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水源禅師法話

　

観音様は全宇宙そのもの、慈悲の固まり

せっかく菩提樹の押し葉を貰いましたので、菩提樹のお話をちょっとしたいと思い

ます。一つ一つの仏は一つ一つ違う

木の下で成仏されます。今度成仏さ

れる弥勒仏陀は龍の国の龍の木の下

で成仏されます。お釈迦様が授記を

受けたその燃灯仏も、違う木の下で

成仏されています。木というのは、

一つ一つの木がそれぞれ不可思議な

力を持っているわけですね。今日非

常にもったいないから、生駒山でお

逢い出来た観音様のお力を菩提樹の

押し葉に入れてみます。その時私の

ビジョンに現れた観音様は女性なの

ですね。上はチベットの服装なので 

   風景－ウユニ塩湖　ボリビア

すね。「いやー不思議なことがあるものだな」と思って。そしたら何とお釈迦様が

涅槃に入られてその後 250年かな？225年後に、チベットの一部の国でホータンとい

う国があるのですね。そのホータンの第三王女が結局観音様の生まれ変わりとして、

生まれたみたいで、それで納得いくわけですね。なるほど、私が観た女性の綺麗な

服の上はおそらくチベット衣装なのですよ。こう白毛がちょっと、ふわふわふ

わぁっと毛皮があって綺麗なピンク色で（私はその昔四川省に行って、そこは昔

Lower Tibetと言って、チベットの方が住んでいる、その山はメイミョウー山と

言って、普賢菩薩の住んでいるという山でね、そこで出迎えてもらった娘さんがそ

ういう衣装でした。）その方が結局観音様の化身としてお生まれになって、その時

のお母さんが凄い夢を見たわけですね。

つまり観音様は全宇宙のそのものなわけです。叡智のかたまり。それが宇宙なわ

けです。だから愛のかたまりの慈悲なわけです。で、それが凝縮して、第三王女

「妙善という名前なのですね。そういう方が王女で非常に頭も良くて綺麗で、王様

は「この子がこの王国を非常に大きくしてくれるだろうと願っていましたがそうい

う事にならずに、仏道に入るという長いストーリーがあるのですけども。何と不思

議な事にこの方がカイラス山を目指して行くわけです。そうしたら私もカイラス山

に行っていますから、その情景がよく分かるわけです。そのチベットからずうっと

難関の道。で、それが関門というか？やるかやらないか？ギブアップするかしない

か？というテストなわけですよ。天界はいつもテストするわけです。　　
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何故、禅師が密教の奥義、護摩焚きをせざるを得なかったか？

弘法大師様が 37日極楽寺に籠って、阿弥陀経を 37日間唱えながら行をしていた

時に、その結実に阿弥陀様が現れてそれを彫るわけですね。私はまたサガインに

行ってレディーサヤドーの経典から「37仏を奉れば、弥勒菩薩を待たなくても良い

という事で、護摩焚きの為にボロブドゥールで 37仏の名号を唱えてやったわけで

すよ。その時はどうしても、西から上がって西から下がるわけですね。全西の仏は

阿弥陀の印を組んでいるわけです。で、37。それで弘法大師様が 37日籠って阿弥陀

様という事で、阿弥陀様の信仰と密教は一体化していると。一つも違わないという

事を教えてもらうわけです。今までは別々だと。それで結局法然上人も高野山で修

行をされて。それでまた親鸞聖人も奇しくも私が修行したそのお堂で修行をしてい

たわけですよ。という風にね、現場に行って初めて回答を貰うわけ。

こういう風にして皆さんが

集まる前に、瞑想会する前

に、こういう最後の、何故

私は禅師であり、そして又

弘法大師様の護摩焚き、密

教の奥義をせざるを得ない

か？と。そして又護摩焚き

を楞伽（りょうが）経、お

釈迦様の経典の中で最も大

切な経典ですね。それはス

リパーダという楞伽山の上

で、楞伽というのはスリラ

ンカのこと。楞伽山の上で

全宇宙に対して「私は仏に

なったと。

  プノー　チチカカ湖　ペルー　フェスティバル

 成道したということを報告するわけです。全宇宙、観音様です。だから般若心経は

「覚母なり」と。「仏の母なり」となるわけで、全ての仏の母。

般若心経は何故「仏の母なりと言ったら、そこに一切の宇宙の秘密の法が納めら

れているわけ。それをダンマヌパサナー（法随観）と言います。で、この法随観の

中で一番大切なところが、ブラマビハーラ、四梵天住。これをなくして護摩焚きは

できないわけです。これをやるには第四禅定に入って 520の科目を観ます、これが

愛、メッタ　第一関門で、その後に　カルーナ,ムデイッタ、ウぺカとつづきます。

禅定に入るには五自在を使って、第一禅定に入ります。だから、観自在菩薩なわけ

です。行深というのは結局ナマルーパ、チタ、セタチカの受想行識の行を観ていく

わけです。だから五蘊というのは糸が絡まるみたいになっています、34善心で行く

と心がスッキリ明るくなるか、18で止まってヤキモチで心が乱れて暗くなるか？
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アクサラ、焼きもちは来世において大変な苦しみを受ける

そういうヤキモチで止まるのは、アクサラと言って、下手したら次の来世におい

て大変な苦しみを受けるわけ。と言うのは、ある狩人の奥さんが大変なヤキモチで

ね。痴と。それで池に居るわけ、熱くて熱くてたまらなくて。そこに法然上人が現

れて「この池を譲ってくれないか」と。「はい、譲ります。その代わり法を教えて

ください」と。「でもあなたが蛇の姿で来たら、みんな怖がるから姿を変えて来て

下さい」と。そういう事で、この方が 3年間法然上人の説法を聞いて結実に死ぬ事

が出来たわけです。

皆さん「死ぬ、死ぬ」と言いますが、そう簡単に死ねないわけですよ。法然上人

が出るまで800年も待たなければいけないわけですよ。その原因はたったのヤキモ

チの事なのです。非常に強いヤキモチ。これを煩悩と言います。これをキレサとも

言います。だから瞑想に

よってこれも全部消えて

しまいます。特にダンマ

ヌパサナー（法随観）で

やれば、最終過程に行く

前に消えてしまうのだけ

れども、受随観でやる場

合には最後の涅槃の直前

までやらなければ消えま

せん。その代わり、法随

観は非常に難しい。ニ

ミッタを出さなければい

けないし、モラミーンの

パオ森林僧院でしか

　　ウユニ塩湖　５千メートル　高地　フラミンゴ

正式に修行が出来ないように成っているみたいです。

という事で観音様の偉大な愛の真実の中で生きているから、特に今の世の中で嘘を

ついても OK。国が嘘をついても OK。そうじゃないですよ。来世で大変なことになり

ますよ。たったヤキモチでそのおかげで 800年苦しんだわけ。お釈迦様が竹林精舎

のあるラジギールの山を、おりてきた時にね、シャリプートラが「白い大蛇がクネ

クネして苦しんでいると。生きているわけですよ。それで「お釈迦様、これは何で

しょうか」と。「いやー、良く訊いてくれた」と。「先に話したら私がバカみたい

に見えるから、お前が訊いたから話すけども、この大蛇は一劫の間苦しんでいる」

と。カシャパブッダのその時から延々。800年じゃないですよ。次の弥勒菩薩が生ま

れるのは56億7千。この大蛇はたった800年。「凄いです、大変だなぁ」と。もし

法を潰した方はもう来世壊滅的なのですよ、実は。無明も無明。どこまで落ちてい

くか。
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戦争という強烈な悪の罠の中で生きている

だから正しい法に出遭うということは非常に難しいです。ただ今は魔の力によって

「金、金、金」。これも全部にせ金でね、紙自体もないわけ。すべて電子マネーと

いうか、ボタンポンと押せば出てくるくらいで、実際の紙のアメリカドルは３％し

かないわけ。その本当のお金は、金（きん）なのですよ。ゴールド。それがもう本

当の少ししかないわけドル紙幣６００分の一の金といわれていますが、実際はもっ

と少ないようです。だから、アジアバンクの日本が経営しているアジアデベロップ

メント銀行がね、つい最近アメリカに「アメリカドルを私の口座に移したい」と。

「いや移す必要はない」と。日本としてはアメリカドルが崩壊したらどうなるだろ

うかと。「現金、紙を移したい」と。「ダメ」と。アメリカとしては「出来ませ

ん」と。で、これに見習って、宗教家が嘘八百 OKとなったら、一般の善良な方はど

うなるだろうか？と。そのただ一つ

の救いの手としては、本当の瞑想法

を伝授することと思います、まぁ壊

滅的ですね。だから法に出会うとい

う事は、非常に稀な事になるわけ。

それは私達悪世の世界で嘘八百並べ

て、挙句の果て人殺しをやるでしょ

う。アフガニスタン、リビア、シリ

ア、もう大変な事になって、アフリ

カとかもうテロ・テロ・テロと言い

ながら、実はテロを作り上げて皆さ

んを怖がらせて、

       マンダンゴ　エクアドル

そして戦争・戦争で働かせて、それも架空のお金、何の意味もない事でやらせてい

るわけ。

この地球は広くてね、働かなくても悠然と木の実を食べて生きられる所が世界中

にいっぱいあるのに、それをさせないようにさせないように全てまやかしで、働く

ことは良い事だと。どんどん働きなさいと。その働いたお金を政府が嘘八百でとん

でもない事をやっていると。福島の原発、未だに直さないけど戦争はしたいと。そ

れも自分じゃなく、若者を連れて行って殺そうと。そうすれば、若者が反乱しない

し、将来自分たちが老人になっても殺されないと（笑）。

3月 15日、アリューシャン列島の北で米軍が壊滅してしまったのですね。大敗し

たわけですね。そのニュースも一つも出ないと。隠して今度は日本の若者を南シナ

海に連れて行って撃沈されたらどうしますか、皆？陸上戦じゃなく海上戦ですよ。

逃げる場なし、全く関係ない所に送られて。という風な事が観えなくしまうわけで

すよ。本当の瞑想者がいなければ。何の為の政治をやって何の為に生きているのか

理解できない様な社会になるみたいです。

という事を 2500年前にお釈迦様が問い正したわけ。王国も捨てて、全て捨てて乞

食になって皆さんを救おうとしているのに、こういう状態なわけですよ。だから、

もうお金を儲けるのはね、戦争をさせれば一番儲かるわけ。一円で百円返ってくる
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から。一円で百円ですよ？千円で十万円返ってくるのですよ。こんなぼろ儲けない

でしょう？だから戦争をするわけ。それも人の命。で、ベトナム戦争でアメリカの

若者 6万人、負傷者 60万人。実際は60万人の若者が死んだわけ。「戦死」というの

は即死。一秒でも二秒でも生きて兵隊が触った場合には負傷者。その後死んでも。

それが負傷者と言います。という事を全て隠すわけですね。

法を得て、人々に明るい良い光を与えるという私達の使命

だから仏法を持つ事によってね、こういう強烈な悪の罠から逃げられます。仏神

がこういう法を求める人を必ず守るわけです。こういう事を求めない人間は戦場に

送られて、まあちょっともう一回痛い目に遭わなければ、本当の正道に行かないと

いう宇宙の法則があるようですよ。ただ寝て食べて、あぁ良い思い。アフリカでは

毎日餓死者出して苦しくて、北アフリカでは爆弾落とされて、どんどん死んでいっ

ていると。で、あなたは生きている時に何をしたのかと？という生易しい話じゃな

いわけです。サンカーラ（行）と言ってね、一瞬にして決まって。裁判で閻魔大王

が何だかんだと言って「チャンスあげましょう」と。そんなもんじゃなく、いや応

無しにすぐに行ってしまう。コンピュータより速く来世が決まります。

という事を誰も言わないわけ。結局聖書を見れば、こういう事を言えるのだけど

も。ダンマヌパサナーは南伝の秘伝中の秘伝だったわけです。私は全く知らなかっ

たわけですが、何故かこれを私に与えて、今日本はとっても大切な仏国であるから

天界が救おうとしているわけなのですよ。皆さん一体貴方達は何で生きて、どうし

ているかも分からない気がします。何の為に瞑想しているかも分からないけれども、

ここに来ている方々はこういう凄いご褒美があるわけです。これが般若心経の真髄

です。だから般若心経は観音様と、そのものであると。間違いありません。

ただ「観自在菩薩が観音である」。そうではない。「観自在菩薩行深般若波羅蜜

多その法自体が観音であるという。それをちょっと昔の人がサンスクリット語から、

つまりシルクロードの国を伝わって鳩摩羅什の訳が観世音菩薩。玄奘大師が観自在

菩薩と直したわけ。それには意味があるわけ。じゃ何故南伝に般若心経がないかと。

必要ないわけなのです。ダンマヌパサナー（法随観）があるから。その修行がその

ものが般若心経だから。「唱えるよりやりなさい」と言うわけです。ちょっと世界

の情報を情勢と絡めてお話しますけど結果的には繰り返し、繰り返し、段々、段々

厳しい悪世の世の中になって行くと。だからいち早くこの法を掴んで、仏神の加護

を得て次の良い世界に生まれる様にという私の願いです。だから間違っても悪に加

担して「戦争法案、大賛成」なんて事を言ったら次の世で大変なことになりますよ、

今の世は人の命を軽々しく、考えているように思えます。せめてその証として、自

分だけでもちゃんと法を得て、この法で人に少しでも良い明るい光を与えると言う

のが私たちの使命だと思いますよ。

ま、そういう事で、と言う風に今まで聞いたことのないような話だけども、これ

が現実の世界です。私達はこれくらい完全に覆いの中でちっちゃい壷の中に入れら

れて、暮らしているわけです。全く外からの情報が入らないように。じゃ、何の為

に生きているか？と。ただ救いはこの仏法の大宇宙の叡智。これはもう国とか地球

人の因縁を超えた凄い事をもらえると言うことです。という風に天界の仏神達とか

宇宙そのものの観音様の愛そのものがここに来て、こうして菩提樹の押し葉を私達

に捧げて来ているわけですよ。
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菩提パンニャ・グニカ比丘の名前の由来

この菩提樹の葉はね、お釈迦様が成道したその菩提樹の種から出来たものであっ

て、そう簡単に手に入りません。そしてスリランカに行けば、その原木が見えます。

ただし、一般の人は外からしか見られないようになっています。私は比丘なので境

内の中に案内されて、そこで拝むことが出来ました。まあ樹というよりは、神その

ものにしか見えないくらい、凄い聖なる力が強烈に放射していますね。だから私が

ただこうして歩いて「あぁ良かった、良いもの見た。良いエネルギーを戴いた」と、

これでは天罰を受けますから。天界がこうして法を皆さんに分け与えようとしてい

るわけです。だから比丘で良い事をすれば、そういう非常に素晴らしい因縁に出会

えますね。この世で本当に何人が目の前に行って本当の原木を見られるかと。外か

らは高い石垣の上の菩提樹が見えますけど、あんまり力ないです。やっぱりその境

内の中で、上がった中で見ればそれは凄いですよ。ただ比丘しか境内にはいられな

いようです。一般の人はそこに上がれないみたいです。と言う事で、私が菩提の家

族になって、菩提パンニャ・グニカという名前になったわけです。ま、そういう事

でどうでしょうか？質問か何かあったら質疑応答で。

質疑応答

蜘蛛の糸の様に、ちぎれそうで目立たない本当の法

【参加者】

最初のお話の時に、細くやる事と太くとおっしゃったと思うのですけど、細く長

くやる事は良い事で、瞑想の事だったと思うのですが、太くするのは良くないと

おっしゃった様な気がしたのですが・・。

【水源師】

あのね、これをやればみんな悟ると、救われるとの宣伝に乗せられて修業します。

これは殆どまやかしだから騙されない様にと。本当の法と言うのは、蜘蛛の糸の様

にちぎれそうで目立たない様な、そこに本当の法がありますと。だから達磨大師が

たった一人に慧可に法を伝えることが出来て、又慧可もたった一人の弟子に伝える

と。細々として伝えて今こうしてこう大きくなったのだけども、またいっぱい法を

曲げようとする邪がウヨウヨしているわけです。だから本当の法に出逢うというの

は難しいわけなのです。そりゃあ経典にその通りに書いてあるけれども、瞑想に

よって初めてその意味が分かるのであって、本でいくらそれを勉強しても、それで

は車を直せないわけ、沢山の部品の名前と機能の知識とそれを取り出す技術の体得

が必要なように、長年の訓練が必要です。いくら本を丸暗記しても飛行機もまた飛
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ばせないわけです。実際に運転して初めて自分のものになって行くというのが瞑想

の事なわけなのです。

そういう事なのですけども、ちょっと話し方が難しいですかね。良いですか？

完全に仏に帰依しなければ前世は観えない

【参加者】

インタビューの時に伺ったのですが、ニミッタで前世を観るという話で、これは

一般的な話なのですが、自分が観たものが本物かそれとも自分の幻想かっていう判

別とかつくようなシステムになっているのですか？

【水源師】

はい、なっています。それはダンマヌパサナーでそれをやるには、非常な関門を

経ますので、私はこの手法を本当はお医者さんだけにしか教えなかったわけです。

お医者さんはね、ちゃんと勉強しているから、これが幻想か幻想じゃないか分かる

わけ。だから一般の人に直接教えたら「これがまやかしかどうか

となるけどもね。本当に心から仏法に帰依して、そういう事を知りたい真心の人

には喜んで御釈迦様の教えを伝えさせてもらいます。ただしそれを観るには、完全

に仏に帰依しなければ、観る事が出来ません。ただテクニックじゃないから。これ

は心の問題だから。それでその手法でお伝えさせて頂きます。だから私は一般の人

じゃなく、医者様にお伝えしました。これを正式に観るには至難の業です。と言う

のはヤンゴンの南約２５０ Kｍのモラミーンのパオ森林僧院本部では、過去 6回自

分の過去世を観て、ナマルーパを全部つながらなきゃいけないのです。目の物質、

鼻の物質、口の物質、体の物質、過去の身体の物質とぴったり合うかどうか。だか

ら、受想行識、そこはしっかりやらせますよ。

そこまでやるにはね、自分の人生一切捨てて山に籠る、一切捨ててやる覚悟でな

ければそこまで行かないですよ。今現代でやる人、通るかどうかだから。家族を捨

てて通る、通らない事を、私がやらせたって責任取れないです。それでも良いと言

うのだったら、それは凄い事ですよ。来世凄い事になりますし、そこまで決定（け

つじょう）してやれば。ま、その時は出来なくても、6代７代以内に必ずそれが通過

するようになっているから。何でもね、ただで物は貰えないわけ。この宇宙は全て

テスト、テストでいくから。棚からボタ餅は絶対あり得ないわけ。お釈迦様を見て

も、無量永劫の過去を通って、今見える山々のごとく自分の頭を落とし、カナダの

湖で見た満天の星くらい自分の目を抜き取って、そしてここまでこのダンマヌパサ

ナーを持って来たものだから。それを「はい、ただで頂戴」と。そんなお安い事は

出来ないわけです。それにこの法を北伝で得るということは至難の技で、この過去

二千年。「はい頂戴、いま頂戴。すぐ」と。それは虫が良すぎるという事。自分が

一体過去に何をして来たか。それによって決定されます。ただひたすら本当に心か

ら仏神に帰依して、その法を見せてもらうだけでも聖者の位に上がりますからね。

大変な事なのですよ。権力、地位、金力それ以上の事なわけ。という凄い事なので

すよ、実は。だから南伝では過去を観られる人はもう聖者の位にあると云われます。

という事を、心置きして真剣に勉強して下さいという訳です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9



非常に難しい南伝の経典を行ずる法随観

【参加者】

先生、第四兜卒天にお花を一輪捧げたと言う・・・。

【水源師】

今、第四兜卒天で、第４天界で弥勒菩薩が行をしています、修行。で、私は何故

かそこに行って、花を一輪あげました。パオでは天界の事をこと細かく訊かれます。

本当に行ったかどうか、どういう風な人達が住んで、どういう風に生きて、どうい

う風な食べ物を食べて、どういう風な物質で出来ているか９、全て回答しなければ

いけないのです。これが法随観です。四梵天住（ブラマビハラ）瞑想の中の一部で

す。という凄い法をお釈迦様は持って来ているけども、誰かいまだにこの事を現代

語で書いた本が無いようです？過去千年、二千年のこの歴史で、でも南伝のティピ

タカには書いているみたいです。だから「お前は全て南伝の経典を読んだでしょ

う？」と言われました。「いや読んでないです」と。なぜならば余りにも私がスラ

スラスラスラと答えるから疑われたみたいでした。

観れば簡単なこと。観なければ虎の巻見て丸暗記。丸暗記すればニミッタは出な

い。瞑想も出来ません。どうもちゃんと積み木の様になっている組み合わせみたい

ですね。だから一生懸命本当の瞑想をすれば良い方向に進みますけども、ただ遊び

で「こうやれば良いかな？こうしたら良いかな？

とか。そういう事で一時的には良い可も知らないけど、結果的には大変な障害を

起こします。それは本道から外れているからです。で、ヨガの本当の先生に会うと

いうのもまた至難の業で、この方たちはヒマラヤの奥に住んでいて出て来ない。千

年生きているか、二千年、五万年生きているか分からないくらいの方々。という事

も法随観をやれば観えます。もう夢みたいな話だけども。

と言う事はこの現世は全て夢の様な社会で出来ているわけです。映画でいう「マ

トリックスとか。「ホログラムワールドとか。実際にその通りでその事を法華経に

お釈迦様は「この世は全て私の化作であると。化けて作ってありますと。という風

な法随感でテストを通過して初めて観れるわけなのです。だから法華経を読むには、

12因縁の過去の因縁の仕組みを分からなければ、ただの物語で壁に当たって結局唱

えるだけで、法を読み取ることは非常に難しい経典です。ま、そういう事なのです

けど、良いですか？

「知らぬが仏」と言うのが今の日本の現状

【参加者】

過去のお話を読まさせて戴いたのですが、福島のあれが起きた時に禅師が定に入

られて、日本の未来を観たって話が書いてあったのですけれども、あれで今何と言

うのかな、色々こうさっきのお話にあった様ないろんな問題が起きてますけれども、

全体的な見通しなんかは差し障りなければ、ちょっとだけお話して戴ければなと思

います。
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【水源師】

ま、大いにあるから言わない方が良いのではないですか？（笑）今まで沢山忠告

したからね。これ以上一般の人はもう何もする気がないから、瞑想するとかね、本

気になって戦うとかそういう気は一つもないし。だから今回私が S藩の菩提のお寺

の住職さんの所に行って話しして、そこではもう奇形児しか生まれないって。で、

その住職さんの家族は遠く離れた所に住んでいるのでそこから通っているけど、福

島県の年配の方は「もうここで死ぬから」と。年配の人だけが集まって福島県のゆ

かりの地で暮らしているそうです。私は「500町歩のアマゾンの最高の源泉、の土地

を使って下さい。」と。だからそこに行って、もし本当に法を求める人間があるの

だったら使っていただきかったのですが、無理みたいでした。

そこには最後まで寺を守って死のうという事の為に、天界がこういう不可思議な

事をさせるわけです。ところが我先に逃げて良い所に行こうと。芥川龍之介の「蜘

蛛の糸」ですね。プチンと切れます。だから瞑想するというのは、自分の為でもあ

り人も救う話でもあるわけです。で、又そういう風にそういう天界の話が出てくる

わけです。私も何故エクアドルに行かなきゃいけないかと？わけの分からない話だ

けど、神の言葉に従って行ったわけです。そしてこういう展開になって来るわけで

す。

それを「もう働かなきゃいけない、時間がない、もう仕事をしなければいけな

い」と。もうこれは完全に社会的弱者洗脳家畜で生きていくことではないでしょう

か？これだけ素晴らしい肉体と頭脳と心を与えられているのに、法を学ぶ機会があ

るのに、働かなくても生きていける状態であるところが世界にはあります、何の為

の人生か？という事ですよ。だから家畜化の人生は結果的にそういう強烈な悪世の

世の中にどんどん入っていくわけです。いつまで自分のことを考えてあくせく働い

て、自分の事だけ思って良い思いして、この国で良い思いで良いのか？と。アフリ

カでは今でもたくさんの人が餓死して死んでいく。アフガニスタンでは爆弾が落ち

て死んでいく。ただ世界の人々は見ているだけ。

せめて法を求める心でも持てないものでしょうか。だから法を守ろうとしてその

お寺で死のうという事を私は知らなかったけども、こうして私が日本に送られてき

て、ある私の生徒が「500町歩の土地があります」と。「沢山の人を養うことが出来

るからどんどん使ってください」と。日本では土地、土地如何にして買ってそれで

金儲け、もう金の鬼になっている社会に成っているように見えます。結果的に全部

潰れますね。風前の灯。と言う事をあんま言いたくないけども。もっと本当の事を

言ったら腰を抜かしてしまうような気がします。全く知らぬが仏と言うのが今の日

本の現状。だからチラリと、アリューシャン列島の米軍の大敗、NATO軍の大敗を報

告しました。
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全く知られていないアメリカの将軍が日本を救った事

【参加者】

3 月 15 日でしたか？

【水源師】

はい。

【参加者】

あんまり聞いたことないですね。

【水源師】

もちろん、放送誰がしますか？放送したらどうしますか？今日本で。沢山のアメ

リカ兵が死んだと。

【参加者】

アメリカと何処がやっていたのですか？

【水源師】

ロシア。

【参加者】

ロシア？はぁー。

【水源師】

という事が今の日本の現状なわけです。「はぁー」と。これくらい真っ黒けの黒

塗りの情報しか日本には報道されないみたいですね。その時一瞬にしてこの日本は

壊滅するとこしたのです。壊滅。私はカナダ。これを救ったのが、

Four - S ta r  Gene ra l のパイラッツという人が、原爆のボタンを押さなかった。4 月 15

日に逮捕されました。オバマ大統領が「パスワードをよこせと命令しましたが、命

令に従わなかった」ヒーザー・コールという女性のキャプテンが、3 月 16 日に幽閉

されていまだにサンディエゴにいます。この方達が日本を救ったのですよ。壊滅、

日本。

【参加者】

ちょっと無知な質問ですみませんけど、原因は何だったのですか？

【水源師】

原因は無知。無知ですよ、無知。何の為に戦争するのでしょうかね。と言う事も

分からんでしょう？戦争は無知であると。完全なる無知。戦争自体が無知のかたま

りなの、最悪の状態。「何の為の戦争ですか？」じゃないでしょうか。戦争自体が

無知な訳です。話にならないわけ。人の命をとるのだから。それを論ずる事自体が

おかしいという事になるくらい、私達はおかしいわけで、その昔私が日本にいた時

に、とても素晴らしい評論家が、日本総白痴といっていました。５０年前からすで

にこの様な社会だったのです。あれだけの戦死者を出したベトナム戦争で、アメリ

カ兵が 50 人戦場に送られてね、帰って来たのはたった一人だとアメリカの戦場に送
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られる人から聞きました。新兵が最前線に立たされて皆殺し。この状態で、今の日

本の若者が送られたら、法的に問答無用！連れて行く。古参は後方支援なのですよ。

若者どころか私の見た見解では 65歳まで全部連れてくようです。その時に、わめい

て泣いてどうしますか？その事態で。「いやーっ私30、私60、65「いやいや働ける

から行け」と。「運転出来るだろう」と。後方部隊。戦争はね後方部隊も何もない

のです。一番弱い所をやられます。日本では平安と言う風にみんな夢を見ているわ

け。大変な空虚な夢を見ているわけなのです。と言う事は、私の国、私の国、ここ

だけ良ければ良いと。でも蓋を開けてみたら、もう風前の灯と言う事すら分かって

いないわけです。

ただ、そのたった一つの救いがこの瞑想法であって、それだけは良いだろうと

思って、これで私は日本に来なくても良とおもいました。

2009年だったかな？ところがみんなまやかしで生きている。だからここでね、真

剣に瞑想して法を求める方は救われます。

何故日本が原爆落とされて第二の大惨事にならなかったかといえば、この二人の

人が救ったのは人道。人道というのは、仏の心そのもの。このニュースはね、アメ

リカ退役軍人会のニュースにちゃんと出ていました。瞑想は心。愛の心がなければ

真の瞑想の道に入れません、テクニックだけではありません。どこにも行けない。

人道を求めます。と言うのは、お釈迦様は人道の上に立って自分の王国も捨て、自

分の子供も捨て、奥さんも捨て、そしてこういう私達みたいな悪のかたまりまで救

おうとしているわけです。これだけ暗き世の中で。これだけの愛は何処にあります

か？母尊し、と言えども、時にはわが子を捨てて逃げる母も、今の社会にはいるよ

うな報道を見受けます。

だから、この仏法を守るが為に爆発しなかったけども、これがもし一つの法もな

かった場合には、聖書に書いている「ソドム・ゴモラ」。分かりますか？ソドム・

ゴモラという太古の街があって「この街に一人でも良い人がいるか」と。「たった

一人でも良い人がいたら、神が破壊しない」と。結局いなかったわけ。で、それで

ソドム・ゴモラが核爆弾落とされた話を聖書で読ませていただきました。人が一瞬

の光の中で石になったわけです（後ろを振り向き見ないでとの忠告をまもらず）。

広島も一緒ですよ。だから広島・長崎を「ソドム・ゴモラ」と現代の西洋の方々が

お話てるのを聞きました。だから本当に気を付けてください。世界はそういう風に

見ていますから。聖書の中の、神は言ったと、「一人でも法を持つ人間がいたら救

う。」と。

こういう状態で、何故かアメリカの将軍、キャプテンが日本を救ったわけです。

と言う事を肝に銘じて、真剣に人の為に瞑想して下さいと言ったわけです。ア

リューシャン列島よ、すぐ近く。壊滅。ハープが全部やられて、アメリカの米軍が。

それすらも知らないでしょう？だからもう皆夢見ているわけです。美味しい食べ物、

旅行、家を買う。そんなもんじゃなく一瞬にして全て消え去るところだったようで

す。ま、これはまだ序の口で。だから一人でも法をしっかり持てば、国を救えるわ

けなのですよ。

と言う事が、聖書に書いている事が現実に起こるから、それでみんな聖書を読む

わけです。でもその根源の一番大切な所を外しているから、キリスト教以外は敵だ

とか何か言っているけども、神はアダムに言ったわけですよ。「人間は悪しき善し

きを知る生き物なり。永遠に命を与える」と。つまりダンマヌパサナーのナマルー

パを分かる凄い生き物であると。だから法を持つものは、死ぬ事がないわけなので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13



すよ。明快に書いているけども、西洋の人はブタゴサの清浄道論の手法を知らない

ものだから、今世界的に惨たんたる状態なわけです。

と言う太古の繰り返しです。次から次と同じ事。遠い太古の歴史を見てみれば、

遺跡とか歴史に書いてない発掘したものを継ぎ合わせていけばラーマ・ヤンナとい

うインドの伝説の大空中戦、大宇宙戦、スターウォーズみたいに実際にやったわけ

なのですよ。書いています。それが今、何にも新しい事はないわけです。何一つ新

しい事ない。だからそういうね、不可思議な過去の遺物があれば、全部見せない様

に隠してしまう。おかしい事は、人間は過去五千年の歴史しか、ないと。一万二千

年前の２０キロ四方の大都市が、今ティピという非常に不可思議な文明を持った町

が発見されて。またサウスアフリカでは強烈な電気を作るそういうテクノロジーが

全サウスアフリカにあるわけですよ。もう原発も何もいらない。今でもそれが作動

するわけです。誰がいつ作ったか誰も分からないけど、それも全部隠しています。

商業専制主義の中で酔わされている私達

【参加者】

そんなのあるのですか？

【水源師】

そうですよ。だからそのたった石を持って、何か機械あるでしょう？全部チェッ

クする。飛行機に乗る前に見るではないですか？何を持っているか見るではないで

すか？その石を入れて、ただ丸く切った何の変哲もない。それを通して、行って、

彼が持っていたら、飛行機が止められて、飛べないわけ。もう大騒ぎをして警官は

来るわ、ガチャガチャガチャガチャして、何の事か？と。自分の友達がもうやり玉

に挙げられて、警察が尋問しているわけだ。「いや、それは私のです」って言って。

そしたら何とただ普通の石なわけ。それが電磁波と機械の中で大電流を起こして爆

発したわけです。それでびっくりしてしまって。という事なのです、私達のテクノ

ロジーとか頭は。だから物凄く全て隠し、隠しの社会です。

だから「有為の奥山今日越えて　浅き夢見じ、酔いもせず」と昔の人が明快に

言っているのだけれども、夢路に酔うのが大好きですね。

ま、そういう事で、また今日も強烈な話で。日本にとっては強烈だけれどね、私

はカナダに住んでいるからこういう情報がいっぱい入ってきます。それも B級映画

とかゴシップ週刊誌じゃなく、大学の論文とか研究発表、そういう方達の話なので

すよ。だから日本にはこれだけ情報が伝わっていないわけです。こうゆうことを詳

しく言っても分からないわけです、基本情報が伝わっていないので、何を言ってい

るのか？それを消化しきれないわけ。そういう話を聞いても、まやかしにしか見え

ないわけです。それだけ基本知識が全然ないような仕組みの社会にしています。だ

から今こういう風な世界的にももう大混乱を起こしているわけ。

はっきり言って、世界の中あちら此方の政府がクーデターを起こしたわけです。

民主主義をやめて、独裁専制主義をやったわけですね。これもね、ニッポウタブ

レットという、プラトーが国家論を書いたのではなく、１万年前の泥をこねたタブ

レットにそれがちゃんと書いてあるわけです。政治体系は、王室政治、独裁専制政

治、その後は民主主義政治、その後商業専制主義政治なわけ。アメリカでは金がな

ければ大統領になれないですからね。選挙に勝つには金。だから商人が政治を握る
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という今最悪の事態になっているわけです。これはね、一万年以上前のタブレット

に書かれてあるわけですよ。学者がハーバード、ケンブリッジで一生懸命捏ね回し

ているけど、全部書き写し。それをさも自分の様に言っているだけです。　

で、受験勉強させて一番、解答ゲームに勝った者が最高の勲章を与えられて、解

答出来ない○× のゲームに負けた人間は、お前はダメだと。もう滅茶苦茶。あれは

人間が作ったゲームなのですよ。その受験も何もかも、何にも意味のない。本当の

勉強は全然関係ない事。で、沢山の悲劇を起こしているわけです。だから一部の人

間には虎の巻を与えてね、スイスイスイッと。全部マルマルマルマル。「はい、T大

学、はい、法学部、はい。」と。で、正式にやるには至難の業。虎の巻を貰った人

は簡単、スッと行っちゃう。だから名門校とかね、選抜校とかね、全く意味のない

事です。まそういう事です。

エクアドル　クティのブーゲンビディア
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