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質疑応答

【水源師】

今日は私からというよりもリクエスト形式でいってみましょうか。何かこういう話

を聞来たいとかリクエストがありましたら、お題目を戴いたらお話します。

お釈迦様の４つの法門だけが唯一完全に自由な身になれる方法

【参加者】

昨日おっしゃられたヴェーダナーヌパッサナー（受随観）のやり方で、内と外を観

て、その後に外から観る。さらに遠くから観ると。どういう事かなと思って。

【水源師】

だから地球の果てからでも観えます。地球の何処にいようがその人を治せるわけで

す。

【参加者】

行をやる時は、やっぱりヴェーダヌパッサナーで。

【水源師】

ヴェーダナヌパッサナーですよ。自分がそこまで遠くから観て出来た場合には、当

然あなたの目の前にいる人を全部治せるでしょう？そうですよ。ヴィパッサナー

（観）というのは、自分だけじゃないのですよ。自分の外も観ます。他人も観ちゃう。

他人の頭の中もみんな。それが正式なヴィパッサナーで。だからここに50人いれば 、

50人の全部骸骨を観ちゃう。自分の骸骨ではなく。それをね、スケルトン瞑想法と言い

ます。だから私が一番驚いたのはね、今ヴェーダナ瞑想法をやられている方は正式な

ヴェーダナをやる方で、正式には教えられていないと分かって私がびっくりしました。

そうなのですよ、私がびっくりして。だからあなた方がここでヴェーダナをやられて

いる方は体得したら受随観を結局取得する大変な事なのですよ。四法門のうちの受随

観をあなた方が受け取るという事について私がびっくりしています。「いないのだな

ぁ」という事でびっくりしています。

【参加者】

他の方法だったら、日本にも持ってらっしゃる方がいるのですか？
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【水源師】

お釈迦様はね、カーヤヌパッサナー（身随観）、ヴェーダナヌパッサナー（受随

観）、チッタヌパッサナー（心随観）、ダンマヌパッサナー（法随観）、この四法門だ

けしか涅槃に到達出来ないと。それはいろんな瞑想法があるでしょう？ベーダー瞑想

法とか道教瞑想法とか、もうありとあらゆる瞑想法があるけど、それはね涅槃に達す

る瞑想法じゃないから。なぜ涅槃に達する瞑想法がこれだけ大切かと言ったら、この

方法だけによってあなたは完全に自由な身になれると。そうじゃなければ、また籠の

この檻の中でグルグルグルグル回って、いずれや法を曲げる時代になると。

仏国とそうでない国の違い

と言うのは、アメリカのウォールストリート見て？嘘八百の経済でやっているでし

ょう？今の株。アメリカは工場ないのですよ。失業者もね、実際は 25％。八百長で

5.6 ％ と か 下 が っ て い る け ど あ れ は 全 部 嘘 で す 。 本 当 の 失 業 率 は ね 、

unemployment、U1、U2、U3、U4、U5、U6それを全部入れてこれが正式な失業者の数なのだ

けど、これを入れたら大体4人に1人の失業者。日本でこれが発生したら、もう破産で

しょう？と言う風な、そこの中で生きればもうお金が入らないものだから、悪い事を

せざるを得ないじゃないですか。生きる為だから、悪い事も何もあったものじゃない

でしょう？という風な状況が発生するわけなのですよ。特に今はまだ法がある。仏法

という法に触れるチャンスがあるからね。法のない今の現代社会、南アメリカにしろ

北米にしろ、仏国じゃない国というのは惨たんたるものですよ。

私がカンボジアについ 2･3年前に行ったその状況と南米のそう言う発展している

という国を見ても、GDPが少なくて貧乏なカンボジアの方が非常に豊かに暮らしてい

ます。アメリカのヒューストン空港に行けばね、ちょうどコーヒーカップ一杯が14ド

ル（笑）。美味しいグァテマラのコーヒーをそこで飲んだって、地元で飲めば10セン

ト。GDPで計れば、それが加算するわけよ。14ドルの方が金持ちだと。でも本当に豊か

に暮らしている人はどっちかと言えば、グァテマラコーヒー 10セントで飲む方が良

いでしょう？コーヒー一杯 14ドルだったら、アメリカでは一時間の最低賃金が 5～7

ドルだから3時間働かなきゃコーヒー一杯飲めないわけですよ。グァテマラという国

はバナナがあるからね、働かなくてもバナナ一本で十分。「じゃあ何の為に働きます

か？」という風に、どっちが貧困かと言ったら実際アメリカの方がうんと貧困です。何

故かと言ったらね、アメリカはお金がなきゃ生活出来ない様になっているからです。

全部お金が媒体でしょう？クレジットカードでも何でも。そういう国はね銀行もない

し、大きい街に行かなければ本当にないのですよ。ATMというお金を下ろす機械もない

し。お金が欲しいのはね、テレビとか何かを買うために働くくらいで、それ以外はちょ

っと野原に行けばなんぼでも食べられるから働く必要がないわけなのですよ。家を作

るにしてもそこら辺の材木をパンパンと切って組み立てればそれでおしまいだから。

それは素晴らしい現代建設はないのですけれども、自然の材料を使ってそれはそれで
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結構生活しやすいわけです。

日本はね、法がある国で、びっくりしたのはこの仏法を守っているのは日本の一般

の方ですね、一般の方は修行する時間がないけれど、お寺参りする人が本当の仏法者

でお寺を守っている事になります。日本の仕組みで、お寺の住職さんは全部ではない

けれども、御寺を守るために金稼ぎをやらざるを得ないわけですよ。お釈迦様は「人の

ために法を伝えなさい」と。でも仕組みがね、そういうふうに作られているものだから、

本心はそんな事をしたくないけど、せざるを得ない様になっているわけ。それでも法

があるおかげで日本は平和なのですよ。だから法の偉大さというのは凄いもので、仏

という名前を掲げてそしてお寺があって、皆さんそこにお寺参りして。つまり、実際は

それを管理する人がどうであろうと、ゴータマブッダが来て大変な恵みを与えている

わけですよ。「よし、よし、よし」と「お前達は良い子供達だ」と。その中間が何であろう

とも。

それがない国は、シリア見て下さい、大破壊で国が荒れ果てて、国民も他国に逃げま

どい、いつ滅亡してもおかしくないようです。昔ユーゴスラビアとかもう殺戮で凄か

ったでしょう？イラク、リビア、北アフリカ、もうほとんど壊滅。つい最近まで南米で

もね、ルミノソンと言ったかな「道を輝かす」という事でね、ペルーでゲリラが凄かっ

たのですよ。年間三万人殺されるとか。それで日系のフジモリ大統領が出てそれを討

伐したけども、今度は民主主義で彼が罠にはまって、汚職したとかいう事で刑務所に

入っているけども。その娘さんはこの前大統領選挙に出たわけね、で No.2になったわ

けね。彼がやっぱり正直に国を治めたから、今までの利権を持っているは嫌なわけで

しょう？ずーっと白系スペインという事で、大地主で全て権力持っているからです。

下層階級というか貧民の人々はほとんどがインディオスと言ってインカの末裔とか

ね、それでいつでも下におされて貧困なわけです。そういう風な状態をフジモリさん

は打破したのだけども、日本政府がそれにのって今度は西洋の風を入れて彼が逆にや

られちゃったわけです。彼は日本を信じたお蔭で逆に彼がやられたわけです。と言う

のはヨーロッパ、アメリカ、日本の３つの拠点で完全に世界経済握っているから、どう

しても日本はこっちの方で活動せざるを得ないわけです。センデロ・ルミノソンと言

ったかな？その時のゲリラ。そのゲリラ的なものがコロンビア、麻薬生産地。やっぱり

政府とまだ対抗していますね。メキシコでは麻薬キングピン（麻薬密売組織ボス）が

ね、ギャング団が政府軍と戦って年間 2・3万人死んでいるのです。

と言う風に、この法がある所は、前にカンボジアは不幸にも大変な事になったけど

も、今は王様が十戒を守って優婆塞（うばそく）をやっているものだから、国民が皆

そっちになびくわけで、トップの政治家も汚職をやりにくいわけです。王様が瞑想し

てお金を一銭も持たないで人にあげるものだからです。私の見た感じでは非常に良い

感じだったけれど。

瞑想を教えるという人が殆どいないのですね。何故かと言ったら、この前のポルポト

（政権）の時に、ほとんどお坊さんが殺されたからです。私が最初訪ねた時は、もう寺

の中は若いお坊さんだけで法を持つことができなかったわけです。それでやっとミャ
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ンマーに来て法を得ようとするのだけども、なかなか難しいのですね。そう簡単にい

かないわけです。それでも形を守って、しきたりを守ってやっているからね、うまく行

くわけです。

だから仏がいる国というのは、全然違いますよ。チベットの山奥でもモンゴルを訪

ねても、ヨーロッパはまだ行ってないのですよ。何故かと言ったらヨーロッパ人がそ

ばにいっぱいいるからあまり興味ないし、その考えも分かるし。東洋の方は心が豊か

だからどんな所に行っても美味しいものを食べられます。ところが、カナダとかアメ

リカの方は、全部モノポリー、特別なハンバーガー屋とかサンドウィッチ屋とかもう

味が決まっているから。よほど高いお金を出さなければ、美味しいものを食べられな

いわけです。ところが仏国であれば、ラオスの山奥行こうが何処に行こうが本当に美

味しいものを食べられます。という事は、心が進化しているから美味しいものを食べ

られるわけですよ。

仏教だけ神と人間が一体化なれる

さっき言った様に、「瞑想法がこれ以外ないのですか？」という話しでしたしょう？

お釈迦様は四つの法門ね。法随観。心随観、心を観る。受随観。身随観、身体。この四つの

これだけが、大宇宙の最高の宝物。実際の。経典を幾ら読んでも、実際のこの宝は得ら

れないわけ。それはね、ロードマップを見ているとかね、観光ガイドブックを読んでい

るだけで、実際にその地に行って初めて分かるわけです。実際にその地に行って体験

出来る、食べる事が出来るというのがこの四つの法門であって、あとの瞑想法は何処

にも行けません。だからヒンズーでも瞑想法をやりますよ。でもヒンズーでも神は神、

人間は人間で壁があって通過出来ないわけです。仏教だけが神と人間が一体化なれる

わけ。何故かと言ったら仏性というのは「神の元」と書きます。神元。それから「思い」と

あるでしょう？何々の思いとか考えるとか、それを神が認識する識別の識。神識と言

います。Consciousness。だから皆さん、仏性、仏性と言っているけども、実は神そのも

のであるという事なのです。だからお宮さんで神様に拝むでしょう？それは偉い高徳

な方が神に神位に上がること。心の優れた方。それで神と書くわけです。　　　　

それで西洋の方も、結局人間でありながらアダムは神と同一化するくらい非常に高

い所にいるわけです。つまり全ての先祖であるから神になるわけです。神の位。神では

ないけれど、そう言う風に考えています。そこで神と人間の間に溝があるから、絶対に

自由になれないわけです。ところがお釈迦様は「そうじゃない」と。実際は全ての神は

人間が回りまわって神になっているのであって、因果関係で神もまた神の位から落ち

ると。グルグル回って。これが宇宙の法則だと言われております。だから日本にあるお

宮さんも正しいわけです。神位に上がっているから。何も間違ってはおりません。西洋

の方も、ジャコブとかアイザックとかイザケルとか凄い prophet(預言者)がいるわけ

ですよ。神の下の預言者とか祈祷するとか。もうほとんど神に近いけど、神じゃないと。

と言う風に断絶があるのものだから、そこで本当の事を教えてないから、結局イスラ
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エルとアラブは兄弟だったわけです。その時に、アイザックがお父さんから禅定を受

けたわけですね。お兄さんの方が受けられなかったわけです。だからいまだに5千年

の戦争をしているのでね。アラブとイスラエル、同じ兄弟で。神の名の元、神の子孫、神

を崇めるとかね。ところが仏教の方では、動物でも何でも全てが神元を持っている仏

性。だからそう言う争い事は全く無駄な事であると。殺戮は殺戮を呼ぶだけであると。

ここで何故私が「一生懸命、仏を彫って下さい」と言う事は、実はあなた自身があな

たの仏性を表すわけなのですよ。それにプラス三次元なわけ、二次元ではなく。あなた

の心の状態がこれによって何処まで法を得たか分かるわけです。形ではなく、そこか

ら発する。結局内面のナーマ（名）がルーパ（色）、色即、色とね、心と色を見る事が

出来るから。こういう風にして、ドンドンドンドン自分が法を持っていけば、彫ったも

のは宇宙の宝みたいなものになるわけです。だから素晴らしい僧がお釈迦様とか仏を

彫るでしょう？その顔が自分の顔になるのですよ。面白い事に本当です（笑）。それ

で二人の素晴らしい先生がおりますから、ここからいち早く手ほどきを受けて瞑想も

する、そしてこういうものも彫ると。それでバロメーターになるわけです。何処まで受

随観が素晴らしく行っているかという確認が、私がいなくても出来ますよという事で

す。

                    エクアドルクティから眺めるアンデス山脈
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観たと言って嘘をついて通過するのは法を曲げる事

さっきヴェーダナヌパサナー（受随観）の話で、自分がちゃんと出来たらそばで観

てそれから遠くから離れて見えますか？と。これはもうヴィパッサナー（観）の基本、

サマタ（止・禅定）の基本。もし法を持てば、必ずやらせます。自分を外から観る。他

人も観ると。全部観えるか？と。自分の身体を観る、タタタターッとその骨、全部観る。

本当に観たかどうか確かめなきゃいけない。それが嘘であれば、瞑想法で次の法門に

行けないわけですよ。それでパオで教えているダンマヌパッサナー（法随観）の一つ

の関門でスケルトン瞑想法というのがあって、それも第四禅定を完成した後でやらせ

るのだけども、実際にニミッタ（禅相）で観るわけなのですよ。ニミッタの光で自分

の身体の中を全部。その時に私もずーっと観て、本当に観たかどうか確かめる為に、パ

オのちょうど入り口のあたりに人間の骸骨を全部吊るしてあるわけです。だから自分

で瞑想して、足の骨何本あるか全部数えるわけ。全部観えるわけです。本当に、奥まで

全部。それ観た後、いち早くそこに駆けつけて行って、本当に私が観たかどうか見るわ

けですよ。それがちゃんとあったら正解でしょう？それで正々堂々と嘘偽りなく先生

に「はい、私はスケルトン瞑想を完成しました」と。私がそこで観てもないのに観たと

言って嘘をついて通過するでしょう？大変な悪い事ですよ。そんな事をして何にもな

らないし。そういう人がまたいるわけなのですよ。先生は放っておくのです。「あなた

ちゃんと観ましたか？」「はい、観ました」「はい次」と言うわけ。ところが後でドンドン

ドンドン6ヶ月1年間となったら、「観た」と言ったあなたがもし通過できなかったら

嘘をついている事になるわけ。と言う事は、仏を殺すという事。普通は恐ろしくてしな

いです。

【参加者】

五戒に反しますね。

【水源師】

そうですよ。恐ろしい事です。その法もね、お金を一銭もとるわけじゃなし。食事は

くれて着物はくれて、それから家もただでくれて「さぁどうぞ法を学びなさい」という

所で、そんな事をしたらどうします？そういう所で一つでも嘘をついて本当でない事

を言ったらどういう事になりますか？こお釈迦様に恩返しをしなければいけないの

に、そういう事でうわぁ恐ろしい。本当に恐ろしい事。まだ法を伝えてなく嘘をついて

いるから大変な事ですよ。地獄に生まれるのは間違いなし。本人は知らないわけです。

と言うのは日本のこういう動きを見ていると、世間では「まぁ良いんじゃないの」とい

う浅い考えだと思います。
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４つの法門のうち一つだけ通過すれば全宇宙を手に入れる事になる

でもね、カンボジア、タイ、ラオス、それから南ベトナム。北ベトナムは北伝なのです。

ミャンマーとかね、スリランカ、ではこういう事をする事態が考えられない。恐ろしく

て考えられないことなのです。貧乏だ、貧乏だと私達の目に見えているか知らないけ

ど、西洋の金がないだけであって、飛行機に乗れない、観光に行けないという事であっ

てね、実際は汗水流さなくても悠然として生活をしてるわけですよ。私達は金持ちだ

何だかんだとこういう家もあるのだけども、それは便利ですよ。綺麗ですよ。でもその

為に一生働いて、ほとんど身体も壊すし法を学ぶ時間もないと。あっちのスリランカ

のジャングルでは象さんが一番怖いわけです。象さんが寝ている時に、ウワーッと来

て潰して「ウワー潰れた死んだー」って言って象さんがまたびっくりして逃げ回ると。

そういう風な象さんも殺さない。しかもいっぱいいる象さんを誰も殺さないです。孔

雀もドンドン飛び回っています。バナナもいっぱいあるしね。そこら辺に行けば田ん

ぼに行けばお米もいつでもあるから。食べる事は心配ないわけです。だからもう心は

凄く豊かです。確かに生活は貧乏ですよ。と言うのは素材がないからです。コンクリー

トを作る工場がないとかね、はたおり機械がないとか、つまり工業製品でしょう？で

もね、その人達の楽しみは、お釈迦様のあるストゥパに来て、そこでじぃっと座れない

から足伸ばしてもたれてじぃっと瞑想するわけですよ。私達はお釈迦様に近い半跏・

結跏という先代が素晴らしい事を残してくれているわけですよ。ないないない尽くし

でも形だけでも。

だから正式な四念処、最も大切な四つの法門。八万四千の法門あろうとも、この四つ

が本当の核心でそれ以外何もないわけです。ジャングルの無量にある葉っぱの中でも

この四つの葉っぱだけが大切であって、あとは八万四千の法門を知らなくても全く関

係ないわけです。この四つの中の一つの葉っぱだけあればもう全宇宙を手に入れる事

になりますから。と言う事で他にも沢山の瞑想法があるけども、インカの瞑想法もあ

りますよ。何故かインカの瞑想法のチャクラは全く逆転しているわけです。インドの

瞑想法とは逆転している。インカの方はね、結局南半球でしょう、インドは北半球でし

ょう。それで逆転しているのかな？と。何故かと言ったらね、インドの方はクラウンチ

ャクラが白くなるわけですよ。インカの方はクンダリーニの様に赤くなるわけです。

面白いのですよ。と言う風に、でもニッバーナ（涅槃）には行けないわけです。非常に

ヒンズーに似た瞑想法を持っているし、それから南米は皆カソリックでしょう。アン

デスの大寺院に行けば、まさにヒンズーのお寺かなと思う、感じでした。面白いですよ。

最高の法門は瞑想法で、この四つの心随観、受随観、法随観、身随観。これに出会うとい

う事は、宇宙の奇跡に出会っているのと一緒なのです。たとえここで成功しなくても

たった一つ出会ったという事自体で凄い事です。今こうして受随観を私から受け取っ

て頂ければ、私としてはこれほどの幸せはないわけです。また他の心随観もあります

し、カーヤヌパッサナー（身随観）の方もあります。私の知っている、丹田瞑想法とい
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うのはカーヤヌパッサナーの方で、これもまた凄いものです。非常にシンプルですが

法門の究極的な所まで行けます。

だからこういう風な瞑想法を正確に伝える人がいなかったという事に対して私は

驚きだったわけです。と言う事を今回初めて10日間やる事によって、私が発見したわ

けです。「ウワー違う」という事が分かって、これで私としては時間があるもので、非常

にラッキー。この法を、ダンマを入れられるという事で。「ブッダ、ダンマ、サンガ」でし

ょう？結局サンガもあやふやなわけになります。サンガというのは比丘がいなければ

いけないわけです。非常に大きな伽藍があるけども仏陀もおられるけども、そこでダ

ンマが本当に入って、あったかもしれないけど失ったという状態で。本当のダンマと

いうのはこの事なのです。自分の身体で体得して行くというのが本当のダンマ。あと

は幾ら紙で覚えてもそれはダンマにはなりません。だからここで皆さんが瞑想して行

って、凄い速さで進化しているので私がびっくりしています。ミャンマーに行って

1600人の方、方と一緒にやっても、これだけ早く行かないですよ。多分日本の善き神々

に守られているのですね。あなた達はその加護によって今スーッと上がって行ってい

るのだと思います。だから富士山で瞑想した時に、コノハナサクヤ姫が日本のよろず

の神々を私の前に連れて来てお出ましになりました、本当ですよ。それを観せて、くだ

さるのだから。だから日本の神々もあなた方を頼りにしていると思いますよ。頑張っ

て下さいね。本当に。

【参加者】

（笑）

【水源師】

本当、本当に！私がびっくりした。いないのだから、そんな話。ウワーッて、びっくり

したって言ったでしょう？それ違うって。あなたがショックを受けたでしょう？真実

のものが違うと、一切転動、ショック、葛藤。それもまた違うとびっくりして。と言う事

で、奇しくも10日間のドアが開いたから、これをめがけて今やっているのだけど、凄

い邪魔が入っていますよ。邪魔、魔。

【参加者】

魔（笑）

【水源師】

邪魔、するのですよ。凄い風圧。持って来て欲しくないわけです。魔はね、人が苦しん

で悲しめばとっても幸せ（笑）。魔はね、人が愛し合って楽しくしたら最も不幸な気

持ちになる（笑）。だから魔はね、皆さんが激しく働いて苦しくて「もう自殺しようか

なぁ、もう苦しい」と。魔は「嬉しいなぁ～、幸せだなぁ、皆さん苦しんでいるなぁ～、素

晴らしいもっと苦しんで欲しい」と、それが魔なの。つまり法の逆なわけですよ。真逆。
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そういう事でまた長々とお話しましたけど、題材を貰えばね、出て来るのです（笑）。

また何かありますか？

「百千万人敵がいようとも我一人行かん」

【参加者】

時々瞑想のモチベーションが下がるので曹洞宗系の座禅会にお邪魔する事がある

のですが、道元禅師が持って来られた教えというのは先生の教えを聞いていたら、欠

けている部分があるというか、そう言う事なのですか？

【水源師】

何故かと言ったらこれは道元禅師の体験が書かれているから、その体験を見たもの

だけが分かるようになっています。何故かと言ったら私がそれを読んで「あ、これは道

元禅師の体験が書かれている」と。なぜ分かったかと言ったら、その同じような体験を

持っているからです。だからその体験がなければ非常に難関ですよ。「何を言っている

のかな？」と幾ら本を集めても分からないはず。でも体験があればね、非常に簡単。で

もその体験はなかなか得られずに天界からの贈り物なのですよ。だからそういう事に

なっています。もし正式に教えられた場合にはだから只管打坐も本物です。ただそれ

を生半可に知ったふりして哲学的な考えでやったらこれは大変な事になります。「法

を持たずして説法をするは仏を殺す」と恐ろしい事です。仏法は民主主義じゃないの

ですよ。お釈迦様は「百千万人敵がいようとも我一人行かん」と。これが正法であると。

でも百千万人「これだ」と言ったらそれが民主主義でしょう？でも民主主義というの

は、本当の情報を与えられて民主主義であって、情報なくして「これだ」と、間違った情

報で皆動いているから社会がおかしな方向へ向かいます。凄い哲学者が言いました。

「私達が知っている全ては全て間違いである」と。お釈迦様はその事を言っているから

「百千万人敵があろうとも我一人行かん」と。私達が教えられた情報は殆んどが嘘だと

いう事です。

だから正法に出会うという事は難しいのです。本に書かれていないのです。体験者

だけが伝える事が出来るから、体験者も体験を受け取ってくれる人が出来たら最高の

幸せなのですよ。達磨大師さんでもたった一人ですよ。だから慧可和尚さんは「達磨大

師、あなたは私がいなければただの素浪人でしょう？」と。「旅から旅の旅ガラスでし

ょう？」と言った。その通り。だから私は凄い栄光を受けるチャンスを皆さんから頂い

ているわけです。皆さん方どんどん進化して行くのをみて、私はもう「いやー凄いです

ね～」って私自身がご褒美をもらえる事だからですね。ところが一般の人はね先生が

「はい、これを教えたからちょっと値段高いよ、一千万くらい貰おうかな」とか、「？？

頂戴」とかなるのだけど（笑）。私の方はね、この地球よりも高いよ。あなた達が法を

受け取って初めてお返しするくらいで。この世のお金じゃ払いきれませんよ。だから

いち早く法を受けとって下さいと言うわけです。
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イエス様の本当の教えはお釈迦様の教えの中にある

【参加者】

私はこの瞑想をしたら幸せになりました。次はどうやれば早く良い仏教徒になりま

すか？

【水源師】

はいそれはね、まず「I LOVE」を本当に深―く、深―く体験して、本物の愛を入れたら

それは早く仏陀の教えが入ります。

【参加者】

教会の本で見ていると、先生の教えとそれで勉強して、ここに入ってあとで覚えて

教会でお祈りします。仏教の事を良くわからないから、早く私は同じもので勉強して

この中に入って同じになりたいです。
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【水源師】

あなたの読んだバイブルはキングジェイムスと言う王様が 400年前に書かれた経

典。イエスキリスト様が言った言葉と相当違いがあります。今のクリスチャンワール

ドは経典を読んでそれを覚えて、その事を暗記して読書してそれがお祈りになります。

それはテープレコーダーであって、本当に自分の心から湧いた本当の真実の言葉とは

違います。だから St.John The Cross Of Fire、「God dwells in your word」。「神はあ

なたの言葉の中に存在します」と。だからその言葉をあなたが見つけなきゃいけない

わけです。ところが今のクリスチャンワールドでは、誰も宇宙の最高の瞑想を教える

人がいないわけです。イエス様はいつも瞑想をしていました。何故かと言ったら、イエ

ス様はムンバイ、ボンベイのヒンズーのお寺で修行して、そしてその後仏教を知る為

にラダックに上がって行きました。そこでチベッタン仏教のブラフマ・ビハーラ（四

梵住）の愛の瞑想法を完成させたわけです。メッタ。この事はインド政府がちゃんと

正式に報告をしていますでしょう？でも世界のクリスチャンは認めません。だからイ

エス様の本当の教えは、お釈迦様の教えの中にあります。で、お釈迦様の本当の教えは

本ではなく実際の瞑想しかないのです。だからキリスト様は一人でずーっと瞑想、瞑

想ばっかりしたでしょう？だから今やっている事が一番早く仏教を覚える方法です。

【参加者】

今の勉強をして同じ毎日やりますと、上手になりますか？

【水源師】

はい、ただ座ってずーっと自分の心を観れば「God dwells in your word」。それを仏

性と言います。仏陀。天界の仏陀が来てちゃんとあなたに観せてくれます。あなたが一

生懸命やればやるほど、素晴らしい凄いものをドンドンドンドン観て、くれます。特に

あなたはネパールから来たから、あなたがしっかりと仏法を受け取れば、又ネパール

も仏陀の華が咲きます。今ネパールは法を持っている人が、瞑想の法を持っている人

が少ないですね。だから Black　Magic（黒魔術）がいっぱい流行ります。インドも

Black Magic。それで人を苦しめているでしょう？あのね、Black Magicって簡単なの

ですよ。ある人がいつも病気なわけ。どうして病気か誰も分からないわけ。その原因は、

離婚して初めて分かったわけ。離婚して他の新しい奥さんと結婚して食べたら、病気

が全部治ったわけ。その前の奥さんは、食事を作っていつも怨み小言を言って、料理を

するので、食べ物が毒になっているわけ。ナーマが、心が食ものに移るわけです（笑）。

本当の話ですよ。だから楽しく愛し合って何とか言っているけども、心の底で「憎たら

しい何とか」と思いながら食事を作っていたら、それを食べたら病気になっていつま

でも「おかしいなぁおかしいなぁ」って言っていましたが、ずっと過ごして離婚して初

めてそのことが分かったわけです。ケロッと治って、今度新しい奥さんは何か食べた

ら調子が良くて全然病気にならないわけです。毒は入れていないですよ。その怨み辛

みから何か知らないけど、心が食事を作るときに食べ物に移って病気になるわけです。
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だから下手に人の作ったものを食べられないわけですね。「これは美味しいですよ」と

か何とか言って食べてその作った人の心が魔だったら、毒を食べるから大変な事にな

るかもしれないですよ。ナーマだから。ナーマ・ルーパ、その色即是空・空即是色・受

想行識も一緒だと。本当ですよ。物質が変わるのだから。何か笑い話の様だけど本当に

そうです（笑）。

【参加者】

それ聞いた事あります。主人を殺したかったら憎んで作れって、いう話を知ってい

ます。

【水源師】

あ、そう。これ本当の話。これ白人の話だよ。実際の話。これを Black Magicと言いま

す。

【参加者】

これは逆もありうるわけですか？

【水源師】

もちろんそうですよ。心を込めて作れば、スジャータがお釈迦様にミルクライスを

作ったでしょう？素晴らしい聖者だと。「お釈迦様、どうかこれを食べてください」と。

心を込めてそれをやったからすぅーっと体が良くなって、もうすっと菩提樹の下でね。

正覚を得たでしょう？だから女性はね、凄い力を持っているのですよ。生かすも殺す

もどっちの力も。本当（笑）、本当の話ですよ、これ。だからＡさんの素晴らしい心で

ね、皆さんが成道せざるを得ないですよ。だから皆さんは心から、特に男性はねＡさん

に感謝してね、憎たらしいというもので作られたら、全滅。逆だからね。進化が早いで

すよ。びっくり。良いですか？

【参加者】

はい、ありがとう。

【水源師】

美味しいものを作ってあげてね。心からですよ。
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地蔵菩薩様の話、現世での高徳が先祖を必ず良い方向に向かわせる

【参加者】

ちょうど連休が秋分の日で、こっちに来る事になったので墓参りが出来ないので、

ちょうど墓参りをしてから「瞑想合宿行って来ます」とご先祖様に言ってこっちに来

たのですけど、墓参りをしてご先祖様が今地獄にいるか、餓鬼にいるか人間になって

いるか何処にいるか分からないわけですね。それでも通じるわけなのですか？

【水源師】

もちろん。だからどういう事があってもね、あなたの思い、愛している人の思いで祈

ってあげればこの高徳が必ずやこの方を良い方向に向かわせるわけです。その高徳で

地獄から出て来る事もあるわけです。何故かと言ったらね、お地蔵様知っています

か？有名な。お地蔵様のお話、知っている人あります？

【参加者】

先生のお話を法話で。

【水源師】

よく覚えていて、嬉しいですね。じゃあもう一回言います。この娘さんはね、お母さ

んをとってもとっても愛してとっても大好きなわけ。でもね、このお母さんは生きた

魚が大好きで、生きた魚をピチピチしたまま食べるのが大好きなわけです。この殺傷

という事をしたわけですね。「全てに仏性あり」と言う事で。その時に仏が涅槃に入っ

て五百劫。ゴータマブッタはたった二千五百年。一劫といえば、次のカルパと、もし数

えた場合でも５６億７千万でしょう。もっとあるかも分からない。この数字が未だに

誰からも聞いた事もないし、文献からしか発見出来ないのですよ。非常に時間帯が分

からないです。

ちょっと間を挟むけど、マヤカレンダーは今回発表したけども、ワンサイクルが一

年の数え方が2920日。365日が私達の一年でしょう？だから大体8倍くらいの長さで

計算するわけ。千年だったら八千年。日本の歴史の二千年だったら一万六千年のスパ

ンになって、決して一日も間違わないわけです。何故間違わないか？と言ったら、金星

と地球を同じ場所から測るわけ。他の星、天体、三つが一直線になるわけですね。とこ

ろが金星は一年に225日だから金星と地球が会う所がずれていくわけ。地球が8年た

ったら同じ場所の星と金星が太陽と一致します。と言う風にインカ文明は現代でもや

っと追いつくくらいの事を千年・二千年・万年いつの時代やったか分からないので

す。インカの民はすごく高度な文明を持っていたけれど、ある日突然全部消えちゃっ

たわけ。全てをおいて。殺されたわけでもないのに。特にマスタークラスが全部いなく

なったわけです。後で残されたのが今のインカの民で殆ど分からないわけ。その後で、
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コンキスタドール（征服者）が来てと言うけれども、天体観測と時空の時間を見たら

超高度な文明を持っているわけです。その時の話を聞いたら、時空が開いて他の時空

に入って行ったと。と言うのはこの世がもの凄く悪くなるから、それが三千年前の話。

また話を戻りますけど、地蔵菩薩の話に。話が飛んでついて来られないでしょう？

（笑）。その五百劫、想像を絶する時間の後に、その時の仏陀が涅槃に入った後五百劫。

五百劫後の仏像に一心不乱に手を合わせたわけ。また仏像の話が出て来ますよ。そし

たら、仏陀が出て来たわけ。「お前がそんなにお母さんが好きだったらお母さんに会い

に行かす」と。ずーッと時空を通して行ったら、世の中がだんだん恐ろしいとこになっ

て地獄界に近づけばね、そこは鉄の魚が人を食い荒らしていると。鉄の犬が人を殺し

ていると。鉄の鳥が空から来て殺傷していると。何だか似ていませんか？ドローンと

か言って。だから地獄の一歩手前の世の中が私達の世の中。だから三千年前にインカ

のマスターズクラスは全部他の時空に移ったわけです。又そういう時空もあるのです

よ。涅槃に似た様な時空が。そうして仏陀がずぅっと連れて行ったでしょう？私も観

音様が阿弥陀の国に連れて行ってくれたのですよ。それでその存在を確認出来ました。

と言うのは「いやー絶対あるはずだ」と思っていて観えなかったからショックでね。私

の小さい力では。全宇宙を見てもここの宇宙の中じゃないので、他宇宙帯にあるわけ

ですよ。他銀河系ではなく他宇宙帯にあるから観えないのは当然。後でＧさんに聞い

たら「はい。そうです。十万億土というのは十万億の他宇宙コスモスの所にあります」

と。だからなかなか観えない様になっている。この宇宙はでっかいわけ。「それはまぁ

嘘でしょう？」となるわけ。「この宇宙はでっかくて、その他にまた十万億？」。それが

当然あるわけ。何故かと言ったら、この前あるお坊さんと問答した時に「あなたはルー

パを観た事があるのか？」と。地・水・火・風それぞれ一つずつに物質を作る究極の

物質があります。Four elementと言う。全宇宙がそのelementにプッと入っちゃうの

だから。だから十万億土なんて易しい事。でもこの宇宙のこの中にいたら出られない

様になっているわけです。心がそれ以上行かないから。だから法を持てば、それ以上の

世界に行くから当然プッと行けるわけです。と言う事で、また話が飛びましたけど、ま

ぁ戻して（笑）。

そしてお地蔵様がずーっと行ったらお母様を見たわけ。恐しや、恐しや。まぁ刃の落

ちる所で苦しんでいる。それでお地蔵様になる前に救ったわけですよ。それでお地蔵

様は仏陀にこう誓ったわけです。「私はこの地獄が全部空っぽになるまで仏陀になり

ません」と。そういう誓いを立てて、理由があれば救い出します。どんなに小さい理由

でも。その証拠に私の同期のお坊さんが六代前に三人の女性を焼き殺したけども、カ

シャパ仏陀にお供えしたと。ダーナしたと。その理由を見つけて私は地蔵様が出した

と思いますよ。だから最大の菩薩は地蔵様以外ないと思いますよ。また地蔵様、即、観

音菩薩なわけですよ。観音菩薩、即、阿弥陀様。阿弥陀様、即、大日如来になって行くわ

けで全て一体化しているわけです。だから法然上人も高野山で勉強したわけです。親

鸞聖人も高野山で勉強したわけです。と言うのは弘法大師様が極楽寺、第二番道場に

なるみたいですけど、そこで 37日阿弥陀経を拝んだ時に阿弥陀様が現れてそれを彫
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ったらしいです。私がマンダレーのサガイン、レディーセヤドーはゴエンカさんの大

先生、そこに行って経典を調べた時に、涅槃に達する方法がありますという経典があ

って、それは37仏を供養すれば弥勒菩薩を待たなくても良いと。弘法大師様が37日

ですよ。3、7。そしてサガインのレディーセヤドーが書き残してくれた経典を見たら 、

37。数字には秘密があります。それで私が急遽バガンで護摩焚きをやった時にその後

気が付いて、日本に打電して「37仏の真言があれば欲しいと。あるはずだ」と。「ありま

す」と。それで37仏の真言を唱えて、ボロブドゥールで護摩焚きの行をさせて頂きま

した。何故かと言ったらね、日本の護摩焚きの経典にはザラッと書いて37と書いてい

ない。数えれば37なのですよ。摩訶不思議、ピターッと。何故そうなるかと言えば、結

局ちょうどボロブドゥールの世界最大の遺跡を作ったのはナーガールジュナ（竜樹

菩薩）の設計によって竜樹菩薩の弟子の竜智、金剛智、不空三蔵とかけてそして阿闍

梨に渡って弘法大師様が法を受け取った時に、ナーガールジュナ様がそれを見届けて

他界したわけです。だから竜樹菩薩は六百年の命を持っているわけです。法を受け取

った瞬間に彼は何処にいたと思います？阿弥陀の国。彼が言ったのは「阿弥陀の国」と。

だからお釈迦様がね、ゴータマブッダが「私が死んで五百年後には私以上の凄い行者

が出る」と。私は達磨大師様かな？と思ったら、やっぱり竜樹菩薩様の事と思います。

という風に全部繋がって行くわけですよ。密教も浄土真宗も全て繋がって行く。驚く

べき事にユダヤ教では、死んだら西に向かって「アミタ」と言うのです。「アミタ」。本当

です。ユダヤ教で「3，7」は神の事なのです。37は神。だから全て繋がっているわけなの

ですけども、普通本当にそうなのかなと思うのですね。ただ私が言えば空論になる。空

想とか。そういう体験をしないし分からないしね。それぞれに分割されているから、繋

がらないわけ。だから話が今みたいにドンドコ飛んでしまうでしょう？（笑）。

そう言う事でお話を戻しますけども、供養するという事は大切です。ただそれがお

墓に行かなくても行けない時はその時、家の中で線香をあげて「ごめんなさい。行けま

せん」と。またそれがいつまでも出来ない時は「私はこれから体も動かないし、墓参り

出来ません」と。言いながらそこでやったら、もうそこで全うしていると思いますよ。

それでどうでしょうか？話が沢山出ますね。聞かれたら出るけども、自分からはなか

なか出せない。

水源禅師、薬師如来、受随観、青色の関係

【参加者】

今日の瞑想中に、瞑想中って何かが観えてもビジョンとかはおいといて、光は白の

場合が一番多いのですけども、青いのが多くて凄く今回青が多くて、青ばっかりなの

です。青い光がパチパチしたり、青い炎はなかったかな？そういうのが凄く多くて珍

しいなと思ったのですが、何かあるのかなと。
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【水源師】

私と瞑想すればね、ほとんどの人が青を観るみたいです。ブルー。その青はね薬師如

来。薬師如来は東で一万仏の先生なのですよ。そうです。薬師如来は七つの仏陀が薬師

如来で、七つが一体化しています。その昔日本では薬師如来を非常に崇めて病気を治

してそういう伽藍もあったけれども、またそのうち消え去ったのだけども。だから薬

師如来は東の浄土、西の浄土は阿弥陀の浄土となって。阿弥陀と薬師如来もそれが一

体化しているわけです。

【参加者】

私が朝ここで瞑想する時に、沢山の青が出てきました。その時に私はずっと瞑想し

ていてわからない。

【水源師】

そうです。私もトロントで瞑想したら私の生徒は全部青を観ます。青、青、青と。それ

は理由があるのですよ。最初に東の方に大仏を観たのですね。「なぜ大仏、東だろう？」

と。私はお釈迦様だったら分かるしね。阿弥陀様だったら分かるし。また私と薬師如来

様の深い関係があると思うけども、面倒くさくて私の過去生は 20代で止めているか

ら（笑）。辿っていけば、大ロマンが出るのだと思うのだけども。

私は小学校でビリって何回も言っている様に、皆さんは小学校でビリになった事は

ないでしょう？だから、皆さんは私より当然沢山観えるはず。観えなきゃおかしいと

思います（笑）。だから私も低脳の方でもこれ位行くのだから、皆さんが努力すれば

それは凄い所に行きますよ。

【参加者】

水源先生の法話会に行く前に、青い炎がずっと出ていたのですよ。本当に瞑想中に

色ってあんまり出ない印象なのですけど、青い炎がボーッと燃えていて「何だろうな

何だろうな」というのがあって、来たらまた今日も青いし。何ですかね？。

【水源師】

特に受随観は人の病気を治す瞑想だからね、薬師如来と密接に関係があって。この

宇宙は四つで、必ずピラミッドは四なのですよ。それでパーフェクト。四方八方の四方。

だからお釈迦様の組み合わせは全て四なのです。でも日本では「死」とか、中国では「さ

っ？」と言ってね「さつ、さつ？」と言って四はだめ。でも仏法は四つ。No.4が非常に強

烈な秘密を持っているわけです。だからカイラス山という世界最高の霊山も、ピラミ

ッドで四つ。東には観音様が立っておられます。その写真はお分けしましたけど、あの

写真はこの世でただ一つだと思いますよ。誰もあれは撮った事がないと思います。あ

れは私が命を落とすかどうかとして撮った写真で、たまたまそれを撮りに行って撮っ

たのではなく、撮らせて貰った写真なのです。命を落としてもおかしくない状態だっ
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たわけです。そう言う事で、また今日もよもや話から大変な話になって。

「オン、カカカビ、サンマエイ、ソワカ」

【参加者】

お地蔵様の話で、地獄に行ってしまった人を助けるためのお祈りの仕方は、どうい

うお祈りの仕方ですか？

【水源師】

地蔵様。地蔵様は一生懸命願えば、地獄に落ちた人も地蔵様が何とか助けてくれま

す。

【参加者】

真言の様なものはありますか？

【水源師】

あります。確か真言は「オン・・」

【参加者】

「オン　カカカビ　サンマエイ　ソワカ」。

【水源師】

そうです。私は唱えてないから。ご無沙汰しています。はい、あります。
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