今回ちよっと、皆さんと全然違うレベルだと思うのですが、ワーッと光が観え

た感じで、水源先生にも瞑想指導していただいたのですけれども、本当に善い体験できたな

と思いました。ありがとうございました。 

 

【参加者】 

 合宿は初めてです。「感想は」と言われると、今、ピタッと合っているんだなと、合ってい

るんだなと言うしかないのですけれど、あ、ピタッと来るんだなっていう、それをとっても

感じました。ありがとうございました。 

 

【参加者】 

 職場の人には「台風が来ているのに、よく関西方面に行くな」と言われましたが、やはり

来てよかったと思います。子どもの頃、関西に 6 年間、住んでいましたので、ま、故郷に帰

ってきた感じで、懐かしく思っていたので、うれしかったです。以上です。 

 

【参加者】 

 仏教に関心を持ったのは 7、8年前くらいなのですね。家は、母親と妹はキリスト教、教会

に一生懸命、通っているのですね。私はおばあちゃん子だったのですが、おばあちゃんは非

常に敬虔な仏教徒で、その影響があったのか分からないですけれども、仏教に関心を持ち出

して、瞑想という仏教の中でも大事な修行方法を本とか、いろいろ講義とかで聞いて、時間

ができた家でやっていたのですけれども、今回、合宿で、先生とインタビューを通して「や

っていることが間違っていないよ、このままやっていきなさい」と、確認を戴いたのが、一

番大きな実りになっています。今回、この合宿に参加できて、非常にうれしく思っています。

時間はもっとかかるでしょうけど、先は長いでしょうけれど、じっくり取り組んでいきたい

と思います。ありがとうございました。 

 

【参加者】 

 普段は京都のお寺に勤めておりまして、お経をあげたり、いろいろ仕事をしているのです

けれども、「瞑想に時間を割く」というのが、できないまま過ごしてまいりまして、このたび、

「一日、座る」という時間を作らせていただいて、おかげで何かこう自分自身は、ちょっと

優しくなれたというのもありますし、これからもずうっと続けていきたいなと、改めて気持

ちが固まった次第です。本当にありがとうございました。 

 

【参加者】 

 やはり参加してみて、先生のお話は面白くて、こんな面白くて楽しいお話をよそで聞けな
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いくらいでして、今回、録音させてもらったので、後で繰り返し聞くのが楽しみなのですけ

れど、その中でも一昨日、2日目の法話が「仏像に関すること」（『水源禅師法話集』第 38巻

参照）で「前で皆さんに紹介してくれ」と言われていたときは「無茶なこと言うな」と（笑）、

「無事に終わるのかな」と、無事に終わってホッとしていますが、その中の法話で聞いた内

容が、また次の私の仏像を彫るときに、全く違う新たな気持ちで彫れるようになったのでは

ないかと思います。本当にありがとうございました。 

 

【参加者】 

 この近所から参りました。水源先生は 3 年前に、座禅会に、ここで参加させていただいた

のが最初で『法話集』を見ていたのですが、お話が本当に奇想天外な感じだったので、入っ

てくるまで「どうしようか、行こうかな、やめようかな」と迷いながら来たのですが、その

座禅会の後、すごく自分が明るい気持ちになって帰っていて、毎回、参加させていただいて、

毎回、本当に帰るときには楽しい幸せな気分になって帰るので、合宿も生駒と京都と参加さ

せていただきましたけど、本当に楽に座らせていただいて、どうもありがとうございました。 

 

【参加者】 

 このたびは、いろいろスタッフの方、皆様お世話になり、ありがとうございました。とり

あえず楽しかったです。生駒のときにインタビューで、全て今までのものを捨ててくると思

って、一から出直して本当によかったと思っています。またよろしくお願いします。ありが

とうございました。 

 

【参加者】 

 私の国はネパールです。私は今、日本に住んでいます。私は東京から来ました。私は初め

て瞑想会に来ました。びっくりでした。これからたくさん先生に話をします。私は来て少し

具合が悪くなりました。それから今は仏教を勉強します。また来年、会いたいです。本当に

先生どうもありがとうございました。私はちょっと病気で、毎日、先生が手伝ってくれて、

どうもありがとうございました。全部、友だちもありがとうございました。 

 

【参加者】 

 彼女の夫なのですけれども、ちなみに彼女と知り合ったのは、ネパールのマザー・テレサ

のところで、ボランティアを一緒に、たまたま行ったら彼女がいて、最初、すごく元気で、

よく働く女の子がいるなと思って、ただ見ていただけだったのですけれど、去年の 6 月に結

婚することになりまして、去年の 11月から日本に来ています。 

私のことになりますと、こういう瞑想合宿は去年の山梨県の合宿以来で、久しぶりに長く

座ることができて、本当によかったです。自分の瞑想は自分が一番、分かっていますので、

まあ高望みはしないで、やっていたつもりなのですが、今回は自分の瞑想のことを、いろい

ろお話しするチャンス、時間がなかったのですけれども、自分なりにすごく気が付くことが

たくさんあったので、とてもよかったと思います。是非また合宿に参加させていただきたい
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と思っています。ありがとうございました。 

 

【参加者】 

 そうですね、ちょっと何を言ってよいか、いや、何か申し訳ないです。本当、そうですね、

何かもう去年も何か言いたいことが、すごくあるのですが、なかなかうまく表現できなくて。 

 

【水源師】 

 よく来てくださいました。ありがとうございます。分かりました。よくがんばりました。

感情が高ぶっているのは、今まで間違った教えを続けてきて、去年も来たけれど、また間違

って教えられて、大変な状態にあったわけです。今回、初めて正式な方法を最初からやり直

して、うまくいったわけですね。それでもう、うれしくて涙が出る以上の大感激して、言葉

が出ないという状態なのです、実は。 

だから、もし間違って教えられたら、大変な苦しみを受けるわけ。今やっと初めて最初の

一歩を体得したと、つかんだと、その感激でうれしくなったということです。よいですか？

そういうことですね。 

 

【参加者】 

 はい。 

 

【参加者】 

 去年の春に一度ここで瞑想させていただいて、そのときに合宿のことを教えていただいて、

去年の合宿と今年の合宿と 2 回目なのですけれど、瞑想していると、すごく幸せな気持ちに

毎回なるのです、とっても幸せな。まず一番に怒り、誰に対しても、自分に対しても怒りと

いうのが、まず一番に消えましたね。誰に対しても優しくなれて、あまりねたみも嫉妬も、

あまり起こらない、だから、心が穏やかになった。それが一番の幸せです。 

 

【参加者】 

 今回お世話になりまして、ありがとうございました。何年も前に先生の座禅会に行かせて

いただいたのですけど、そのときは皆さんもすでに座禅をされている方ばかりで、基本的な

座り方が分からないまま座っていたので、本当に瞑想は難しいものだなという感じで、その

後、他のところで「半日、座る」ということがあったのですけれど、基本的なことが分から

なくて、今回すごく丁寧に教えていただいて、本当にありがとうございました。何か日常的

に、呼吸に気を付けて、やっていきたいなと思っています。 

 

【参加者】 

 先生の合宿は 2、3年前に参加させていただいて、今回も来るかどうか、ちょっと迷ってい

たのですけれど、来て本当によかったと思っています。先生からは体の治し方のインストラ

クションを受けまして、これから 1年間やっていくのを楽しみにしています。大分この 3 日
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間、落ち着きまして、ありがとうございます。 

私の家は浄土真宗ではないのですが、親鸞聖人と個人的にいろいろ親しみといいますか、

何か感じたものがありまして、目の前で、この 4 日間、過ごさせていただいて、非常に有り

難かったというか、温かく包まれた中にいたような感じが非常によかったな、と思っており

ます。皆さんに感謝申し上げます。 

 

【参加者】 

 今回は体を治すための「受随観」を教えていただいて、途中まで何とかできました。あり

がとうございました。 

 

【参加者】 

 水源先生の、こういう瞑想会に参加するのは初めてですし、そもそも座禅や瞑想といった

ものを今回、初めて体験させてもらいました。本当は甘くないというか、厳しいといいます

か、きついと思うときもあったのですけれど、それより楽しいというか、有り難いという気

持ちが同時に湧いてきて、非常に来てよかったなと思いました。 

 

【参加者】 

 今回、初めてようやく参加させていただきまして、瞑想というか、呼吸は「一生懸命、一

生懸命」と思っていたのですけれど、今回の合宿で、瞑想も「優しい心が必要なんだな」と、

あと「ゆったりとした気持ちが必要なんだな」というのが、いろいろ皆さんに教えていただ

くこともありまして、それがすごい発見というか、これからいろいろなことで何か変わって

いくかなと思って、とてもこういう機会をもたせていただいて、本当に幸せでした。ありが

とうございました。 

 

【参加者】 

 先週の法話会に参加させていただいて、それだけで終わる予定で、この元気な子どもと、

どこか遊びに行こうかなと思っていたのですけど、ちょうど台風が来たので、よい口実で家

族に協力してもらって、ようやくほとんど 3 日間、参加できたので、すごく有り難かったな

と思っています。座禅はあまり集中的に座ったことがなくて、今回、合宿が初めてなのです

が、痛いところがあったり、立ったりして、集中できないこともあったのですが、全体的に

は体が軽い感じで、普段 8 時間、寝ないとダメなのですけれども、朝早く瞑想会に参加した

いから、4 時間くらいしか寝ていなくても、全然すごく元気で変に凝ったりということはな

くて、すごく不思議だなと思って。これからも座れる習慣をつけられるようにと、続けてい

けそうな感じがします。また来年、是非お目にかかりたいと思っております。 

 

【参加者】 

 ちょっと私、2、3年ほど前に交通事故で、バイクでひっくり返ってしまいまして、その体

重がほとんど足に乗っかってきて、それ以来、瞑想ができなくて、悶々としていたのですけ
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れど、最近になって「これは何とかせにゃいかん」ということで、いろいろな民間療法みた

いなこともやったりしていたのですが、ここへ来て先生にご指導を戴いて、何か希望の光と

いいますか、非常に喜ばしく思っているのですが。 

昨日、法話で先生がおっしゃったと思うのですが、実は、その間、いろいろな瞑想の類み

たいな瞑想、それから、それに類したものを読んでいたのですが、結局、何もつかめなくて

訳が分からなくなっている状態で、結局、「分かったようで何も分からない」という状態で、

先生にもアドバイスを戴いたのですけれど、「やっぱり実際に修行していくしかないんだよ」

と、その体験こそが真実であって、実際にかゆいところに手が届くというか、多いですね。 

それはやっぱり「そこを通過している人だけにしかつかめない」ものであって、「本では、

それはつかめない」と、「分からないのだよ」ということを今日、痛烈に感じまして、また一

から出直しかな、という気持ちでおります。これからもよろしくお願いします。 

 

【参加者】 

 瞑想を初めて 4年くらいですけれども、当初は私ちょっとうつ病にかかっていたのですが、

瞑想を初めて治ったのですね。その後から、いろいろウロウロしていて、いろいろな先生の

話を聞いていたのですが、ちょっとしっくり来ないということがあって、最終的に水源先生

のところを訪ねたら、全部、答えを戴いたみたいな形で、一番この方についていこうかなと

いうふうに思ったのですけれど、今回、私も人生初の合宿なものですから、ちょっと意気揚々

と、京都だったので、うれしいなと思いながら、学生の頃は京都で修学旅行に行けなかった

ものですから、ちょっとウキウキしていたのですが、隣の「旅館 ちどり」で皆さんと一緒に

瞑想、終わった後に、いろいろお話もあって、それも結構、楽しくて、夜寝ると、いびきが

大合唱で（笑）、これも醍醐味だなと思って、非常に楽しかったですね。 

あと本当に先生には「新しい瞑想法」といいますか、身体の腰をちょっと痛めていますの

で、それで非常に助かった限りで、先生に本当にありがとうございました。また次回も合宿

があれば参加したいと思っていますので、そのときもまた皆さん是非よろしくお願いいたし

ます。 

 

【スタッフ】 

 振り返りますと、非常に濃い 4 日間でありましたが、本当に何より先生のご法話をご一緒

に皆様と聞かせていただき、楽しませていただいたことが何より有り難く思いました。こち

らで合宿するのが初めてでしたもので、私も分からないことが多くて、いろいろと不行き届

きがあったと思いますし、多々ご迷惑もお掛けしたこともあって申し訳なく思いますけれど、

何とか皆様のお力添えで、こうして最終日を迎えることができまして、心から感謝申し上げ

ます。本当にありがとうございました。 

 

【スタッフ】 

 水源先生の合宿は 4 回目、4 年目になります。この間の生駒の合宿も参加させていただい

て、本当に集中して座禅を組むことができて、またいろいろと新しいことを学べて、とても
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有り難く思います。また次これから 1 年間、これからどうしていくかということも自分なり

に確認できて、そういうふうに淡々とやっていきたいなと、改めて感じました。 

また、本当に皆さんお感じになっていると思うのですが、この不思議なご縁で、こうやっ

て集まってですね、こういう会に参加できて、本当に有り難く思っております。水源先生、

皆さん、ありがとうございました。 

 

【スタッフ】 

 最後にそうですね、スタッフとして参加させていただいたのですけれども、足りない点、

至らない点、気づかない点、多々あったと思いますが、皆様のご協力で何とかスムーズに、

ここまで終わることができました。どうもありがとうございました。 

「自分の瞑想は」と言いますと、いろいろな現象を観て、例えば『慈経』を読んだり、深

い瞑想の中に入って、慈悲の波動・バイブレーションで感極まって、涙が出てあふれてきた

りとか、いろいろあったのですけれども、そうしたら、先生に一喝されて「あなたの心をし

っかり観なさい」と、喝を入れられました。また家に帰って、少しずつ一歩一歩、カメさん

ではないのですけれど、ゆっくりとやっていきたいと思っています。皆様、大変お世話にな

りました。ありがとうございました。 

 

【水源師】 

 皆さん、あまりにもみんな上達していくので、いや、もう言うこともないです。ま、その

ままずうっと続けてください。間違いありません。ちゃんと天界から恒河沙の仏がちゃんと

見ています。つまり、星の数以上の仏がちゃんと見ていますから。心配しないで、ずうっと

一歩一歩、歩んでください。間違いないです。それだけです。 

 

【皆様】 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

 
一乗寺の十一面千手千眼観世音菩薩 

 

 

 

京都合宿所の庭の紫式部 
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