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水源禅師法話

現世での行いによって事細かに違う中陰の過程

皆さん又あっという間に一日を過ごして、何だかあんまり強烈な話ばっかりなので、

今日はガラリと趣向を変えて、本題に戻ろうかなと思っています。どうして私達は生

まれて、また死んで又生まれて死んで行くのか？と言う。パティサンパーダと言いま

すけど、南伝ではパティサン、パティサンヂという課目ですね。ちょっと濁ってパティ

サンバーダと言いますね。よく私も南伝の人から、「ブダラサという人知っている

か？」と。あんまり読んだ事もないし、ちょうど経典があって、パラパラっとめくって

みたのですね。南伝の方の生と死に関する経典を、彼なりに経典からの解釈書籍です。

彼が書いたのは1980年代で、ブダゴサは AD4だから結局1600年前の経典の清道論に

ついての討論的な手法の書き方なのですね。この文献の上で。この方は非常にタイで

は有名で高名な方なのだけれども、英文の訳がどうか分かりませんけども、ポイント

が非常に外れています、私の体験上からの見解では。彼は文献だけでやっているもの

だから、過去三回の生うんぬんでそれ以上観えないとか、文献上の事を言っているわ

けであって、私たちが修行させられる場合は、過去6回どころか、すぐに１６、１７、と

私の場合観て行きますけれども、その文献と実際は全然違うのですね。

逆に非常に不思議な事は、1927年に書かれた英文の文なのだけれども、この中でチ

ベットの方のちょうどその生と死に関する所の方が非常に明快に書かれていますね。

ただ、結局パオ森林僧院での法随感で修行する私達の場合は、お釈迦様の正法でやっ

て行きますので、この方が何を意味しているか私達には分かるわけなのです。ところ

が、一般の方は学者様とか殆ど体験なしに書かれているもので、体験上での事柄とは

違います。それを又英文で訳しているから混乱しますね。一番正確な所はこの本の中

で、ちょっと読みますね。これはエバンス・ウェンツというドイツの方で、1927年前に

書かれた本を訳したものなのですけれどね、やっぱりこの方が書かれた事はナマアナ

ガビッカゴビンダという人の説法を聞いてちょっと書いていますけれども、その中で

やっぱり正直に書いています。私が体験した事が、この人の方が非常に明快に書いて

いますね。英訳でも。「Liberation Through Hearing」まぁ何の意味かは分からないで

しょうね。でもこれはね、非常に重要な所なのです。涅槃に達する所が。彼らもやっぱ

り大乗でも体験を通して修行されているみたいですね。やっぱり昔はあったみたいで、

話が大乗の方ではあんまり聞かないわけです。ところが、チベットのこういう大乗で

重要な所がちゃんと書かれているわけです。その英文を読んでも。ちょうど死ぬ時に、

中陰の事ですね、中陰。拝んでやれば良い所に行くと。その事は、南伝でもあるのだけ

ども、そこを外してしまうわけ。何故かと言ったら、大乗では事細かに説明して行くわ

けです。一体何が起こっているか、結局中陰の時どの世界に生まれるかというその決
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定する所ですね。

話はこうなのです。なぜ南伝ではそこの事をあまり外してしまうかと言えば、人そ

れぞれに現世においてどういう事をしたかによって、中陰の過程が事細かに違うわけ

です。非常に修行を達して法を持った人の中陰と、世間一般の方の中陰は全然話が違

うわけなのです。ところが、殆ど一般の方は大体チベットの死の書に書かれている様

に、やっぱりそういう現象が発生すると思います。と言うのは、三途の川を渡っていろ

いろ恐ろしい所を見て。これはね、カソリックの方の非常に有名な哲学者と言うか、ダ

ンテアギリアーニと言う神曲がありますね。ちょうど彼が地獄界に入って行く所の話

の過程は、結局一般の人は大体そういう風な現象を起こす事が多いわけですね。と言

うのは、この世において誰一人として死んで生き返った事はないから、死後の事は分

からないと良く言うでしょう？

西洋、東洋、大体同じ様な現象の生き返り、三途の川、天界

ところが、実際に不思議な事が起こってね。これは本当の話です。皆葬式していたの

ですよ。こう拝んでいたら、ドンドコドンドコ音がしてね。そしたらその棺桶の中から

突然グワーッと死んだ人が立ち上がって来たのです。皆さん、腰抜かすほどびっくり

してね、お医者さんから何から皆さん方が、本当に死んでいる人間が棺桶から出てき

たのでとても驚いていたのでしょう、それで何かの拍子でバリバリバリバリって音が

して（笑）。幽霊がでたと逃げ出したそうです。これが一つの話ではなく沢山ありま

す。本当にあった話です。まさかの様な信じられない事が起こり、生き返ったわけです

よ、本当に。本当に生き返ったわけです。本当に完全に死んで、お医者さん一緒になっ

て皆で葬式して、そこでやったら今度バリバリバリバリって出て来た（笑）。これ漫

才ではなく本当に起こった話。「いやー」って皆びっくりして、慌てふためいて逃げた

わけです。ダアーッと（笑）。その後、また戻って来たわけ。そうしたら、まぁ落ち着い

て話を聞いたら「いやーっ、私は三途の川を渡って行ってね、地獄界の入る所で、人が

ヅタヅタ切られる所で、恐ろしい所を見てきました」「じゃあ何故あなたはそういう風

に帰って来たのか？」と。そうしたら「やぁ、私は死んだ時皆から裸にされたから着物

ひとつも付けていなかったから、それで驚いて逃げたらこういう風になりました」と

（笑）。で、こういう風な話です。

また私も瞑想上で観たら、三途の川みたいな船場があってね、皆が乗っているから

私も「船に乗せてくれ」ってお願いしたわけです。ところが、「お前は切符がないから乗

せられない」と。外すしかないと、そういう状態で今でも生きているわけです（笑）。

そのままスッーと行ったかも分からんけども、まぁ仕方ない。私は「あの船に乗りたい

な」と思いながら、皆の行列に付いてどんどんと行くのですね、死者の行列みたいに一

列になって歩いていました。トコトコと船に乗ってずうっと渡しに乗って行くみたい

で。

又ダンテアギリアーニの本読んでもね、死ぬ時にはスーッと黒い衣を着た恐ろしい
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様な人が船に乗ってね、スーッととてつもなく速くやって来ると。そして人を乗せて

スーッと向こう岸に連れて行ってしまうというくだりがあります。よくある話はね、

黒い衣を着て、大きな鎌を持つ様な、そういう風な人がサァーッと来て死人を連れて

行くと話です。

私が見たのはそうではなくて、一列に並んで順番待っているわけです。「私はあっち

に連れて行ってくれ」みたいな。何故か私も「乗ってあっちに行きたいな」と思ってい

たら、「いや、お前は切符が無いから乗せられない」と。「いや、どうしたら切符が手に入

るかな？」と（笑）。まだ死ぬ時期じゃなかったわけですね。でも分かるのは、アレア

レ皆さんどうも死んでいる幽霊みたいな感じだけど、という感じです。

と言う風に、現象がステレオタイプみたいにキチッキチッキチッではなく、その人

その人によっての現象の現れ方がちょっと違って来ますから。西洋の方、東洋の方。で

も、大体同じ様な現象を起こして行くわけです。描写とかねですね。菩提達磨様の歯を

折った時に、直ぐに閻魔大王様のところにダーッと連れて行かれたと。その人はそう

いう風な現象で、そういう暗い所にすぐに発生するわけですね。

こういう風に、宇宙にはこの私達が住んでいるこの世界とそういう恐ろしい所と、

また素晴らしい天界も実際にあるわけなのですよ。誰しも来世は天界の素晴らしい所

に生まれたいと。そこはね、年寄はいないのです、天界は。全て綺麗な16歳から18歳

の綺麗な人ばかり。男も女もどれもこれもどっちも男か女か分からないくらい綺麗な

人ばっかりでね、衣装も綺麗だし、何もかも鮮やかな濁った色もない非常に綺麗な所

です。

そういう風な描写がよく中国の映画とかにあるけれど、そういう風な、似た様な所

で西洋もまた同じ様な感じで、非常にすっきりした黄金とか真っ白い大理石とかね、

どちらを見ても気持ちの良いくらい素晴らしいところです。インドのタージマハルっ

てあるでしょう、ああいう風な所よりももっと素晴らしいスカーッとした様な時空で

すね。

経典を言った人のチベットのラマさんの話をチラチラチラッと読むのだけども、だ

から丁度State of dream consciousness or trance consciousness。まぁそういう事

なのです。結局丁度今の世から次の世に移る時はね、夢の様な心の状態なわけですよ。

その中にいろんな現象が入って来るわけです。普通の人達は修行する機会がないもの

だから、もっと強烈に色々な変化を起こして見せますね。修行している人は、もはや自

分の生死を観ているものだから、大体恐ろしい事は一つも観ないわけです。但しある

お坊さんは法随観で地獄界に転生するのを観たそうです。でも、普通の人達は、瞑想も

した事もないし、一生普通に働いて良い事をしているのでしょう。悪い事したら、これ

は大変な事。

まぁ、そういう事で幽現象がさっき言った様に、この世で誰も死んだ人が生き返っ

た事がないと。これは違う話で、実際にそういう事例を私は本当に私のお父さんお母

さんから聞いています。実際に現場で死んだらね、体をグルグルグルグル包帯で巻く

らしいです。そして今度山に埋める為に持って行ったらね、バアンーッて音して生き
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返る事があるらしいです。よく聞きます。その原因は誰にも分からないし、医学的にも

分からないし、心臓は止まっているし、全部止まってもそういう事が発生したりしま

すね。西洋の方ではね、死んだから死体を入れる大きな引き出しに入れてしまうわけ

ですよ。何か冷たい所に箱の中に入れて、そしてこう出していよいよ今度何か処理し

ようかなと思ったら、死人がブワーッと立ち上がった時に皆腰抜かしてウワーッとと

ても驚いたそうですね。この話はそこの葬式屋さんの所で発生したことだそうで、そ

ういう話を聞いた事があります。だからそういう人達の話からしたら、やっぱりそう

いう風な西洋の方では三途の川ではなく、川の傍とかね、そういう所を歩かされたと

か。面白いですよ。全然仏教も関係ないしキリスト教も関係ないけどね、現象は同じ様

な事を大体言うわけです。

法を持たずして説法するは、仏を殺すなり

やっぱり良い事をしろ、悪い事をしちゃダメだと、それは確か。ただし「良い事をし

ろ」と国が言って、人を沢山殺せば勲章を貰うわけですよ。人間として素晴しい良い事

をしたと英雄になります。でも、宇宙的な判定はね、何処に行くか分からないわけです。

ただその時に、確かに生命を救おうとして人を守る為に戦争で戦って相手を殺してや

ると、そういうのでまた死んで行くと。その時には、殺したにも関わらず、人の生命を

守るという事で大体暗き所に行きません。ただし、むやみやたらに罪無き人を殺した

場合には、例えそういう戦場であっても普通の一般人を殺したりとかしたときは大変

な恐ろしい所え行くはずです。

前に私がマレーシアで出会ったサマネーラが実はもと日本兵で、三つの時から日本

の天皇陛下の教育を受けて高い地位に上がって南京に行って沢山の人を殺したけれ

ども、自分は殺してはないと。で、非常にそれを悔いて前世で一生懸命仏道に励んでお

坊さんになったのだけれども、今世で仲間の悲鳴が日夜聞こえると。幾らお国の方で

「いやーお前は良い事やった。敵を滅ぼして」と言っても、結局アメリカ兵がベトナム

で一般の罪のない人を殺戮したと。やはり完全に暗き世に行くわけですね。それで、そ

ういう事もないし、まぁ何やっても OKですと、それは全くの嘘です。

「法を持たずして説法をするは、仏を殺すなり」とある。これはね、ただ事じゃないので

すよ。本当にただ事じゃないです。そういうお国の為に戦場に行って殺しても、暗き地

獄に入る人がいっぱいいるのに、仏を殺すとなったら大変な事ですよ。父母を殺傷す

る以上の事をする事になります。つまり法を曲げると。いやーそんなものは理論だし

あるかないか分からないし、自分の思った事ペラペラペラペラこう述べて、体験もな

しに本に書きまくって、次の世は殆ど仏道から離れ大変な事になります。まあ嘘つい

て衣を着てそして私は修行して何だかんだって、まぁまぁ超大黒いですね。はっきり

言って仏法にも書いていますけども、末法になれば魔がお坊さんの衣を着て説法する

と。本当にそうで、高い地位に上がって人に説法をし始めると。もう生きながら地獄の

底決定してしまうわけです。魔業をやっているわけですよ。
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お釈迦様の真意でない、法を教えるよりお金の為に寺を大きくする事

だから南伝の方の仏教はお坊さんがお金を手にするのも嫌がるし、全てお布施でカ

ピヤという人がついて処理してくれるわけです。だからお坊さんが一切そういう事を

しなくても良いのだけども、北伝の方の世界はもう社会がグルグル忙しいからお坊さ

んが事務手続き、借金払い、屋根の修理とかもう大変でしょう？そういう事で、金銭に

携わらざるを得ないわけですよ。ところが、「いやー金儲けこれは楽しいな」となった

らこれは大変。

お寺を大きくキンキラピカピカにして、イヤーお釈迦様の話をさもありなんで言っ

てその金をドンドコ貰って、葬式だ、何だってでっかくやってね。知っています。東京

の方で「いやー金ぴかの屋根凄いですね」「そうなのですよ。あそこは人がワンサワン

サとお金を納めて寺が大きくなって」何故かと言ったら、葬式を非常に盛大にやって

いるそうなのですけれども。その書かれているお寺の文字を読んでも、ハテナ？と思

う事が書いてあるわけです。という事は、商業葬式をやっている様な感じで、本当に心

からその人が供養されているという様な文面じゃなかったですね。でも人は信じるわ

けですよ。そういう所に行って非常によく供養をされているという風に思うのだけれ

ども、実態はあるお坊さんから聞いたら「全く商売的な手法でやっています」と。結局

金に目がくらんでね、寛一お宮以上の事（笑）をしているみたいです。お坊さんがそ

うなったら大変ですね。いくら理由をつけてもそれは本人の屁理屈で大変な暗き所へ

落ちるでしょう。

だから、南伝の方の組織は簡単なのですよ。やっぱり死んだら供養する為にね、お坊

さんとかサマネーラがそこに行って食事を受けてちょっとお布施を貰って、お祈りし

て帰ってきます。そしてお坊さんですから、10年やればたいしたもので、15年、20年な

かなか出ないわけです。人間の欲望があるからいつまでも非常に質素に生活をする事

は難しく、それで衣をパッと脱いで還俗をするケース多いようです。でも還俗しても

一般社会に帰るとまたお坊さんに還る訳ですよ。また一からやり直しと。10年、20年

お坊さんをやっても衣を脱いで還俗したらゼロになって、一から始めるわけです。と

いう事は、結局何と言うのかな、そんな苦しい思いをして世間の方が良いかなと思う

のだけども実はとても嫌なことがたくさんあるのですね。実は一切そういう地位名誉

とか何も考えなかったら、非常に質素ですが精神的にとても楽です。寝ると言っても

コンクリートの上に寝るのです。お坊さんはちょっと毛布を敷いたりなんかして。そ

れで慣れているものだから平気で寝ちゃうわけ。私もミャンマーで板のベッドに寝る

わけです、板。そこのお寺ではぜいたくなことなのです。痛かったですよ。もう一週間

はもう痛くて、痛くて。でも不思議なものでね、二週間くらいになったらね、「あーら、

居心地良いな」みたいな。慣れですね。で、やっぱりあっちのお坊さんは、ピンダパーダ

と言って、お鉢に食事を貰って、その通り生きている方がいっぱいおります。だから部

屋の中何もないです。寝るベッドと言っても、本当に質素な板を合わせたりとか、そん
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なもんでそういう風にしていますけれども。それが最高であると思い、贅沢しないと

いう事ですね。だから、それは文化によるからお坊さんがちゃんと普通の布団使って

それはそれで良いと思うのです。

ところが、今度、法を教えるよりもお金の為にお寺を大きくして行くという事をし

た場合には、やっぱりお釈迦様のお話をよく捉えていないと思うのですね。お布施を

また還元する場合は良いのですよ。還元して、社会事業とかそういう良い事をするお

坊さんを養うとか、それはもうバランスでちょうど良いのだけれども。それをしない

で勝手に判断して使用することは一般社会では犯罪になります、私の友人が言いまし

た。「凄いよ」っと。「これ売れたのですよ」「それ誰ですか？」「お坊さま」（笑）。それは

ね、多分人からのお布施かもしれないけど、何億もするヨットという物。

体験もしないで自分の説法をする恐ろしさ

だから結局本当に末法か滅法かという事で、まして私がこういう風に死後の世界と

話したって「そんなものはあるかいな」ともう恐れる事なく、もう自分の考えで体験な

しに「お釈迦様はこう言われた」とかね、まぁまぁよく恐ろしい事です。恐ろしや、恐ろ

しや。それが全くもう分かっていなくて、世間一般の人もね、本を読めば悟りに至ると

か。この人がもう書いているから間違いないとか。私の体験から見たらこの世は本当

に恐ろしい事ばっかりです。さっき言った様に、本人達は法を曲げているという事も

分からないわけで、法を体得なしに人々を何々罪と非難しているようです。

そうでなければ、昔の偉い方が書いた事にそのままサブタイトル、サブコメントと

言って「自分はこう思います」と偉い人の文をそのまま載せて又言うのは正解。その修

行が足りなかったからそう書いただけであって、その偉いお釈迦様が言った事をその

昔の大師様が注釈入れるわけですね。で、現代語にその学者様がまた入れるというの

は間違いない。ところが、さも「私は全て文献によって分かった」という風に書いた場

合には、ちょっと訳の分からない非常に難しい事ばっかり書いて「あぁこの人は文献

から文献書いているな」と感じます。やはり高名な方だから、文献上での写しだからそ

れは良いのだけれども、一般の方は「これが本当にそうなのか」となってしまうわけで

すね。そこが恐ろしいわけです。この方は結局実際に自分の生死を観てないものだか

ら、文献上から書てるから、一般の方に非常に誤解を起こす事を書いていることが大

いにあると思います。

でもタイでも過去を観る行、サティパンディはなかなか難しくて出来ないと。実際

に何故そうなったかと言えば、タイは非常にお坊さんを大切にします。修行出来るか

出来ないか、そんな事関係なしにそれがもう最大の供養になるし。また実際にね、どん

なお坊さんに対しても仏を信じて供養した場合には、そういう高徳があるわけなので

すよ。ただし、修行しないでそれを受け取ってやったこのお坊さんは大変な事になり

ます。だから、「無駄に人の家で貪り食わない様」にちゃんと慈経に書いてあります。

と言う風に、修行もしっかりしないで自分の説法で、自分の思う様に解読して哲学
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みたいな事を、よく西洋のアメリカのお坊さんによくありますね。というのは、アメリ

カというのは開拓の国で何でも新しい事、自分の思った事という産業的とか哲学的に

は良いのだけれども、宗教的になればね、文献から文献で自己的に思った様な西洋哲

学で混ぜたお教えは大変な間違いを起こす事になります。

私が昨年、ビルカバンバで出会った方が、「私はお祖父さんの代から三代に渡って真

理を求めています」と。「そして私のお祖父さんはカソリック教会でお坊様までしまし

た」と。「修道院に入って。でもどうしても納得いかなくてそれから出て結婚してそし

て私の父が生まれました」と。「お祖父さんが死ぬ時に、私に頼んだのは、私は真理を見

つける事が出来なかったけども、何処かでお前探し出してくれ」と。まあ一週間以上に

渡って彼がいろんな事を聞いて来るわけですよ。それで、ハタと気が付いたのは、「な

るほど、あなたが言っている事が私のお祖父さんの求めている事でした。」と完全に理

解した後で私に帰依して、そして彼が言っている事は、西洋の私達の宗教的な真理は

400年くらいしかありませんと。キングジェームズバージョンのバイブルですね、聖書。

「それしかありません」と。「あなた方はもう数千年先を歩んでいるので、到底私たちの

文化では及びません」と。ところが私達は何でもアメリカの人が言って話せば、「まぁ

凄い哲学で」と何でも。ところがその上のヨーロッパの人が言うわけですよ。アメリカ

の方はもっと近年の精神社会で、歴史的に年月が少ないので実証的体験上分からない

ところがありますから何でもありです。何でもあり（笑）。自分勝手に。自分で考えれ

ばそれが真実なわけです、そういう風に聞こえました。
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最低８００年１０００年の実証がなければ危険な教団

私が最初、法の手ほどきを受けた時に私の恩師である印幻先生に注意された事は、

「お前が本当に真理を求めて他の宗教をやりたかったら、それはそれで良し」と。「ただ

し、注意する事は最低 800年か 1000年の歴史を持ってそういう風な体験のある教団

だったら良いけども、10年、20年、100年はやめなさい。まだ実証が出来てない」と。結

局、精神界は実証が求められるわけですよ。その実証というのは、100年、200年、300年

でもまだダメなのです。最低 800年から1000年、2000年。

もはやイスラムの ISISという人は人を殺しても神の名において殺すと。ところが、

神が全てを創ったものであるから、神がどうして同じ人間を殺す事が許されるでしょ

うか？最初から神が「エベルが何処にいるか？」とカインに聞いたわけですよ。エベル

はカインにもう殺されていたわけです。それで神はカインを罰したわけですね。と言

う風に最初から人間は人間を殺しちゃいけないと。最初の旧約聖書の方でも書かれて

いるわけなのですよ。それがイスラム教も同じユダヤ教から出ているわけなのです。

キリスト教もユダヤ教から出て、本当は旧約聖書に同じ事が書かれているから、あり

得ない事やっているわけです。だから結局最低 800年、1000年の実証が必要だと。今イ
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スラムが起きて1500年。完全におかしいという事になっているのだけども、おかしい

からと言って、戦争で他の国が罪のない人を爆撃する、これも又駄目なわけですね、全

く人道を無視しているわけですね。つまり、結局神を恐れないと自分で法を曲げて説

法とか考え哲学でやっているからそうなるわけです。

特にその素晴らしい南伝の偉い方でも、経典からやっているから非常にぼけておか

しな事になって、これを一般の人がやったら本当におかしくなります。チベット仏教

の1930年代の方が、非常に私の体験に近い事を述べています。現象として起こる事は

南伝も北伝の大乗も実は同じなのですよ。

空想科学小説以上の魔の世界

結局さっき言った三途の川の事。西洋にしても東洋にしても同じ様な事が起こりま

す。そして宗教に囚われず、大体同じ様な現象を起こします。死ぬ時にね、まず死の使

者が来ます。死の使者っていうのは、文化によって違うのだけども、東洋の方では背の

高いのっぽ、電柱みたいな人が来てまず現れるわけですよ。そうしたら「そろそろ私の

死が来たな」という事になるし、西洋の方でも死の使者が来て命を取りに来るわけで

すよ。こっちに来いとかあっちに来いと。これは現実の話なのです。

1950、60年代かな、戦後の話だけど、実際にイタリアで起こった話は。あるイタリアの

人がね、私に話してくれたのですけども、彼の村の人が死んだわけですよ。そしたら、

その夜「コンコンコンコン」って叩いてね、足は羊なのですよ。その死人は墓に埋めな

きゃいけないのに、カソリックの方法で葬式しなきゃいけないのに、有無を言わせず

死体を持って行ったらしい。もう葬式を受けるチャンスもないわけです。「これは私の

ものである」と黒いマント覆った羊足の死の使者が死人をさらっていたそうです。完

全に永遠に死者か悪魔の使い物になる生命体になったのです、死というものはないか

らね。心、魂を引っ張って行ったわけです。永遠にこの魂を部下として使うのでしょう

ね。魔の世界で。本当にもう空想科学小説以上の話です。

この現代、私達の社会は朝から晩までクルクルクルクル働いています。で、働かなけ

ればお金が貰えないと。お金が貰えなければ、食べるものを買えないというシステム

にしているわけですよ。という事は、お金によってその人の身も心もちゃんと人質に

しているわけです。何故か魔の世界と私たちの世界似ていますね。

私達は何か良い会社に勤めて良い事をする会社だったら、それでも高徳を積むから

良いのだけれども、その会社が詐欺集団である会社で朝から晩まで働いたら、ちょっ

と何の為に働いているかと。自由もないし、それしかないと。ましてやその働いている

会社が、結局人様の命を奪うとかねその臓器を取って医療会社に売るとか、麻薬を売

る会社に知らずしてずーっと入っていて、知らず知らずに一生懸命働いていたら、こ

れこそ目も当てられないっていう事になりますね。罪はないのだけれども、激しく働

かされて精神的な事も学べないし、その中の一生使われる身になって、時間が来ても

使い物にならなかったら、「はい、退職してください」と。その時はもうヨボヨボで何も
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出来ないと。

でもこういう風に、死体まで取られた人はやっぱりその村で相当悪い事をしたので

しょうね。これ本当の話です。で、今まではもうそういう話を聞いた事もないし、何に

もないからね。幽霊なんてあるかないかって面白半分にやっているけど。私達が小さ

い頃、8月15日になったらお盆の日でしょう？その近くになったら霊を呼ばなきゃい

けないと言って、家の前で焚き火を燃やすわけですよ。そして、その時に近くのおじさ

んが来てね、昔は板の坐る台があって皆座れるわけですよ。で、怖いお話を聞くわけで

す。幽霊の話なのです。番町皿屋敷どころの話じゃないですよ。もう家の前で話を聞か

されているのに、おしっこに行けないとっても怖い物語の話です（笑）。もうブルブ

ル震え上がってね。まぁ、そういう事なのですよ。だからもう絶対にそんな恐ろしい目

にも遭いたくもないし、そういう悪い事もしなくて、そういう風に教えられるのだけ

れども、今度年を取って来て今の現代社会に私達が突入するでしょう？「いやーそん

なもの作り上げた昔の人の話で、死ぬのが怖くなってお寺参りするし、そういうもの

はないよ」みたいに考える様になるわけですよ。

アクサラを作った事による霊界の恐ろしさ

昨日もお話した様に法然上人が、ある女性のヤキモチが非常にきつくてね、死後大

蛇になったわけですよ。大蛇だからアマゾンで食べて生きれば良いのだけれども、た

だし、そのヤキモチという三業の火に焼かれるわけですよ。生きているその間、ずーっ

と。貪瞋知の。アクサラ、不善心。だから善心の行、瞑想して下さいと言うわけです。不

善心の火を持たない様に皆様にお願いします。

幽霊になったから何も苦しみ無い、そうじゃないのですよ。霊界は霊界で沢山の苦

しみを受けます。こういうお話した事あるかな？ある王様のお妃様がね、風呂に入っ

ていたわけです。ちらっと王様がこう覗いたら、お妃が犬と抱き合っていたのを目撃

したのです。それで王様がびっくりしてお妃に「あなた動物と和合していたのではな

いの？」という事で。「とんでもない。あなたなんて恐ろしい事を言うのですか」と激怒

してそんな事は無いですと言ったわけですね。たった一つ一生に1回嘘ついたわけで

す。大きな嘘、これは大きな嘘になるわけですね。ただしその時正直に「そうですよ」と

言った場合には、妃は罰を受けます。でも何故なら私の体は持たないし、あなたは私を

相手にしてくれないし、仕方ないでしょう？と。それだったら話は別。その隠したとい

う自分のアクサラを作った事によって、この方は死んだ後霊界に行ったわけです。霊

界に行ったらね、前世の高徳で宮殿みたいな素晴らしい所に生まれて召使もあって、

天国じゃないのですよ。でも晩になったらね、毎日池に行かなきゃ行けないのです。そ

の池に行ってそこの大蛇かなんかに体をズタズタに食いちぎられるのです。また、朝

になったら宮殿にまた元の姿で戻ると。霊界に行ったから、後は良いでしょう。そうじ

ゃないのですよ。今度は、そういうふうな苦しみを受けるわけなのです。という事をお

釈迦様の経典の中のダンマパーダに書いてありました。
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また、シャリプートラ？がラジギールで歩いている時に、「巨大な白い大蛇が、炎の

中に包まれてもがき苦しんでいるのを見た」と。「お釈迦様、これはどういう事ですか」

と。「いやー、お前よく私にお話を聞いてくれた」と。「私が言ったらまたおかしな事に

なるから言わなかったけど、実はこの大蛇は前のカシャパブッダの時から霊になって

こうしてもがき苦しんでいるのだ」と「霊界にいる生き物なのだ」とお話をしたそうで

す。

今はもう「空想科学的でもないし、まあおとぎ話で、戯言でしょう」と。でも現実の世

界ではね、さっきお話した様に実際に話を聞いてみれば、戯言じゃないわけですね。私

の過去を見た場合でも、これも戯言じゃないしね。私の同僚の比丘も「地獄に入ってカ

シャパブッダにお布施した高徳のおかげでやっと出て来た」と。その地獄の話を聞い

ても、やっぱり存在するわけなのですよ。

大宇宙を敵に回して我一人戦う勇気があるのか？

今はね、法を持たずして説法するは仏を殺すなりって、「まぁその人の言っている事

だ」と。そうじゃないのですよ。大宇宙を敵に回して我一人で戦うという、非常に勇ま

しい事だけども、本当にそれだけの度胸と気持ちがあるのですか？

日本のあるお坊さんに、「あなたは本当に法を知ってその為に勉強しているのです

か？色即是空、空即是色の色とは、何ですか？」と。「全てです」と解答してきましたが。

「全てというけども、地・水・風・火があるでしょう。あなたそれ観たのですか」と。

「観てない」と。「あなた般若心経掲げて大きな寺に入って、どんな事になるのか分かっ

ているのですか？」黙して言わず、でした。まったく分かってないわけですよ。商売の

事ばっかり考えている。「私はお寺の為に働いている」それは人を導く為の雑務だった

らそれは別だけど、全くそれをほったらかして、般若心経をバーンと掲げて、丸暗記で

「色、全て、全て、全て」。こんな恐ろしい事言っているのですよ。丸暗記。全てと言って

もね、天界の物質、地獄界の物質を観ないで、全宇宙の事を観て全てであって、日本の

国から一歩も出ていなくて全世界が全て分かる。話にならない。これで人を救う僧界

で生活しています、僧がこのようにして言うこの現状、恐ろしや。分からない一般の善

良な方々が殺戮されるのと一緒ですよ。だって皆聞いて、「お坊様が言うからそうでし

ょう」。その方は法を持っていないわけです。法を持っていない僧から聞いて、その僧

がもう仏を殺しているから、皆を皆殺しするのと一緒です。

また深刻な話になってしまって（笑）。だから、自分で今日みたいに静かに瞑想し

てください、己の心に全ての回答がありますからそれを見つけてください。こうして

皆さんが一緒に瞑想するという素晴らしい高徳をしていますので。本当にそうなので

す。これには宇宙の大秘密があるわけなのですけども。また解き明かしたら、皆さんが

もう何もしなくても良いのだって事になったら大変な事になるから言いませんけど

も。このまま精進してこれを続けてください。こういう話で、質疑応答に行きましょう

か。
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質疑応答

クサラ、アクサラのアビダンマの究極の事をちゃんと観るのは至難の業

【参加者】

今の先生のお話ですと、先生のおっしゃるお眼鏡に適うお坊さんというのは日本に

はごく少数だと思うのですね。今のお話を聞いていますと。そういう先生の御眼鏡に

叶う様なお坊さんがごく僅かしかいない日本と言うのはこれからどうなって行くと

お考えですか？

【水源師】

多母さんという浄土真宗の女性のお坊さんがおりましてね、その人は大臣も来るし、

東京の近くかな？説法をするのですって「あんたやめなさい。このままやったら日本

は破滅するぞよ」と。「とっても恐ろしい事するからやめなさい」と。でもその政治家達

はね「分かっているけどやめられない」と。恐ろしさが分からないわけ。タボさんは「あ

なたこんな事をしたら、もう日本破滅するけどあなたは日本破滅する事をやる張本人

だからどうなるか分かりますか？」という事を言っているのだけど、他人事にしか聞

こえないわけです。「分かっているけどやめられない」って言った（笑）。

「もうそういう地獄界とは戯言で、まぁ言うだけ言いなさい」と。「キリスト教もある

し、イスラムもあるし、もうシャーマンもあるしいろんな宗教があるから、皆もう戯言

だ」みたいに思っているわけです。生きて美味しいものを食べて自分だけが楽しいと

いうのが現実で、それ以外は全部架空であると。それは死後の世界を観られるわけで

もないし戯言と思っているみたいです。観られますよ、ちゃんと自分の来世を法随観

で観ることが出来ます。観たら顔が真っ青になるでしょうね（笑）。

と言う風にあるお坊さんが、何か知らないけれど、非常に行が達して自分の来世を

観たわけですよ。そしたら、次に生まれる所は地獄なのですよ。だから私達は何処に生

まれるかも課題としてやらされます。何処にどうしてそこに生まれるか？という事も

因果関係で説明しなければいけないのです。それも物質界での繋がりの、目、口、鼻、

耳､肌の物質です。それが全部そのルーパが繋がっているかどうか？ですから四界分

別の観禅がとても重要になります。これがお釈迦様の第一法。過去・未来を観る方法。

そのお寺では、シャリプートラの第五法で過去を観る方法を使います。この二つが

ぴったり合わなければいけないわけです。「これで完全にあなたは観た」という事で認

識してくれますが､その後は未来を観るわけです。また未来も同じ様にして物質が繋

がっているかどうか。そして､またどうしてそういう状態になったか？クサラ・アク

サラのアビダンマの究極の事をちゃんと説明しなきゃいけないわけです。でなけれ

ば､全て空論になってしまうからです。それで「よし､おまえはちゃんと観た」という認

可を得るわけなのです。それも一対一でなく150人の前で言わされました。ちゃんと
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質問して､質疑応答でパッパッパッパッと回答しなければいけません。はっきり言っ

てそれくらい厳しいものです。私の教えの場合は力のある人には過去を観せる法をさ

せるわけなのですね。普通はどんなに偉いお坊さんでも法随観を体得してなければそ

こに行けないわけです。本当に恐ろしい世の中だから､そういう風な清き心の人を選

んで私もすぐ観せます。という事は､こういう人達はその社会の光になるわけです。確

信を持って必ずや沢山の人を助けますからね。ところが、そういう事を勉強もしない､

ただのうのうとして僧になって「私の過去を見せてくれ」と。話になりません。勉強も

しないで「T大学､はい通過させてくれ」って言うのと同じ事。と言う事で､質問に答え

られましたか？
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阿部政権は日本国民に対してクーデターを起こした

【参加者】

そうですね､これからの日本はどうなっていっちゃうのか・・・。

【水源師】

多母さんが言った様に「これからは破滅します」と予言しています。それにまっしぐ

らに進んで。昨日もお話したのだけれども､3月15日にアメリカとロシアが北極で戦

闘しました。それでアメリカが大敗しました。アトランティス（大西洋）の方から

は､NATO軍で攻め上げて。こっちの方はベーリング海峡から米軍がロシア軍と空中戦

をやって､壊滅したのですよ。その事は一つも報告されていませんけれども､アメリカ

の軍人遺族会のニュースを読んだら出ていますし､そこで Four-Star General、ピラッ

トという方がオバマの命令に従わないで逮捕されました。何故かと言ったら､オバマ

が「核弾頭を打て」と。そしたら押さなかったわけです。そしてまたオバマが今度はキ

ャプテンコールに「パスワードをよこしなさいと命令しました､私がボタンを押すか

ら」とキャプテンコールもパスワードを教えなかったわけです。キャプテンにそうい

う権利があったわけです。大統領がむやみやたらに核弾頭を打つ時には､パスワード

を渡さなくても宜しいという規定があるから､軍法会議にかけられないわけですよ。

ただし､彼女を逮捕して幽閉はしているわけです。また､ピラット大将に対しても､「限

定核攻撃という事は世界を破滅させる事になるから､これは私の権限で核弾頭は発射

しない」と。逮捕されましたけども､軍法会議にはかけられないわけです。軍法会議に

かけた時､途端に全世界のメディアが分かるから大変なことになるでしょうね。

と言う風に､今はそういう事は分からないでしょう？ところが､安部政権は日本国

民に対してクーデターを起こしたわけですよ。安部政権は憲法に従わななきゃいけな

いわけです。憲法を独自に解釈して､代々の政権と相反する事をしたという事は､憲法

学者も皆反対して､一部の人は合法だというけども､誰が見てもこれは憲法違反なわ

けです。私達がね､法に従わずにしたらすぐ刑務所でしょう。安部政権は刑務所に行か

なくても良いというクーデターを起こしたから､誰も手がつけられないわけですよ。

クーデターと言うのは､国民が政府に対してだけではないですよ。政府が国民に対し

てクーデターを起こして､彼らの体制を守っているわけです。世界中でこのことが民

主国家で発生しています。

今､こういうふうに北極で対戦をやって､アメリカの空軍が大敗したわけですね。ア

リューシャン列島の歯舞色丹の近海､日本の近海においてエリクソンエアベースは完

全にデッド。壊滅。最後の通信は「We dead！」それだけでおしまい。大手メディアはと

いう事を日本国民に知らせなきゃいけないわけですよ。その為に100年以上新聞でお

金とってやっているでしょう？と言う事を､発表出来ない様にクーデターをやったわ

けです。

民主主義というのは､結局明らかに本当のインフォメーションを与えなければいけ
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ないわけです。それによって民主主義が出来るのであって､一方の方向だけのインフ

ォメーションで都合の悪い事を隠したら､これは民主主義ではありません。これが出

来る様にしたという政権は国民に対してクーデターをやったという事と一緒で､まし

てや皆さんが違憲であると。外国からでもアメリカの国会は一年以上前に「日本には

法律がない」と。「No constitution」。政府が勝手に憲法を解釈するというのは､日本に

はそう言う憲法がないともう烙印を押されているわけですよ。それに対して､日本国

民は何が何だか分からないしね､国際大学の法律家が「こうだこうだ」って。国際大学

の国際法の教授が何とかと言ったって､それはその人の考えの法律であって、本当の

国際的な条約とはまったく無関係な事例を説明して、肩書きで人をごまかしてしまう

わけです。

「戦争法案､反対」と皆さんやっているけれども､政治家もはっきり知らない。こうい

う事を明快に言わなければ､結局フォーカスがアウトになってぼけて見えます､それ

は皆分かるけど確信が何処か分からないわけですよ。こういう事をパーンと言った

ら､もう自民党だって「ウワー自分たちが殺される､これはダメだ」となるのだけど､知

らないですからね。

TPPにしても29の項目があるけど､貿易に関してはたったの5項目で、後は全部如

何にしてパテントとか公害の規制とか､その国が全部縛られます。だからもうもはや

国会が機能をなさないと言う民主主義国家ではなくなる、そういう協定が TPP。だか

ら､国会議員には見せられない。一部のごく一部しか見られないという協定であって､

国民の了解ないしにこの国が全部縛られるわけです。それもまた英文と日文が違うこ

とがアメリカでわかったようです。クーデターですね。

だから私がここに来て､法を持ちなさいと。法を持てばね､そういう状態であっても

あなた達は一切そういう牢獄の鎖に縛られることはないで済むわけです。皆分かるか

ら。牢獄から人を出す事も出来るわけですよ。あなた達は平安に､いつ死んでも良い所

に生まれ変わります。ところが､こういう風な悪い事をした人間は､お先真っ暗。いく

らもがいても､時間が来るわけですよ。生きて長生きしてもね､心臓を取って入れ替え

たとか（笑）。ビルクリントンにしても心臓で今死ぬかとか。良い事何もないわけで

すよ。美味しいものも食べられないし、足を取り替えたとか､いろんな事をしても無駄

なことです。ただ長生きしても､恐ろしい世界が待っているのだけども､一切否定して

「そういうものは何にもない。私は逆に一千億、二千億､教会にお金を寄付しているか

ら絶対安心だという､免罪符を受けた」と言う風に錯覚しているけど､教会自体も又ば

かして「はい､ありがとう。免罪符の代わりに何処、何処に教会を作って貰った」とか

大々的にやるわけですね。

だから､この世で慎ましやかにでも､名前出して失礼だけれどもＣさんはボランテ

ィアでよその国に行って､一生懸命人の命を助ける様にそういう高徳をしているわけ

なのですね。だからこういう人達は､鉄の罠とか牢獄とかはもう関係ない時空にいる

わけです。これからも幸せがいっぱい待っていますけれどもね､魔によってそういう

素晴らしい人を破壊しようとする又反対の力もありますからね。そういう事で私達は、
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いらない喧嘩とかいろんな事もあります。だから皆さんがこうして真面目に修行され

れば､これ自体が周りの人とかに良い影響を及ぼしますから。そういう事でどうでし

ょうか。

本当に正道を歩もうとすれば、必ずや光を与えられる

【参加者】

私の瞑想の事なのですが､先生に「過去生を見てご覧なさい」と以前の合宿で言われ

て、本当に観たのかどうかも分かりませんが､そういう事も一応させて戴いて。ただ普

通の凡人ですから､世の中に良い事もあれば悪い事もあるじゃないですか。そんなに

波風があまりない時は楽しく瞑想出来ますけども､そうじゃない時は瞑想をしていて

も座っていても､いろんなネガティブな考えだとか、普通の人間ですから出て来てし

まいます。今なんか特にそうなのですが､そんな瞑想をやっていても､それは法を持つ

為の功徳になるわけでしょうか。

【水源師】

そうです。もちろんそうです。何故かと言ったら、私も普通の人間なのです（笑）。

皆普通の人間。上下なし。だから同じ様に嫌な事があれば反応します。ダライラマ様も

「私も非常に悔しくて嫌な思いをして､身を裂かれる思いもします」と。「でも私の場合

は修行しているから､それを取り去る時間が早いです」と。「修行していない人は､石に

刻まれた様に取る時間が長くなります」と。私だって､嫌な思いをして､ウワーッとな

るけれども､まあまあと。見方を変えて一週間したらサーッと流れて。まあと静かにし

ています、そうなります。

だからこの世は誰も、お釈迦様が言った様に､全て私達は凡人なのです。本当に。だ

から性欲もあり､食欲もあり､それはまあ、普通の事なのです。ただ､そう言う風なセッ

ティングの中でおりますから､集団社会におりますから、そういう事から遠ざけて集

団社会がうまく行く様に､僧院の中､修道院の中ではそういう事すれば､うまく歯車が

回らないから､そういう風にちゃんとセッティングします。

非常に誤解を生む様な西洋の思想が入って西洋では､sexは罪なのです。西洋の方で

は「なぜ私達は生まれながらにして罪人なのでしょう？」と。「神が創ったものである

なら､ちょっとおかしいじゃないですか？」と。そうなれば､バチカンにはね､ちゃんと

神様が描かれてあるわけですよ。キリスト様と神様がちょうど Contact。「じゃなぜ神

様は失礼だけど､プライベートパーツがあるのですか？」と。「何の為にあるのです

か？」という事になるわけですよ。あっちの方では。どうもおかしいと言う事で、1960

年代から始まったのかな？大変深刻な問題がスウェーデンで起こって、性の革命が起

こったのです。性に対する考え方、解放というか。「これが本当に神の掟なのか」どうか

と言う事で。と言うのは、モーゼは7人の奥さんがいるわけなのですよ。一対一の奥さ

んは、現代に起こった事であってビクトリア時代もまた力があれば、正妻と沢山の女
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性がいるわけなのです。ところが今デモクラシーの名前によって、全く宗教界とは関

係なく規制して、うまい様にやっているから大混乱が起こるわけなのです。

お坊さん方の事でもっと深い事を言ったらびっくりするから、ちょっとどうかな？

と思うけれども、本当の所ね、性の問題は非常に一番難しい問題であるから、何処の宗

教界でも蓋をしてしまいます。ただこれに回答を一つ出来るのは、ナーマ・ルーパ

（心と体）を知っている仏教だけなのです。だから、仏教ではこの問題を解決してい

ますけれども、だから仏教界ではそういう問題に対してあんまり激しい事は起こらな

い。特にチベットでは性の問題を解決しなければ壊滅ですから。四千、五千メートルで

ね、食べ物がないから。そして沢山の羊、牛、沢山子孫を作って貰わなければ、もう壊滅

ですからね。この問題を深―く観ています。

西洋では今まで抑圧されてしまったものだから、アメリカでは結局前世もある来世

もあるという事で、ダライラマ様が活躍してね、それで私が行った時、キリストの方か

ら見たらねアメリカでは仏教って言ったら「悪魔の宗教か」の様に受け取れました。も

うほとんどゼロ。ところが、今はアメリカで仏教を信じる人が５％まで上がっている。

大体が非常に豊かな人、非常に勉強した方がほとんど仏教を勉強しています。一般の

神頼みの人はその通りおかしな事になって、色が黒ければボンボンと殺されるとか、

格差が激しいわけですよ。

だから、仏教ほど本当の法を持っている所はないわけです。それも観る事が出来る

と。悲しいかなこの仏国でもこれを曲げて法を曲げて伝えてしてしまっているものだ

から、ほとんどドアが閉じ始めているわけです。さっき言われた様に、ごくほとんどの

稀なお坊さんが本当の事で一生懸命やっているけれども、このお坊さんが本当の情報

を貰った場合には沢山の人を助けられるのだけども、社会的・政治的な事によって情

報を蓋閉じているわけです。勉強させないわけですよ。

でもここでたった一人、昨日言った様に、真っ黒な闇でマッチ一つすればパーッと

明るく見えると。だからあなた方が本当に正道を歩もうとすれば、必ずや光を与えら

れます。特に外国から来て南伝の非常に素晴らしいお坊さんの名前は日本では出ませ

ん。来ていますよ。私も誘われて「一緒に秋田に行きましょう」「いや私は行けません」

という事だったけれども、こういう人は世に出ないわけです。南伝の本当の教えみた

いに喧伝されていますけれども、正法が人に伝わらない。不法が正々堂々と正法に成

り変わって喧伝されるという魔の世界に入っているわけです。
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摩訶不思議な魔の世界

今回、私の故郷の幼馴染がね、「お前来い。皆会いたがっている」と。「いや、行けない」

と。その後で言ったのですね。「俺たちはもう昔で言えば70歳だから、古希の会をやる

から是非来てくれ」。「いやー行けない」と。その話の中で「もうお前、日本は魔だよ。魔

の社会だよ」って言ってその通りなのです。現実として、ぴったり合う。この社会にと

って一般の人達はそれが全然分からないわけ。分かったらもう大変怒り狂って、大変

な事になるから。分からない様に、分からない様に、麻薬飲ませる様に。「楽しいかな、

楽しみや」と言う風にやらせるわけ。もう本当にそうなのです。幻想起こさせてね。本

当は暗き、何と言うかな？霊界みたいな所をまるで御殿の様に見せます。

以前、観ました。私の目から観たら「おかしいな？幻想かな？」と、デンデン太鼓がク

ルクルクルクルクルクルッと、クルクルキラキラックルクル回って、空中に浮いてね、

顔は魔の顔をしているわけですよ。皆ひれ伏しているわけ。私はたまたまそこに呼ば

れて行ったわけです。これはケベックの話でね、新興宗教か何かで。そして私が瞑想し

ていたら、皆不思議とスーッと眠っちゃうわけです。私の目から観たらゴースト（幽

霊）が来る様にスパーッと白い煙が出て来るわけ。本当はそこでは一切言葉を発して

は駄目なわけですよ。私がそこで落ち着いて「ゴーストが来る！ゴーストが来るか

ら！」って言って、連れが煙焚をパパパパパッと、出したたわけですよ。皆「これ何事

か」って目覚めて怒り始めて。そして「あなたここに霊が入って来ようとしているよ。

どうしますか？」と。「いや、大丈夫。私が玄関に立ってちゃんと見張るから誰も入って

来られない」と。その人はね、その後三日後にコロッと死にました。怖いね！！

だから「下手な宗教はやめなさい」って言うわけです。その時私が危険信号出さなか

ったら皆幽霊に取り憑かれた人がたくさん出たと思います。不思議だよ、あれは。スヤ

スヤと赤子の様に寝るのだから。そうしたら六祖大師が言った様に、仏を入れなけれ

ば家が空っぽでしょう？魔がスッと入るのですよ。一旦入ったら出ませんよ。面白い

話でしょう？（笑）。これ全部本当の話なのです。作り話じゃないのです。

だからこういう事をお坊さんが体験して、皆さんにお話しなければいけないと思う

のだけども、幸い皆さんが来てくれるから、こう言う本当にあった事をお話出来て、ま

た法話に載せて日本の方々が読む事が出来るチャンスがあるから、皆さんは実はこの

日本を救っているという事なのですよ。半信半疑でも面白いでしょう（笑）。

そういう所に行ったら、肉体を取られてしまうのですよ。本人は何が起こっている

かまったく分からない。だから私の役目は、もし入った人があれば、その魔を追い出し

て仏を入れる事なのですよ。仏が入ってしまえばもう大丈夫。と言う事は、仏に帰依す

れば大丈夫なのですよ。でも他の宗教は、この事をはっきり分かっていないから。神だ

け祈れば絶対大丈夫。確かに心の清い人はそうだけれども、それが何人いるかと疑問

があります。仏教は違うわけ。本当の意味で仏に帰依すれば、絶対入って来ないのです

から。簡単なのですよ。ただね、ありがた教でやるのはダメなのです。なんぼでも入っ
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て来る。本当に帰依していないから。本当に真理を知りたくて、そして仏の素晴らしい

そういう世界に入って垣間見たいと言う事でご褒美が来るけどね。ただ拝めば全て天

国からお呼びが来て良い所へ行くと。それはないです。ただしその時にね、素晴らしい

お坊さんがいて布施をしたり道場を寄付したり、それは凄い高徳だから沢山のご褒美

が来ますよ。ただし、そういう事を分かって末法になれば、お坊さんの衣を着て魔が説

法してお布施を沢山受け取ると。だから一代にして素晴らしい大きなお寺を建てたり、

「これは魔の仕業である事が多いぞよ」という事をお釈迦様が言っています。もはや

2500年以上も前に。

法に出会うという事は非常に稀であり、又凄い高徳を得る

だからね、人数が沢山いるからこれは凄いという人は、皆がなびいで通うわけです。

「これは本物だ」と。でも法というのは滅多に出会えられないわけです。一本の蜘蛛の

糸みたいに、本当に細々と。だからそれに出会うという事は非常に稀であり、また出会

った場合には凄い高徳を得ることが出来ます。

だから、ミャンマーのパオ森林院本部が 2500年前その法をアラハットが正法で持

ってきて，その法をずっと守って来て、奇跡的にそこに残っていて、私が行く10年前

に外国人に解放されたわけです。その前には外国にも解放されていなかったわけです。

たまたまその時が因縁の力によってそこに行って正法を得る事が出来たけれども、そ

れも菩提達磨の正法をその前に恩師より受け取っているからすぐに通過したわけで

すけれどもね。またその恩師に出会えるご恩は、ここにおられるアロードビー仏陀、実

はカクサンダー仏陀の事です。つまりここに７つあるでしょう（仏像が７体飾ってあ

ります）。その真ん中なのです。真ん中の仏、コップがカクサンダー仏陀で現世の大宇

宙の千仏の第一番目なのです。その方に私が 18代前に白い牛でお仕えしたわけです

よ。人間ではなく、牛でお仕えしただけでもこの様な高徳を得るわけです。その後は全

て人間の体です。天界にも生まれていますけれども。

と言う風に、仏に出会うという事は大変な事で、お仕え出来ましたらどんな宝より

も尊い事になるでしょう。カエルさんの肉体であろうが、猿さんであろうが、ましてや

人間の肉体で仏に出会ったら、もうこれは大変な宝を得たのと一緒だけども、ただし

デバダッタみたいな人も出るわけです。仏に逢いながら仏を殺そうという全宇宙の宝

をドブに捨てるという生き物も私達であるわけです。
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仏法とは摩訶不思議な大、大ロマンの世界

だからまぁこういう風にね、「嘘か誠か戯言か」と言う風に聞かれてもそれは良いの

です。ただし、私の体験として皆さんに報告して。一心に仏に心から帰依すれば、必ず

や良い事が起こりますと。ましてや修行していけば、これほどの素晴らしいご褒美は

この宇宙の中でも、これが最高のご褒美を貰えるという事なのです。それを涅槃とか、

いろんな言い回しをしているけども、実態としてはもうもの凄い事です。だから、イン

ターセプトカルマと言ってね、ジェット機がインターセプトするみたいに、私の跡を

例えれば、全部インターセプトカルマで、インターセプトでずーっと旅をしているわ

けです。それがね、一般の考えているリニアカルマの場合はずーっと一つでしょう？

絶対にあり得ない事。つまり、結局仏に出会ったという高徳によって次から次と、外し

て、外して、外して繋いで、こういう風に法を受け取ったようです。

この法によって、今が精神状態で壊滅状態であるでしょう？　説明する人がいない。

という風に無明の世界に入る時に、今まで日本の素晴らしいお坊さん方、それからそ

れを守って来た檀家様達が無駄にならない様にという、仏神の温かい心でここに法の

お話しが出来ました。また何故か知らずに外国に送られて守られているわけです。一

切のこの悪世の風を受けない様に。時期が来て、ずーっと自由に外国に回されて法を

受け取って、皆さんに法を説く事が出来るという摩訶不思議な大ロマンの世界に私は

います（笑）。本当に、摩訶不思議な大・大ロマンの世界に生きて、仏法というのはこ

れくらい凄いものだという事を報告して。経典に書いてある様にわけの分からない砂

を噛む様なものじゃありませんと。実際私も古い経典見たら頭が痛くて、砂を噛む様

な経典がいっぱいありますけどね。でも、実態の本当の法は、それは楽しくて素晴らし

い事ばっかり。それがいろんな言葉に訳されて、とても頭の痛い文字になってしまっ

てね。ところが実際のところは簡単。非常に楽しくて美味しいお菓子を沢山食べる様

なものです（笑）。

そう言う事で良いですか？・・・・今日のお話はこれで、また明日どんなお話がで

るかな？（笑）これも私が決めた話じゃないですよ。昨日も何を話そうかな、今日も

何を話そうかなと。天界からの事で、ハタと「そうだな、今日は生死について話そうか

な」と、たまたま本があったからペラペラッとめくって説明したわけなのです。
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