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水源禅師法話

宇宙の最高の果物を食べて消化してくれたと言う最高の栄光

さぁ今日はまたリクエスト方式で行きますか？それよりも私がもう明日死んでも

ニッコリ笑って死んで逝ける様な感じです。しっかりと法を受け取って、沢山の人が

法を受け取って貰いましてね。でここでサティパッターナ（念処経、四念処経）を具

現化させてね、やっぱりカーヤヌパッサナー（身随観）、ヴェーダナーヌパッサナー

（受随観）、チッタヌパッサナー（心随観）、それからダンマヌパッサナー（法随

観）の法門、四つにそれぞれ分かれて行されたと。実際の事と言う事でまたそれぞれ

成果を相当高く挙げているからです。まぁ私としてはお釈迦様の四念処を具現化させ

て、目の当たりに皆さんがそれを受け取って。で、実に短い間にこれくらい凄い結果が

出るわけですね。

ところが、一生本を読み尽くしても、こういう体験は得られないと思いますよ。どん

な勉強して最高の学問を積んだとしても、こういう体験とは全く関係ない事になりま

す。八万四千の法門を丸暗記してもこれは得られない。という風な正法を受け取る心

の心田が出来ていたわけですね。

という風な非常に素晴らしい栄光を私は受けましたね。こう言う事はもう前代未聞、

あり得ない話。と言う事でまあ皆さんよく頑張ってくれました。こんな短い時間で。で、

日本はもう5連休とかこういう事ないでしょう？この時期逃せば、またいつの日か法

を伝えられるか分からない。たったこの時期、それをもう昨年からずーっと考えて考

えて、ＧさんとＨさんがもの凄く努力して。一年やってもやっぱりなかなか良い場所

が見つからないですね。でも、この時期を逃せば、もう法を伝える事が出来ないでしょ

う？皆さんには時間の余裕がないからです。だからもう全部これは奇跡的なわけです。

でも、法を伝えられたら困る生命体がこの日本にいっぱいいるわけです。目に見え

ない生命体。いっぱいウヨウヨしているわけです。三陸沖地震、知っているでしょう？

その時波がグワーッと来て家流されたでしょう？そしたらYouTube見てご覧なさい。

何か知らないけど化け物みたいなね、白いものがフーッと屋根に上上がってパッと、

消えたましたよ。

【参加者】

見ました。

【水源師】

誰も何も言わないでしょう？
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【参加者】

　あれは良いもの、助け舟ではないのですか？

【水源師】

　違う。

【参加者】

　あれゲゲゲの鬼太郎の一反木綿か何か。白いのがブワーッと。

【水源師】

　そうそう。物体として水の中を泳いで上がって行くからね。生き物なの。幽霊でもな

いわけ。で、またね、激しい勢いで土煙をかけて走っていく生命体も居ったけど。あれ

見えないけど物体なわけ。生き物。でそれが逆に今度ね、激しい勢いで海に向かってダ

ーッと走って行ったのも見ましたけど。「あるな」って。だからこの日本にはウヨウヨ

魑魅魍魎（ちみもうりょう）がね、もうウヨウヨしているわけです。

で、これであなた方が正法を受け取ってくれたから、浄土禅にしろこれも正法。簡単

で非常に簡単で良いのだけどなかなか人はやらないのです。ヴェーダナーヌパッサナ

ー（受随観）はもっと難しくてなかなか難しいし、カーヤヌパッサナー（身随観）も

こうして正式な方法でやって。楽しかったですか？

【参加者】

　楽しかったです。

【水源師】

　凄く良かった？

【参加者】

　はい、気持ちが良いです。

【水源師】

　今までになかったでしょう？最高の瞑想法で、これはお釈迦様の方法。お釈迦様の

方法は、非常に簡単で優しくてすぐ行けるわけです。ところが皆さんが何十年やって

も旨く行かないというのはね、お釈迦様の教えじゃないわけです。もっともらしく教

えて到達出来ないという事は、お釈迦様の教えではないわけです。お釈迦様の教えは

これだけ簡単にスッと行っちゃうわけです。でなければあれだけの人をあの昔教えら

れないですよ。難しかったらだーれも見向きしないと思います。

と言う風に今まで本当に正法が根付かないと言うか、とても難しい事だったのです
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ね。近年において特になかったような気がします。昔は分からないけど、消え去ったの

かもしれないけど。だからこうして五日間、非常に短い時間帯だけども、皆さんにとっ

て長い時間だけど、仏法の世界としたらもう、まぁ一瞬のもの凄く短い時間帯。ミャン

マーでも最低 3年、10年かかるとか、一年でも何も出来ないとかですね。半年なんて何

も出来ないのです。ところがあなた達はたった五日間でここまで来るのだから。本当

の正法に出会えばこう言うことになるのですね。

と言う風にまあそういう素晴らしい、何と言うのかな、栄光を頂きさせて貰ってね、

皆さんに伝える事が出来て本当に私は今ここで死んでもね、ニッコリ笑って逝けます。

もうお金には代えられない凄い贈り物をする事が出来たと。でなければ私が持っても

ね、この果物は腐り果てて使い物にならないわけだから。それをこの栄養のたっぷり

の宇宙の最高の果物を頂いてくれまして、消化して下さいましたからね。これは私に

とってはもう最高の栄光なわけです。私が幾ら沢山の果物を持ってもね、誰も食べて

くれなかったら腐って何も役立たずでしょう？と言う事なのですよ。

だから山奥に入って一人で悟り開いてずーっと自分だけ持ったって、そのフルーツ

が沢山出来ても誰も食べてくれる人がなかったらあんまり意味ないわけです。非常に

小さい高徳しかないです。でまた種が生えて何時の世にかも分からないけどもね。実

際このフルーツを果物を、私の目の前で皆さんが食べて大きく大きくなってくれまし

たからね。これはもうこの世の最高の栄光を受けています。現代においてね、昔は知ら

ないけど。まぁそういう御釈迦様の素晴らしい贈り物を皆さんがお受けになりまして、

私はまぁこれ程の幸せはなし。

お釈迦様の正法が伝わっては困る魑魅魍魎達の魔教

ところが、魑魅魍魎（ちみもうりょう）達は、とても悲しいと思う（笑）。嘘がばれ

てね、これから大門が大きく開いて全部閉じ込められた人が出て行くからですね。そ

れは悲しいわ（笑）。自分の獲物と思ったのが、全部自由に出て行かれたら困るでし

ょう？でこの魑魅魍魎はね、皆さんが喧嘩して憎しみ合い悲しんで苦しめばね「あぁ

幸せだなあ～」っていう生き物なのですよ（笑）。だから今はね「あぁ門が開いた！あ

ぁこれから皆出て行く！あぁ悲しい」ってなるわけです。「私の幸せ吹っ飛ぶ」って

（笑）。逆なわけですね。という風に大きく社会が狂っているわけです。

だから本当でない事を人に喧伝して、さもこれが本当であるとそれもお釈迦様の教

えであるみたいな事言うのは本当に魔の罠なわけです。これをお釈迦様は悪魔の投げ

餌と表現して苦の中の一つに入っています。これによって皆さんが何処にも行けなく

なるわけです。で逆に不幸が起きるわけでしょう。だからこういう教えを今している

から、皆さんが不幸になるでしょう？逆にケンカもするし大変な事なるのだけれども、

この魔人達は「とても幸せ。私のこの魔教がドンドン広がって行く」と。本人は正法だ
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と思っているわけです。ところが、もう狂ってしまっているからね。何処にも行けない。

何年やっても。

だからお釈迦様の正法はこれだけ強烈でこれだけ短い所で体得して行って、体もす

ぐに分かるでしょう？変化起こして。だからそういう魔教はね、頭が痛くなって何も

出来ないし。砂を噛む様にとっても苦しい修行なのです。その行というのは、もうもの

凄く苦しくてご飯も食べずに刑務所みたいな所で修行するのが行だと思っているけ

ども、大間違いです。もう刑務所以下の食事出して、囚人でも怒っちゃうと思いますよ。

で、そういう風に食事出して大金を受け取る人達は、これが正しい修行だと思ってい

るようです。全く修行とは関係ないことです。と言う魔教をやっているわけですよ。デ

バダッタの魔の教えをやっているわけです。

【参加者】

　向こうは凄く座りやすかったです。

【水源師】

　そうでしょう？

【参加者】

　虎さんいました。

【水源師】

　虎さんもいて。もう完全に狂っている。

【参加者】

　こんなに広いのにね。

【水源師】

　どうせ使わないのだし、空いているでしょう？お寺ですよ。上も下も空いて何処も

使っていないよ。それでここのとても小さい所に押し込めてこういう事。魔にやられ

てしまっている。魔教に完全にやられてもう狂っているとしか思えませんね。普通の

人間だったらね、完全に超大キチガイ。誰が見ても。普通ね、お金取ってさ、座敷ここ全

部空いていたら「どうぞ使って下さい。お客さん入るまで」と。「幾らでも使ってくださ

い」というのが、商売としては正道。というのは、それでまたお客さん呼ぶから。そうで

しょ？ところが、ここは逆やっているわけ。「金、金、金」と言って真逆やって「お客来る

な、来るな、来るな」とやって、それで「金ない、金ない」ってそれは金ないとなる。滅茶

苦茶です、誰も来ないですわ、こんな。商売も分からない。で仏法もしない、禅もしない。

　と言うのがね、今の日本の現実。恐ろしくない？これが本当の日本の正体なのです

よ。でこの為に皆さん、クルクルクルクルクルクル、本当にクルクルパーじゃないけど、
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クルクルクルクルやらされるわけ。あなた達、魔を観た事ないでしょう？魔の大将。本

当にいるのですよ。普通の人間だけど観えないですよ。法力を持てば観えるのですよ。

普通の人間だけど、こう歌を歌って何か聖者の格好してやっているけれど、ハッと観

たら「これは魔だ」と。何故かと言ったらね、背景がね霊界なのですよ。暗ーい薄暗ーい

中にね、映像がね、夜に向かう薄暗い映像になるわけ。全部背景観えるわけです。森の

背景とか。何もないよ普通は。普通の人は普通のこういう風にしか見えないわけ。私の

目から観たら「あらまぁ魔王が座っている」と。人達は嬉しそうに「ああ～」って喜んで

いる。そしてその上にね、こんな何か子供のがあるじゃない？こう何か「トントントン

トン」っていう丸いやつで丸太鼓みたな。

【参加者】

　デンデン太鼓？

【水源師】

　デンデン太鼓みたいな。ああいうのがね、こう吊り下がってクルクルクルクル空中

で回っているのですよ。だから本当に魔王って居るのです。あなた達の目にはただの

人にしか見えないわけです。それでね、歌を歌って喜んでいるわけですよ。「いやー素

晴らしい歌、あー凄い、凄い」と。でも私から観たら「うわー魔王が座って、もう死の世

界に皆を連れ込もうとしている」と。それもね、霊界の悪い所。薄暗い所へ連れていか

れてです。で全部自分の手下にしちゃうわけですね。今の世で家畜化されて、次の霊界

で奴隷になるわけです。

でもその霊界であってもね、人間界でも一緒なわけ。ある種類の蟻さんでもね、敵の

所に攻めて行って全部蟻を捕まえて奴隷にして使うそうですよ。この種類蟻は地球に

５０種類存在するそうです。だからそういう魔王の世界もね、人が死んでそこに新人

が入ってくれば「あー嬉しいなあ、また新しい新人が沢山来て」と。「また使える」と。そ

うなるわけです。だから一生懸命魔教をやるわけですよ。そっちに来ないで他に行っ

たら商売干上がる、じゃないですか（笑）。天国に行かれたら。特に極楽に行かれたら

もう手の付けようがないし。手の届きようがないし（笑）。だから一生懸命それをね、

防ごう、防ごうってあの手この手使うのですよ。で本当でないのに本当でまさに本当

の様な事を、まぁ実に巧妙に皆さんを化かすしね。で本当の事をまるで大嘘みたいに

こう一生懸命小細工するわけです。また潰しにかかるとか。

日本の原発は世界一の原爆製造機

だから今の日本の現状を見ましたらね、まず正しい情報は真っ黒の黒塗りで、本当

のことは伝わらない様にしていますね。殆ど私の言っている事通じないでしょう？そ

れは外国ではすぐ見られるわけです。だから言語関係もあるかもしれないけれど、こ
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れだけシャットアウトされているわけです。だから何でもあり。誰かさんの勲章付け

肩書き付けて大学のバッジ頭に付けて「総長が言った」と言う事でそれが真実であっ

て。

原発で現場を見て本当に人が苦しんでいると。あ、それは嘘。嘘どころかのそんな事

を言ったらね、もう刑務所に入れるかバッシングして生きて行けない様にする。で日

本の国民は「原発は安全で世界平和で核爆弾を作るよりはこういう原子力発電で幸せ

が来る」とそう言っていたのですよ。本当にそう言ってて。「事故は絶対起こらないし

これ程素晴らしい英知である」と「公害もないし」。ところが何と、これ以上の恐ろしい

毒はないわけですね。だから今福島は手の付け様がないわけですよ。だーれも直せな

いわけ。ところが政府はね、福島の原発（事故）が起きた時、何と言ったか知っていま

すか？「皆さん、冷静に、皆さん、冷静に行動して下さい。冷静に、冷静に行動して家か

ら出ないで下さい」って。家に居たらもう放射能でやられたでしょう？原発事故その

そばの人達ですね。

【参加者】

　風向きもあったのですよね？こう向きが本当の情報を流さなかったのですよね？

【水源師】

　そう。私は現場の人間だからね、機械の作用とか機能が分かるわけです。この原発は

ねブレーキが一つだけなのですよ。車、四輪車あるでしょう？ブレーキ一つだけだっ

たらこれは恐ろしい事でしょう？普通はねブレーキシリンダーが付いて四つ車止ま

るでしょう？それが一つしかないという状態ですね。で普通の車はね、ハイドロリッ

クと言ってね、ブレーキオイルで止めるやつと、それからハンドブレーキってあるで

しょう？二つ付けるわけ。もしハイドロリックの液体がこぼれても、ゆっくりしてブ

レーキが利かなくなるから。で最終的にはハンドブレーキこれでやるのだけど、それ

でも止まらない事がいっぱいあります。

で、NHKの原発の設計図を見たらね、どういう設計図だと思う？車輪に一つだけのブ

レーキシステム。事故があったら絶対止まらない設計なわけです。何故そうなったか

と言えば、結局高熱でなって電気系統が止まったら日本語で言えばね、日本語の専門

語で言えば何て言うか分からないけど、英語では Fluid mechanical systemって言っ

てね、空気、空気流体を使ってエアブレーキシステムと言うがあってね、大きなトラッ

クとか、そういうシステムで動いているわけです。この福島の原発はエアブレーキシ

ステム一つしかなかったのです。

電源が切れたらそれが作動しないわけですよ。電源が切れても作動する様に普通は

作るわけです、実際そうゆう風に作っているわけです。それでその作った発電のエン

ジンがね、普通は空中に設置するようになっています。地下に設置したら海水が入っ

て来たら空気がなくなってもう作動しないわけです。そのディーゼルエンジンという

のは空気が必要なエンジンなのです。バッテリーがあるはずなのです。バッテリーが。
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絶対にそういう時はね、そう言うディーゼルエンジンが作動しない時は特殊なバッテ

リーがあってね、全てシャットアウトしてもこの電源でエアブレーキシステムのシャ

ットアウトが作動するはずです。それがね、バッテリーシステムの事を一つも言わな

いと言う事はないわけ。6つある原発に一つもその基本であるそれがないわけ。それに

プラス何と言うかな、エアブレーキが作動しなかったでしょう？電気がなくなって。

そしたらそれをやる為に人が入って行って、バルブをオープンしてエアブレーキをオ

ープンしてバーンと止めなきゃいけないでしょう？で、その空気あるでしょう？空気

ボンベ。それが原子炉のそばに設置してるわけですよ。で、鉄のドアの中なわけです。

だから人が入って決死で入って行って死ぬわけです。強烈な放射能だから入って行っ

て開けてやったのだけれども、それでも止まらないしね。

そういう設計は本当に恐ろしい設計で。普通はさっき言ったでしょう？ハンドブレ

ーキ。ハンドブレーキみたいにメカニカルシステムと言ってね、それもワイヤーでは

なく鉄の棒で上げたり下げたりするのが正解なわけです。鉄が曲がると言う事は滅多

にないからね。ロッド。だから昔の自動車の設計はね、ワイヤーではなく最初のブレー

キは iron rod system（アイアン・ロッド・システム）で、鉄の棒でやっているわけ。

だから絶対に作動するわけ。だからそういうシステムを外に設置すれば人は死ななく

ても良いわけです。

もう完全に何と言うの？勉強頭で設計しているわけですね。何と言うの？勉強頭と

言うより教科書。教科書の頭で設計しているわけです。教科書は全て100％正しいと思

っているようです。本では間違いなわけですが、でも実際は違うわけです。実際と言う

のがこのお釈迦様の教えている仏法なわけです。で実際ではない事がさも本当らしく

仏教経典出ているでしょう？こうすれば良い、ああすれば良いと。だからこの福島の

原発（事故）見て、その実態の心がそうだから福島の原発（事故）も起こるのかなと

思いました。

でまた原発はね、地震の起こる所では自然放射能良く発生して、核火が燃えて原発

が作動しやすいわけです。だからそういう所をめがけて作っているわけです。だから

それを隠して後で「あぁ、断層地帯にある」とか言いますが。いや最初から（笑）断層

地帯に作っているわけですよ。実際に、後でバレテ「あ、しまった！」と。嘘、嘘！断層地

帯によって大地からの放射能のマッチ棒みたいに火が点くから原発が作動しやすい

わけです。いつも一年半かそこらで、一つの原子炉止めなければいけないわけですよ。

チェックする為にね。今度作動させる時に断層地帯だとまたすぐ発火するでしょう？

ない所では発火なかなかしないわけだし、難しいという事だと思いますよ。この日本

は地震国でしょう？　パイプも何十キロとあるわけです。ちっちゃいパイプが、水道

パイプが。どんなに頑張っても何十キロもある水道パイプが地震でガタガタと必ず壊

れますよ。魔王様が踊って喜んで作っているようです（笑）。
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【参加者】

近くにあるのですよね。伊方原子力発電所って愛媛県の。プルサーマルという一番

危ないプルトニウム作っているやつ。

【水源師】

　それもそうだしね、福島原発ってどれだけ事故を起こしたと思いますか？あの時。

女川原発はね、核爆発を起こしているわけ。発表していない。（アメリカの原発専門家

の報道では核爆発の発生電光の映像でしたが、日本の報道では地震による電磁波発生

した様に映像が出ていました）福島原発も完全に核爆発を起こしているデーターを

見ました。水素爆発ではない。その事言もえないでしょう？この原発は全てね、原爆を

作る原爆製造機なわけです。そうしなくても良い原発の方式がいっぱいあるのに、わ

ざわざ広島・長崎原爆落とされた国が、世界一の原爆製造機国家になっているわけで

す。

【参加者】

社会で習いましたけど、学校で非核三原則って「作らない、持たない、持ち込ませな

い」

【水源師】

何ぼでも出来るわけ。日本には指揮権が無いから、日本国内の多国籍軍の検査は出

来ないのです。

【参加者】

それは嘘って事ですね。

【水源師】

　そうですね。私の高校時代に、同級生のお兄さんが大阪湾に来たアメリカ海軍の原

子力潜水艦の方にインタビューしたそうです。世界一の原爆製造工場だからね。だか

ら山口のあっちに行ったらね、米軍基地があってね、そこら辺に住んでいる人のお爺

さんお婆さんの顔真っ黒けだって。被爆公害と思います。非核三原則はまるで嘘。だっ

てね、アメリカの基地に入れないのですよ。治外法権で日本国家は許可貰わなければ

入って行けないわけです。だから、アメリカ政府が「無いです」「はい、無いと言ってい

ます。ないです。」それでおしまい。でも実際にその基地の近くの人は被爆状態で皆顔

が真っ黒けで、お医者さんに行っても「あ、色が黒いな」それでおしまい。それで異常な

し。と言う魔がこの日本中踊りまくっているわけです。

ただ一つの救いはこの正法。正法をしっかり掴めばね、あなた達はいつ死んでもニ

ッコリ死んで行けますよ。必ずや良い所に生まれるからです。まあ殆ど全部天界に生

まれるでしょうね。この正法を持ったお陰で。それであなた達はもの凄く良い来世が
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待っていると思います、だから一人でもあなた達みたいに他の人も幸せにしたくない

ですか？そしたらこの原発があろうが何であろうが、関係ないわけです。どうせ人間

は生まれて死ぬから。死ぬ時はね、天国の良い所に行ったら良いでしょう？ところが、

そういう法を持たなければ魔王様の所に行く可能性が大いにありです。苦しんで恨み

つらみで死ぬ時。だからそう言う事があっても全然恐ろしくないわけ。だってあなた

達には一つも罪もないしね。

法は道徳以上の究極の真理

その昔に、こう言う事をセッティングしたわけ。1770年代。1770年と言ったら江戸

の中期かな？開闢（かいびゃく）1603年でしょう？だから1770年代に、もはやこの

時代に世界のセッティングが始まったわけです。だからフランス革命とかね、ナポレ

オン戦争とか、こういう状態を作る事を淡々ともうセッティングしてあるわけです。

だから仏法を持てばここまで見えるわけですよ。で見えないのはね、悲いかなそう

いう教学勉強を、それから文献勉強をしている人はね、見えないのです。何故かと言っ

たら膨大な量でしょう？研鑽して行くでしょう？間に合わない。それも部分・部分で

研鑽して行くから総合的には見えないわけですよ。だから仏法を持てばね、去年もそ

うだけど、もう非常に短時間で一冊の中身皆分かるでしょう？だから仏法を持つとい

う事はそれくらい凄いわけですよ。これが本当、これが嘘って。そういう目で文献を調

べれば「あーこれは1770年代」。それどころか、今から500年前に、もはやセッティン

グしていたかも分からない。その兆候が大体見えるのです。ちょうど新大陸を発見す

るコロンバスのあの辺りから、虎視眈々（こしたんたん）と今の世界の状況を作った

みたいです。だから日本ではそういう文献があってもね、読めない。何を意味している

か分からない。私が外国にいるから「あぁ」そうなんだ。そういう風にね、100年じゃな

いのですよ。500年くらいもうセッティングしている。500年。今から500年前と言っ

たら日本では、戦国時代でしょう？鎌倉。だからスケールが全然違うわけです。

だからそういう風な力にでも対抗できるのはね、この仏法なわけです。それをあな

た達が受け取ったわけです。だからこれからあなた方がこういう事をして行けば、何

の恐ろしい事もないしもう来世が約束されているのだから、良い所に行くと。ここで

修行したと言うこと事態でもう約束されているわけです。それだけ凄い所に来たわけ

ですよ。正法の所で修行したというだけで。この日本広しと言えどもね、本当に正法を

教えてくれるそういう道場に出会えるのはとても難しいと思います？それはある程

度は正しい事教えますよ。でも法と正しい事を教えるとかね、は全く別の事。法は法を

持った人だけからしか教えられないわけです。只管打坐でもそれはただその方法であ

って、その法を持ったか持たないかは全く別の話で。

本当の禅道場でどうして食べるかという。その文献だけ見てやっているみたいです

ね。だから米一粒残さない様にと。その意味は私が毎朝やったでしょう？その為の事

なのです。心を見る為なのです。それが米一粒残さない様に食事すると。ところが、ど
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ういう風にするか克明に書く文献が無いものだからそこでストップしていますね。

と言う事は、正法が伝わっていなかったのですね。形はありますよ。だから形はやっ

ぱり気持ちがすっきりするしね。でももう一歩、何の意味でするかという事が分から

ないわけです。その道徳でストップしているわけです。法は道徳以上の究極の真理で

す。だからやっぱり般若心経を解読難しかったわけですね。読んでもチンプンカンプ

ンな事ばっかり並べているでしょう？あれ読んで分かりましたか？

【参加者】

　全部じゃないですけど、全部は分からなかったのですけど。

【水源師】

　全部皆繋がっているから（笑）。一部ではないの。あれ最初から最後まで皆一緒。そ

の回答はね、最後の「羯諦羯諦波羅羯諦・波羅僧羯諦菩提娑婆訶」。だから全て一から

最後まで10まで全部繋がっているから「羯諦羯諦波羅羯諦・波羅僧羯諦菩提娑婆訶」

って言っているわけです。一部だけ書いてさもありなんって書けばこれは本当ではな

く嘘の事を伝えていると言う事ですよ。まぁ昨日に続き、今日もショックでしょう？

だってこれ認可を受けて何とかと言う題目いっぱい付けて。

だから文献を読めばすぐ分かります。本か法話読めば。もっとずるい人はね、一切そ

ういうものを出さない。ただ黙っている。だから黙っているからね、悟りを開いたか開

かないか分からないわけですよ。唯一つ分かるのは、その作法とか生活状態見てすぐ

分かるわけ。嘘付いているかどうか。と言う本当の法を知っていなければ、すぐばれる

わけです。だから食事の作法でこれが全く嘘だと言う事が分かったでしょう？で私が

何故 100点とか90何点とか付けるか、明快に分からないでしょう？何でそうするの

かな？と。それは明快に教えたらね、すぐ盗まれるから教えないです（笑）。真似るか

ら。法というものは法を持った人だけに伝えるし、分かるわけです。でそれを事細かに

克明に書き始めればね、すぐ誰かが知った振りして人をたぶらかしますし。だから私

のやった事を他のお坊さんがやっても、さもありなんみたいにやっても、いつの日か

嘘を付いているとまたばれるわけです。という風に仏法はテスト、テスト。本当で生き

る以外ないわけ。仏法の下では。その仏法の下で、何が本当か？何が嘘であるか？と言

う事まで、仏法は非常に難しいのです。それを本当に確かめるには、善心・不善心をは

っきり観た時に分かる事であって、道徳的解説、社会的解説ではまだ足りないわけで

す。

それで大きく間違ってね、太平洋戦争に突っ込んで行ったでしょう？今現実として

ね、今年に入ってどれだけの自衛隊員が死んだか分からないですよ。こういう情報は

全くの皆無なわけです。だってアメリカの若い兵隊が沢山死んでいるわけですよ。す

ぐ日本海の近くで。で日本の自衛隊のジェット機が戦闘中にどんどん飛びまくってい

るからね。無傷という事はあり得ないはず。私の感覚からすれば何か発生しているは

ず。
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そのうちに、戦争法案何だかって国民は分かるからね。昨日教えてあげたでしょ

う？何故私が水のあれを観るかと。鳥の集団の事と、それから魚の集団の事と。それか

らジェーリービンの実験の事と。人間の心全体を観れば何が起こっているかは観える

わけです。だからこれ程反対しているというのは、何かが起こっているわけです。幾ら

隠しても。それを大手メディアとか誤魔化しているわけです。それしか情報がないか

ら。でもおかしいという事は分かるわけ。この情報が後で出てくるはずです。幾ら隠し

ても日本政府から出ないけれども、アメリカの方からそのうち出てくるはず。その時

にどうなりますか？ね。だからまた知らずして戦場に送られて殺された若者はどうし

ます？死なないはずなのに、自衛隊員がイラク戦争の後方支援でも 59人が自殺した

と言うけれど、どれくらい実際戦闘で死んだか分からないですよ。それも公表された

ナンバーであって誤魔化しナンバー皆やるからね。実際どうなっているか分からない。

病死と言うか？福島の原発でも、作業員が何万人死んだか分からないけど、一切デー

タ出て来ないでしょう？

だからもう恐ろしい世の中になっている。何も言えない魔の大世界になっているか

ら、ここで法灯を燃やせば、魔が退散し始めるから。魔と言っても全ては人間なわけで

す。人間変身して魔になるか、人間変身して聖者になるか。もともと同じ人間だから。

だから法に出会えば、その魔が変身して聖者になるかも分からない。
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善知識を体得すると言う事は心心伝印しか伝わらない

だから皆さん本当によく来て下さって頑張って、これは今回前代未聞の事を歴史上

起こったはずです。あなた方は何を得たかまだ知っていないでしょう？あなた方が得

た事は「善知識」と言います。良い知識。法は良い知識でしょう？「得た」という事は「体

得する」という事。だから善知識を一人出すという事でも大変な事なのですよ。歴史上。

だから今度帰って調べてみてください。善知識。人に教えられる本当の知識を持った

という事。なかなか得られないわけです。だからこの短期間でこれだけの善知識が出

たという事は大変な事ですよ。ただ話しても消化しきれない。あなた方も何が起こっ

ているか分からないから良いけど。でも本当に仏法を知ってそうしたら絶対あり得な

いし、全くの大ボラになると思います。と言うくらい法を見た事もないし、体験した事

もないし、文献だけの世界だからです。

で文献でも法は文献には載りません。心心伝印で人と人からでしか伝わらないです。

何故かといったら、教えている事は簡単な事でしょう？でも一回一回これだけインタ

ビューして「あぁそうか、そうか」と何回も修正して行かなければいけないでしょう？

それも一人一人違うわけです。それを文献に並べたら、もうこの五日間の話は本この

部屋以上になりますよ。そうでしょう？だから伝えられないわけです。正法は、人と人

だけにしか伝えられない。一人一人違うし。だからそのただ善知識と一体何が善知識

かも分からない。クサラ（善）、クサラのパンニャ（智慧）、クサラ・パンニャと言い

ます。パンニャを持ったわけです。法だから。

まぁそう言う事ですけど。あとはもうよもや話で、またこれが法話集に出たらまた

大変だね（笑）。今まででももう大変な事なのに。原発の事も事細かく説明したから。

【参加者】

　でも法話集を見て来られたのですよ。全国津々浦々。

【水源師】

　そうですね。そんな感じ。皆読んでいるみたい。特にはそのお坊さん方。

今から何年前かな？六年くらい前かな？高野山に行った時。「先生はどうしてそう

いう予言が出来たのですか？」と。これから地球は破壊に向かって、地震とか嵐とか非

常に悪いことがドンドン起きますと。書いているわけです。それ全然知らないお坊さ

んが高野山で質問して来るわけですよ。で私が灌頂の入壇式やっている時ね、私をず

ーっと皆凝視していいましたね。法話集を読んでいるみたいでした。で一人の素晴ら

しい若いお坊さん、30代くらい。涙ホロホロホロホロ流して私にとっても親切にして、

下さいました。何か「会えただけで嬉しい」って。そんな感じで。

【参加者】

　そういうお坊さんこそ合宿来れば良いのに、来られない。
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【水源師】

それが足かせ。足かせ。全て足かせ。自由じゃないわけです、皆。来たくても来られな

い。

【参加者】

　ほぼ何て言うのでしょう。行事、行事で次は何の行事があって次は何で、作務、綺麗

にしなければいけないっていう？

【水源師】

だから年がら年中それをして、修行する時間が少なくて出来ないようです。本当の

法に触れるチャンスが奪われているわけです。だからあなた達の方が非常に幸せなわ

けです。在家であるが故に。で私も在家からこう出たから教えられるけど、もし正式に

若い時から仏道に入ったら、もう足かせで何も教えられないと思いますよ。教えられ

るのは、形、作法。でその本に書いている事を間違いなくその通り丸暗記してそれが真

実だと思う事。そうすればマル、マルで「お前は宜しい」と。

だからまあ、何かあんまり深刻な話で。でも現実はそうで、本当に真っ暗闇。だから

今沢山の法灯が燃え始めていますからね。これからは明るくなると思いますよ。仏の

力と言うのは凄い事ですね。やって初めてその意味が分かるしね。で今回のこの合宿

開くのもね、まあ難しかったね。場所が探し出せないわけですよ。適度な所が。値段が

高かったりといろんな事で。でやっとまあ良いだろうと思ったらこの調子です。もう

ガンガン音はするし、ヘリコプターは飛ぶし。子供はギャアギャア。いやーよくまあこ

こで法が伝わった事。まるでセッティングされていたみたい「絶対に潰すぞ」っていう

感じでした。

【参加者】

アハハハ（笑）

【水源師】

これ見てこのちっちゃい所。私の部屋よりちっちゃい感じ。

【参加者】

でも私個人的には、本当にここの場所だったのでフル参加出来たのです。それは有

り難いなっていう事で。

【水源師】

　うん、そうそうそう。だからこれもね、何かの仏の取り計らいで仏はそういう事をす

るわけです。お釈迦様はたった一人でもね、法を得る資質があればわざわざそこに尋
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ねて行くわけです。それで法を伝えていくわけです。一人一人ですよ。私の場合はね、

そんな努力をしなくても人が来てくれるわけですよ。

と言う風なゴータマブッダの愛よ、愛のお陰でこうやってくれているわけです。そ

の涅槃の世界から。「涅槃に行けばここと関係ない」とそれもまた大嘘つき。関係あり

ます。阿弥陀様みたいちゃんとしてくれます。本当（笑）。だからその大嘘が、大嘘が

本当の真実の様に一生懸命細工するわけです。で、否応なしにしなければ罰するし、だ

から皆「それが真実だ」と。だから太古の昔から大体こんな調子みたいです。今に始ま

った事じゃなく。だから法を持てば本当の幸せになれるわけです。もうそう言う魔の

罠から一切、鎖から解き放されるからです。その魔の牢獄から自由自在に出られます

からね。で、また他の人も助けられるわけ。仏道に精進させるわけです。

それでまたこんな事言うわけ。「遅かれ早かれ皆仏になる」と。分かる？この一億い

る中でこれだけの人しか出来ないのですよ。この地球何回破壊したらこの日本全部の

国民がこういう法を得られると思います？また、この中から成道するというのはどの

くらいの時間掛かると思います？そういう麻薬飲ませるわけです。たっぷりと頭に。

だから法に出会うというのは「一大事」と言っている。一大事。最も大切な事。自分の命

を捨ててもそれ以上の大事と言うわけです。

普通の頭では魔にやられてしまう現実社会

ところが「仕事があるから」「今日ちょっとデートがあるから」と。ちょっと今日美味

しいもの食べに行くからとか。その方が大切なわけですよ。ところがそれくらい完全

に魑魅魍魎の魔教にやられてしまって、絶対見えないわけです。それこそ、それがおか

しいと。それより、プロ野球の野球観に行くとか。それからフットボール「楽しい！」っ

てね。そっちの方へウワーッて行って。確かにウワーッとなって。で挙句の果て死が近

付けば体が動かない、誰も家族も来ない、一人ぼっちで死んで行くと。それを供養する

人もいないと。そしたらこの霊がね、また邪霊になるわけです。だから私が一心塚作っ

てね、何かの因縁であってもそういう人をちゃんと正しく供養してやれば、そういう

邪の悪霊になるチャンスは少ないと思います。それがウヨウヨして取り憑いたらどう

なります？実際取り憑くのですよ。

ある人がね、非常に修行が好きで非常に正直で、それでまあ修行して金も何も関係

なく、それで金がないから墓場に寝たわけですよ。これ日本の話ですよ。そして墓場に

寝て何か気持ちが悪いと。いつも、いつも気持ちが悪い。で私が修行している時に、そ

の話をして何か憑いてる感じって言うわけ。それで「うん、憑いているだろうね」と。そ

してね背中に「触ってくれ」って言うわけです。私ね「いや、それはちょっと嫌」って。と

いう風にくっ付いたらどうする？まだ修行中（笑）。本当の話ですよ。

私も若い時、もう背中に何かくっ付いているみたいにね、いつも何かゴーッと覆い

掛かっているわけです。たっぷり寝ているのに何でこんな事あるのかな？と。体も健
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康でもう見て、もうピンピンで若い時ですよ。二十歳で、もう本当に苦しくてね。それ

でそのうち座禅いっぱいしているうちにそれが何か消えちゃったみたいでした。ポロ

ッと取れた様な感じで。それまでがドッカリ背中にくっ付いているからもう何時でも

重いのですよ。見えないですよ、触っても何もないし。レントゲン撮っても何も出てこ

ないし、体はピンピンしているし。もう本当に嫌でした、いつもぐっすりも眠れなかっ

た。そして瞑想するようになってからね、ずーっと行が進んで行ったらいつの間にか

スヤスヤ寝られるしね。身も軽くなって行くわけです。と言う風に医療科学で分から

ない事がいっぱいありますよ。

私あの、あなた方は私がとっても禅が大好きでこうしたと思っているでしょう？も

う禅が大嫌いですぐ逃げ出そうと思ったけど、未だにこれやっているわけです。まあ

足は痛いし「もう何でこんな修行させられるのかな？」と。でもやらされるわけですよ。

やらなかったら気持ち悪いし病気になるから。仕方なしにずーっとやって行ったらこ

うなったわけです。それはそうでしょう？皆さん楽しくぐっすり寝て遊んで、ね？

でもそんな事をしたらとっても気持ちが悪いわけですよ。「これ何の意味でパーテ

ィして遊んで」。それ月に一回やったら死の苦しみなわけ。本当、同じ事。ダンスパーテ

ィ行って着飾って。もの凄く疲れるし「何でこんなするのかな？」と。一年に今度二回。

それでも「もう嫌だな」と。で一年に一回。それでも「嫌だなあ」と思って雲隠れでだま

ーって隠れて行かない。あれとてもしんどいですよ。次の日はもの凄くもう死ぬ程し

んどいし、もう皆遊んで楽しいと思うでしょう？全然別です。それはその映画（みた

い？）で綺麗でしたよ。白人の綺麗な格好して、胸もバッチリ付けてね。それはもう夢

の様なあれだけど、それはそれで。白人の女性は私の体にピタリと付けてダンスをす

るのが礼儀のようでした。

まあそう言う事で皆さん喜んで行くでしょう？でもね、そのうち全く興味なくなっ

て来る。それよりは、何と言うの？一人静かに湖のそばでね、ずーっと焚き火炊いて

「ああ良いなあ」って言っていたら、あんまりそういう素晴らしい良い思いをしている

から、今度またそこから追い出されてグルグルグルグル回されてこんな調子です。そ

れは超贅沢ですよね。若い時からまあ湖のそばで憂いなく修行ずーっとしていたら、

もう皆さんとも会えないし私一人だけが「ああ、素晴らしい」という。

まあ普通の人間にとっては大馬鹿でしょうね。「いやーそんな素晴らしいパーティ

に行って！」。でも、その罠にはまったら大変だろうね。まあよく逃げた事。迷わずに。

あっちのダンスパーティはね、女性は本当に肌を惜しげもなく出て、うすーい天女の

様な衣装をまといます。厚いボコボコした服なんて着ないですよ。本当、（笑）本当透

けて透る様な感じでした。

【参加者】

　まあそういうの弱いですよね、男性はね、本当。
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【水源師】

　それやるのよ。それでね、体ベッタリ付けられたらどうなる？

【参加者】

　いやーもうコロッと行っちゃいますよね。普通は。

【水源師】

　普通は行くわけ。それ狙うわけ。だから私がよく逃げ切ったと。惑わされずに。それ

も皆ねムービースターみたいな人達でしたよ。綺麗な人ばっかり。やられちゃうよ、普

通は。ね。でも罠にはまったら後で大変だと思いますよ。後の結果。何か予知という事

が分かるから、私（笑）。だから日本の人はそういう状態が分かっていないから、夢の

様な話だと思うよ。だって映画の中が現実として目の前にボンボン出て来たらどうな

る？会社のパーティだけどね。そういう事が会社でまたやるのですよ。「はいパーティ

があるからおいで、おいで」って。そういう所はしょっちゅうやるわけです。私の会社

は特殊でね、遊ぶのが大好きみたいな会社で（笑）。まあよくまあそういう所で、こう

いう風な道にドップリ漬かった事。不思議。普通はそっちの方が良いのに、ね。普通の

考えでは、ですよ。

法で修行し続けたら強固で健康な体が出来ていた

でもあれはやっぱり見たら皆あんまり良い人生ではないね、あと年取ったら。若い

時は良いよ。だから勉強する時間がないから、ゴルフとかそういう事ばっかりするで

しょう？レジャー、レジャーでね。ところが、私は「何でこんな馬鹿みたいにただ一人

で座ってしているのかなあ？」と本当によく思ったけども「馬鹿じゃないだろうか？」

と思ったけども、この肉体見て。病気一つしない。この肌見て。何か、それは私ねムービ

ースターじゃないけど（笑）、まるで映画の中から出て来る様なピカピカしているで

しょう？これ何も付けてないのですよ。何も付けてない。凄いでしょう？それは法で

修行するという事を若い時からずーっとやって行った結果でこうなっているわけで

すよ。この歯も見て下さい。甘いものバクバク食べても歯が落ちないのですよ。（笑）

知っているでしょう？しょっちゅうこうギュワーギュワーっと砂糖を一杯入れて飲

んでいるでしょう。

【参加者】

　すみません（笑）。

【水源師】

全く医学界の間逆やっても、医学界の定説の間逆の結果が出て来るわけです（笑）。
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で医学界のね、定説の通りやってったら、周り皆病気になっている。私は運動した事も

ないし、ヨガやった事もないし、何もしてないですよ。ただ座っただけ。本当に何もし

ていない。で皆ビックリして「何かしたろう？何か格闘技か何かを、したはず」と思っ

ている。何もしてない。

【参加者】

　Ｉさんがおっしゃっていました。「先生何かやっただろう？」って（笑）。

【水源師】

　それは、ただ座っていただけだし。

【参加者】

　最初に見た時は、柔道か空手を若い頃やっていたのじゃないかと思っていたのです

けど。

【水源師】

　あのね、私貧乏だからね、もう働いて、働いて、働いてそういう余裕なし（笑）。そう

いう時間もなかった。うん。あるのはね、一番金の掛からないただずっと座るだけ。

【参加者】

　でも、そういう鍛えた人と同じ様な雰囲気というか体の作りと一緒ですね。

【水源師】

　あそう、エネルギーね。何故かと言ったら、そういう格闘技とか柔道家は心を磨くか

らね。心を磨いて激しくやるけど、そうしなくてもね、ただ座るだけでこういう体持て

るわけです。で逆に若い人よりも大事な時は馬鹿力出るわけです。だから私のクティ

作る時に、若い息子が持ち上げられないわけなのですよ。しょうがないからグワーッ

て、やって持ち上げてやりました。（笑）何で私明日死ぬかも分からないこのお爺ち

ゃんがしなきゃいけないのかと。本当にいつも思うけども。見た感じではそうじゃな

いからさ、まだとっても若いからもうドンドン仕事して欲しいみたいな、そんな感じ

です。もう頭に来るけど「出来ない」って言うからやらざるを得ないわけですよ。「出来

ない」って言うのだものね。「何で出来ない？」「出来ません」って「じゃ、しょうがない」

って私が。私の年の半分でしょう？出来ないわけないよ。でも「力ない」って。「ない」っ

て「怖い」って（笑）。「ああ」もう諦めて「はい、良いでしょう」って。私はどうせね馬車

馬のごとく働くのが運命だから、休みなくセッセセッセセッセと。本当にこの12年間

ね、会社で働いた時はね、本当にスイースイースイったらスラスラスイスイスイって、

左団扇なのですよ。「ああ良いな」と思って。まあ退職したら「これからうんと遊ぼう」

と思ったら、まあまあ忙しい事。ますますメッチャ滅茶忙しくてもう。病気する時間も
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ないし、倒れる時間もないし。今日だって朝六時からずーっと座りっぱなしですよ、殆

ど。実はゴロッとしたい、怠けたいけども、怠ける時間もないし。

【参加者】

ですね、インタビューでね。

【参加者】

そうですね、次から次へとインタビューで。

【水源師】

　あなたの命の方が大切だもの。私はね、今コロッと死んだって幸せなのですよ。だか

らまあ良いでしょうという事で。で、だから皆さんも頑張ってくれてね、ここまで来て

くれて本当に私も嬉しいですね。何かまあ、よもや話と言うか笑いと言うか。それこそ

まるで映画の中の世界みたいです、私の人生。次から次と映画の中を生きて行ってい

る様な感じ。今考えたら。それはチベットの山奥のカイラス山一人で回ったり、南米に

行ったり、ね。若い時は天国の様なそういう美女、美女に囲まれて映画スターの中でダ

ンス踊ってみたり。それずーっと合わせたら、まああり得ない事だと思うよ。それも東

洋人私一人でしょう？全部白人だもの。だから珍しいから狙われて、グウーッと来る

わけなのですよ。ま、ダンスパーティだからね。

【参加者】

　カイラス山の観音様は非常に大きいのですか？

【水源師】

　大きいよ。高さ200mくらいあるよ。幅 50m。これ録音しているの？オフレコじゃない

の？ま、消すけど（笑）。だってみんな真剣に法を求める時に、誤解される事が多いの

で発表したから、良い所だけ発表しようかね（笑）。

【参加者】

　ここだけの話。

【水源師】

　ここだけの話。

【参加者】

　聞けない話。
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【水源師】

　うん、聞けない話だけどもこれも本当なのですよ。まあだからこの世はね、夢の様な

幻の様な世界。わけの分からない様な世界。だから本当に入り組んでいるからね、すぐ

迷うよ。まそういう事だけど、何か質問ある？

又新しく見えるかもしれないが、全ては繰り返し、地球の発生消滅でさえも

【参加者】

　その法に出会うって事が難しいわけですよね。

【水源師】

　やっぱり過去からのね、因縁でそれによって今こうして出会っているけど、やっぱ

り仏の出会いとか、ある時は法を求めて何処にも出会えないでサドゥーとしてこの衣

を着て死んで行ったわけ。という風な強烈な法の旅を20世前にしているわけですよ。

延々と続いてやっとこれで出会ったわけです。でね、人間はこの世が繰り返しという

事が滅多に観えないわけです。何でそんなもう地球が何回も破滅する前にそういう時

間帯で同じ衣を着るかと。地球が発生してまた滅んで発生して滅んで、ちょうど花が

咲く様に出て来てまた萎むわけ。そのサイクルなわけです。だから非常に大きなサイ

クルだから馬鹿げた様な話になるわけです。でもそういう風な時空を通して観れば、

その時こういう衣を着て死んで行ったわけです。という風に再現されるわけです。だ

から何にも新しい事はないわけです。必ずや過去に起こっている事がまた発生してと

おーい彼方の宇宙のまた発生の前だから、全く新しく見えるかも分からないけど、全

ては繰り返し。このロケットも宇宙船があるとすれば、こう回っているのもまた繰り

返し。潜水艦も飛行機も繰り返し、なわけです。

そう言う事をね、エジプトの遺跡にちゃんと刻んであるわけです。でもそういう所

は学者が隠すわけですよ。今ではYouTubeで見られる。同じ様な。でそういうものは今

エジプトで塗り潰し始めている。と言う現実を小さくするわけです。で私達は全く新

しい事をしている様に見せる様な仕組みで。そういう太古の文明にそういうものを描

かれたら、否定出来ないくらい同じヘリコプターとかそういうものがあるわけです。

全くヘリコプターとかね。形が。ポーンと刻んであるわけ。だから今はもうそれは塗り

潰してある。人があんまり来て写真撮って行くから。塗り潰せばね、見えないでしょ

う？それでおしまい。「ないよ」って。でもその映像として残っているわけです。

と言う風に太古の事を明快に分かったら同じ繰り返しで、困る人がいるわけだよね。

人間をコントロール出来ないから。で一番正直な国は、インドと中国。実は日本もそう

だったけど、今は感化されて殆ど消してしまっている。

あのかぐや姫ってあるでしょう？かぐや姫、あれ全く空想の話だと思うでしょう？

アポロ 17で終わっているわけです。アポロ計画のムーンランディング（月面着陸計

画）。ところがアポロ 20はね、アメリカとロシアが何か財閥か何処かでお金出して、
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アポロ 20。ロシアとアメリカが月に行ってランディングして、太古の宇宙船があるわ

けです。それで私はまあ CGでも嘘で信じられない事であんまり強烈だから。そしたら

ロシアの方から見たら、ロシアの宇宙飛行士が「いや実は私も行っている」と。アメリ

カの方で絶対言わないしね。ロシア人の飛行士が行ってそういう風に「地球にかぐや

姫を連れて来た」と言うわけです。そのかぐや姫は今アメリカの多分カークランド・

エアベース・カリフォルニアで研究されているけど、女性なのですよ、おっぱいがあ

って。で超スーパー文明の宇宙船の長さが 4kmか5kmある。ちょっと横の幅の高さが

東京タワーより高いわけです。だからスターウォーズそうなのですよ、一緒。

と言う風にね、全部隠しちゃうわけです。だからロシアがこの頃あんまりアメリカ

からいじめられるからね「アメリカの飛行士が月に降りたムーンランディングの事を

もう一回検証しなきゃいけない」と、言い始めたわけです。何故そう言ったかと思う？

「あんまり嘘つくんだったら本当の事をばらしてやるぞ」って言うわけです。あそこの

アメリカがランディングしたその後ろにね、太古の巨大なガラスの月の都市があるわ

けです。ガラス。その高さは2km、2000mのガラスのドームがあるわけです。それをブラ

ックインキで消しているわけ。それでも現代のテクニックでキラキラキラキラするも

のが出て来るわけ。それが中国のラビット（ウサギ）。月とラビットでしょう？と言

うムーンランディングで撮った写真の影に今度それが出ているわけよ。もちろん全世

界にそれは説明しないですよ。高さ2kmのガラスのドームですよ。

そう言う風な超文明でも滅びるわけです。だから今こんな原子炉とかこんなまあ赤

ちゃんみたいな頭でこんな事しているよ。特にインドのね、アジャンタエローラの洞

窟に行ったらビックリしますよ。ここからずーっとあっちの奥までね、洞窟を刻んで

行っているわけ。まっすぐ。レーザー光線でも間違うくらいもう正確に刻んでね、一つ

でも柱間違って刻んだらもうオジャン。付けられないのだから。それだけ精巧に作っ

ているわけです。人間の手でよ。人間の手か機械か分からないけど。それが千年かけて

作ったと言う。そこの中にね、シバ神が完全に右手にミサイルを持っているわけです。

ミサイル、本当にミサイル。でドイツの人がもう熱心にその写真を撮っていました。

「おお見ろ、ここにあるぞ！」って。「ほんとだ！」って。もしそれがエジプトにあったら

もう壊して無くなっているかも分からない。ところがインドだからね、残っているわ

けです。シバ神でしょう？シバ神がミサイル持ったってそういうラーマ・ヤーナに書

いているのだから。何も不思議はないけど、西洋人にとっては困るわけですよ。そうい

うものがあったとなれば、西洋の歴史は「人類は五千年前からしか始まらなかった」と

説明がつかないわけです。

だからこういう無明の世界に私達は暮らしてね、「ああTVが凄い、トヨタの Carが

素晴らしい」と。ね。「もう最高の文明だ」と。（笑）もう宇宙のあれから見たら、こんな

ものサルみたいな事作ってガソリン使って、もうそれでなくても良い燃料いっぱいあ

るのにと思っているよ。皆ばかしばかしの世の中ですね。で人を使ってね、働かせても

う朝から晩まで働かせてね、目隠しにしてこう言う風にこう言う強烈に忙しい世界で

瞑想に来てくれて、そしてこんな短時間で法を受け取ってくれたと。ま、天界の恵みが
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ありますけど、天界ね。仏神の加護によってもちろん出来ているけど。その私もいっぱ

い悪口言ったけども、ま、こういうお寺があるから（笑）、もうセッティングがあるか

ら出来たけど、これ野原でやろうと思っても出来ないしね。滅茶苦茶悪口言ったけど、

ま、そういう風にメッチャクチャ忙しくて、絶対出来ない、絶体絶命の時でも法が伝わ

るから。この仏法の凄さって凄いですよ！本当に凄い。

何か漫才みたいな話だけど。時間もパッとすぐなったでしょう？八時半。ね。なんか

今日はもう早々と切り上げておしまいになるのかなと思ったけど、また一時間半お話

ししました。疲れたでしょう？あなたは復習がありますよ。ちょっと、復習。

【参加者】

　復習ですか？

【水源師】

　ヴェーダナーヌパッサナーの復習。

【参加者】

　明日もう帰ってしまうから。

【参加者】

　はい、そうですね。

【水源師】

　復習ちょっとしてね。

【参加者】

　はい、そうですね。

【水源師】

　徹夜いらないけど、ちょっとだけ復習。　

【参加者】

　出来そうだったらやろうかなと思っていたのですけど。

【水源師】

ま、無理しないでね。　

【参加者】

　無理しない程度に、はい。
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【水源師】

　いやー皆さん有難うございました。よく頑張ってくれて。もう最高の瞑想会になっ

たと思いますけど。人数は問題じゃない。千人居ても一人出るか出ないか。五、六人。一

万人以上が集まってもこういう成果が出るか出ないかで。そういう凄い事ですよ。皆

さんが努力してくれて成果出して貰って、まあ感謝いたします。

本当の愛の土台があるなら、本当の種を植えてもらえば、必ずや
法が育つ

深く愛の心をどっしりと如何に掴んで。愛がなければね、仏法はその上に立たない

のですよ。愛の大地の上に法が立ちます。だから独身の方は非常に難しいのですけれ

ども、結婚されている方はね、とか以前結婚されたとかそういう方はね、非常に愛につ

いて考えさせられる事が多いですから、逆にそれが肥やしになって後で大きく花咲か

せます。それでそれが本当の仏法であって、そして愛が分からない方が教える説法は、

仏法の中には入っていません。

それで独身のお坊さんがどうして修行が高まるかと言ったら、お母さんとの子供の

愛を深く受け取って小さい時からお寺に入った方は殆ど成功しています。だからここ
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の開闢（かいびゃく）された隠元禅師もね、お母さんのお許しを得て、そして仏道に

入っていますし、六祖大師もお母さんのお許しを得て、そして仏道に入っています。　

つまりイエス様とマリア様の関係あるでしょう？つまり全ての宗教の根源はこの

「愛」にあるわけなのです。それで恋し合うのも良いし、失敗成功は別として、そこの中

でもがく事によって本当の宇宙の真理の土台のまず大地が出来始めますね。何故生き

ているのか？愛とは何か？楽しい事もあれば苦しい事もあるし、今度一緒になったら

益々苦しい事もあるし、それが全て本当の行に達する道が在家の方では殆どそうなっ

ていますけども、在家で独身で行を達するというのは、非常に難しいと思います。

つまり清廉潔白でお互いの異性を知らずにただコツコツと男性であろうが女性で

あろうが、そういう方はなかなか行が偏って旨くいかないみたいです。比丘・比丘尼

を見ても、どっちでも。それが逆に相手があれば、又それが障害になってなかなか旨く

できないと。ところが、ご褒美はどっちでもあるけども、何れにしろどっちでも本当の

愛の土台があれば、そこで本当の種を植えて貰えば、必ずや法が育つはずです。

ところが、その愛の大地が非常に枯れてね、芳しくない所に幾ら法の種を植えても

育たないわけですよ。ここのお寺さんには悪いけれども、禅の修行は一つもしてない

し、形は大きいけどもがらん堂で何にもないと。つまり、ここには愛が無かったわけで

すね。形だけで幾ら清廉潔白で人様から指一つ指されない様な人も愛が無いから人が

来ない。法も育たないという事。

だから、修行の心得は、人間は必ずや怒りとか怠け、それから誤魔化すとか、社会の

体制によってそういう風に作られていますから。だからその中で如何にそれを如何に

避けながらその愛を大きくして行くかと。ただし因縁の力がありますからね、過去の。

その狭間にあって、いろんな恋愛関係とか結婚とかいろんな事がありますけれども、

それもまた修行の過程になるわけです。だから、まさに法を求める方は人生即仏道に

なります。で、その中でその仏道を旨くさせる為に、「この戒を守りなさいよ、そうした

ら問題ないですよ」と、ね。「いやー、お釈迦様はその通り。女に近付くなと。近付けば大

変な事になるから」と。という事がまざまざと時々分かるのは「いやー、結婚しなきゃ

良かったのかなぁ？」って（笑）。

それで、でもね、そうして長い間我慢して我慢して牢獄に入って、牢獄からちょっと

出されてそしてちょっと一日の休暇、まぁ一ヶ月、今度は一年の休暇と段々と許され

てね。「まぁそろそろ良いでしょう」と言って60近くになって、隠居した後旅に出ると、

大体そういうパターンですね。で、私も60になって明日死んでも良いからという事で、

旅に出てこうなって。まぁそれまではガッチリと、こうね、おどかされたりね（笑）。

まぁ今はもう諦められて「まぁ良いでしょう何でも好きにして下さい」という風に、ま

ぁ空気みたいなものだけれども。当たりも無く触りも無くと。で、私がそうやっている

ものだから、前は「座るという事は絶対に出来ない、やらない！」と。「ただお花とか水

はやるけども、そういう事は絶対しません！」って言って「はいはいはい」って。今は何

かこの前日本の方がカナダに来られてね、その座る姿を見てその余りの美しさに連れ

も座り始めました。
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【参加者】

おぉー！（笑）凄い！ 

【水源師】

そうなのですよ。

【参加者】

そんなに時間がかかったのですか（笑）。

【水源師】

　そうなのです。そばにいればいる程「このクソ亭主」とかね「何か変な事を言って」と

かね「だらしない」とか。

【参加者】

アハハハ（笑）

【水源師】

　24時間見られているものだから。それで天からの助けでね、日本の方が来てそして

瞑想する姿を見て「あら、私間違ってたのかしら？」って。

【参加者】

アハハハ（笑）

【水源師】

付合ってから50年の歳月かかってやっと「あら私何か間違っていたのかな？」と。

だからまぁ、耐えて、耐えて、耐えて、耐えて、耐え抜き、耐えて、耐えて。と言う修行を

させられるわけです。これもまた仏道です。その後で、いろんな出会いとかいろんな事

があるけども、如何にこの障害が無く仏道に励むかといったらやっぱりそばに 24時

間監視されていますから、そのまぁ近付かないと。近付かなくても近付いたろうと

（笑）。いっぱい妄想を起こすわけですよ。で、私を缶詰にして置いてね、本人は鍵掛

けているから自由に遊んで。「あぁ居るな、OK」と。あんまり帰りが遅いから「お前何処

に行っていたの？」「うん、友達の所で皆で遊んでいた」と。「お前電話一本くらい掛け

たらどう？」って言って（笑）。ところが私がそれをやったらもう大変。

【参加者】

アハハハ（笑）
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【水源師】

という風にそういう中でね、まぁ男性は耐えることですね。それが嫌だったらまぁ

独身一生。でもそうしたら本当の方向を得るとした時に大変難しいと思う。なっかな

か難しいと思う。だから基本はね、その愛。なかなか素晴らしい方は全て素晴らしいお

母さんのそばで親孝行して、そこで愛をしっかり受け取った場合には別だけど。なか

なかそういう事もない人もいっぱいおるしね。だからその次のチャンスとして女性が

現れてお母さん役してくれて、もっと厳しい修行をさせられると思いますよ（笑）。

また女性の方もまた見たときは「いやー素晴らしいプリンス、白馬のプリンスが来た」

「何だ」そばに居ったら「これ何だろう」とか言って。まぁ24時間一緒に住めばそうな

ります。でその中で「本当の真心同士で付合っているんだなぁ」という事が分かるのは、

やっぱり時間がかかります。10年 20年とかね。テスト、テストです。テスト、テスト、テ

スト（笑）。ま、そういう事ですから。

ま、そこの愛の基本という事をしっかり心に入れて。あの慈経に書いている様に「決

して人を欺かないこと」と明快に書いているでしょう？だからましてや一緒に育って

暮らしている最も近い人を欺いたらやはり愛にはならないからね。なかなか。

まぁそういう事で、愛を大きく作ると。で、私が正直に皆話したらね「いや私の嫌な

事は絶対話さないで下さい」と。「嫌だから」と。だから私はね誤魔化すとか言い訳言わ

なくても良いわけなのです（笑）。と言う事で、まぁ旨く出来ています。

日本で生まれ、日本で育ち、法を得た人からだけダンマを得られ
る（日本人は）

それで次には今日の朝、皆さん合格しましたけど、合格するまでに一番最初が「もう

100点満点かな？」と思ったけれど99点。「初心」という事が一番大切でね。まざまざと

今日分かったでしょう？だから今日100点取ったから初心を乗り越えたわけですよ。

初心を乗り越えるというのはこれくらい苦しいわけです。そのたった食べる事によっ

て。食べなければ人間大変苦しみますから、毎日朝食べるというそういう事によって

本当の心が出て来るわけなのです。修行が分かるわけ。こういう作法は本流の教え方

であって、だから日本には未だに本流の禅法が伝わってないという事が見て分かって

びっくり。分かっているのは「何も残さないで食べること」と。その意味が伝わってな

かったのですね。何故そうするかと。確かにある程度のことはわかるけど、最後の「心

を観る」という事が伝わっていなかったという事がわかってびっくり。だから未だに

座禅、座禅とか日本で世界に喧伝して広めているけども、正法がまだ日本に伝わって

なかったという事が分かりました。だからなかなか旨く行かない。

で、走るのはやっぱり経典仏教かいろんな外国の人を入れてみたり、試行錯誤して

偉い先生が来ますけれども、問題はその国の言葉でしか話せない事がいっぱいあって
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ね、ここにも非常に高名なダライラマ様とかいっぱい来ています。パオセヤドーとか、

もう名立たる方が。でも何処までその方の心が伝わっているかと言ったら、言葉の障

害で殆ど無理と思います。通訳している人がね、ダライラマ様の通訳する人は、日本人

でその資格がなければその体験 14、15世代ちゃんと過去を観た人でなければ通訳出

来ないわけです。後はボケてしまいます。だから通訳出来ないって事です。ただ非常に

高名なチベットのね、お坊さんが来て日本語がペラペラで日本語が分かると。それで

もダメ。日本で生まれてそして日本の中で生活して、そしてチベットに行ってそして

法を得た場合には別だけども、なかなかそう行かない。たった一人日本の人が1940年

代チベットにそのまま留まって日本が敗戦した時 20年間やりましたけども、そこで

学んだけどもある程度は行くけどそれ以上は行かないわけです。

と言うのは、20年やっても、過去の因縁を積み上げて来なきゃいけないし、チベット

でもやはりダンマヌパッサナー（法随観）、それからチッタヌパッサナー（心随観）、

ヴェーダナーヌパッサナー（受随観）、それからカーヤヌパッサナー（身随観）、こ

れ。絶対にこの手法でされているはず。それにプラス、ナーガールジュナ（龍樹菩薩）

のタントラヤーナで構成されていますから、そのタントラヤーナでもこの四つが基本

になっていますから。この基本を抜かせば、全然密教になりません。これは体験しか分

からない。体験上でしか理解できない領域です。

で、日本には弘法大師様が来て、法を持って来たけども、全て受け取る人が稀なよう

です。形は残したけど、その間般若心経でもって呪文は残して来て、今初めて私の体験

によって日本に生まれ日本で育ちそしてその法を体得して、今皆さんに日本語でお話

出来るから今皆さんは本当の法を今受け取っているわけです。だから皆さんは今ここ

で日本の光になっているわけです。その言葉で受け取るという事は、これはね「声聞」

と言ってパリヤッティって言ってね、まず聞いて「そうかなぁ？」と。次はパティパッ

ティと言って、聞きながら深く考えると哲学的な。で、パティヴァーナと言って本当の

体得できる体験、法をしっかりと分かるのは、パティヴァーナと言って瞑想なのです。

今正に法の種落ちて、芽が出始めている日本

で、今こうして瞑想を通して日本語の解説でサポートして素晴らしい結果を今回出

していますよ。カーヤヌパッサナーも相当な所に行っていますし、ヴェーダナーヌパ

ッサナーも殆どもうすぐ相当な所に行くし完成し始めているし、それからチッタヌパ

ッサナーも内観で相当な所も行っていますし。ただダンマヌパッサナーの本法はこれ

長時間掛かります。40の瞑想法。それからいろんな関門があって、未だにパオ僧院本部

では第一禅定に入った人が稀なのですよ。

何故かと言ったら、第一禅定に入るには最低 3時間から3時間半座らなければいけ

ないけど、だから全て日本で言われて喧伝されているけども正法は全く伝わってない

し、そして日本の人は時間がないから殆ど不可能なのです。それも座って 2年半か3
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年掛かります。何故かと言ったらあっちでは「結跏・半跏」という座り方はしないし、

普通のただの座り方を殆どして、縁あって過去生によってお坊さんになったり、社会

的になって行くからね。

だから20年 30年比丘をやっていても、殆ど経典の方ですね。何故かと言ったら経

典から経典を話せば、楽だし皆分かるから、でお布施も来ると。でも本当に真理を求め

る人は森の中に入って行って、そういう人は「もう14年、森に入ってもまだ出来ない」

と。正直に話してくれます。でお寺も寄付されて。と言うのはあっちでは14年級にな

ればなかなかいないのですよ。20年となったら益々いないです。ただそれだけの高徳

をやっているというだけで、皆さんから尊敬されます。でその上で法を掴むとなった

ら非常に難しいです。で、その上で人に解説するとなったら今度人生体験が必要だか

ら。政治・経済・科学それから軍事から全て網羅して、国を指導しなきゃいけないか

ら。となれば難しいわけです。

だからトロントではあそこです。バガンの近くの大きなお寺、マンダレーヒルの高

僧が来てね。マンダレーヒルって言ったらもうミャンマーでも最高級のお寺。凄いで

すよ。見た事ありますか？そこの住職さんが来て、もう喜んでね「毎週話しに来てく

れ」と。そういう事なのです。と言うのは政治・経済、全てパパパパパパッと言うから。

本当のお坊さんはそこまで行かなきゃダメなわけ。「これから仏教どうしようか相談

したいから絶対遊びに来てくれ」と。そう言ってもね、私ももう滅茶苦茶に忙しいでし

ょう。こっちの方。それでお寺も凄いのですよ。えっと、お寺の本堂はあっちの大広間

（300畳）以上大きいかなって。あぁでっかい。それがミャンマーから来ても誰かが寄

進してね、トロントにでっかい寺を作りました。だからよっぽどの方だと思いますよ。

だから私がこう行ってパオのこれ（僧衣）だからね、すぐ分かって。で話して大喜び

で。でまたその時期じゃないし私は法をしっかり日本に置いてから行けば良いだけで

あって。

サティパッターナ（念処経、四念処経）、四念処の法、お釈迦様の法。それしかないで

す。ただ地域の名前で呼ぶだけであって、実は全てお釈迦様。八万四千の法門の中でた

った四枚の葉っぱ。サティパッターナ、四つの葉っぱ。これが今教えているあなた達に

教えている核心中の核心なのです。お釈迦様も「今後もこれ以外に涅槃に到達する道

なし」と明快に言っていますから。これが本当の正法なのです。

今回分かった事は「正法」と言うのはなかなか伝わらないと。やっと日本に仏法が入

って来て1500年以上経って、やっと大地が肥えて今正法を受け取る時期に来たのだ

なと。正法、弘法、それから戒律、それから布施、そして教学。この500、500、500年でま

た今正法の時代に入ったわけです。で、ちょうど日本が今正法を受け取る肥やしで土

台が出来て、今まさに種を何故か私が持って来て植えさせて貰う事が出来たわけです。

まぁ因縁と言うのは不思議なもので、菩提樹のスリランカの本物の原木の種が育っ

て、そしてＤさんがこうしてＥさんも育てて、なかなか無いですよ。本物の原木からの

菩提樹は。それをその木を分けて貰うのでも、莫大な金を出さなきゃ寄進しなきゃた

だでくれないみたいですよ。それがスッと手に入るという。まさに「今、正法を植えて
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下さい」と。で、その菩提樹はね、あっちではもう仏と一緒だから。非常に大切にして絶

対怪我させないように取り囲んでどんどん大きくして行きます。だからまぁＥさんの

菩提樹見てびっくりしてね、いやーあれ本物だからね。日本でも菩提樹ないでしょ

う？ね。あんだけこの寒い国で育つと言うのは、まぁ嬉しい限り。また法も又まさに今

種落ちてその芽が出始めていますからね。皆さん頑張って下さいよ。

だから初心に愛の土台において、今正法の時代がまた始まりましたから、暗黒の時

代で。お釈迦様の時代も暗黒。で、正法が広まって。今まさに暗黒の時代でその時期が

ちょうど繰り返して、今まさに正法が今の時にまさに種植えられるという時で、その

兆しとして菩提樹が大きく育ち始めたと。これ奇跡的ですよ。あれは金では買えない

しね。家一軒・二軒売ったで手に入るものでもないし、本物だから。だから大事に大事

に盗まれないように（笑）。

【参加者】

アハハハ（笑）。増やしてます。今、取木でどんどん増えているから、欲しい人は言

ってください。

【水源師】

　そうそう。

【参加者】

お二人でしたっけ？

【参加者】

今年は三つで。来年はもっと。

【参加者】

もしリクエストある方は。

【水源師】

で環境、その神木と一緒ですから。本当に凄いものですよ。だから土地もね、しっか

りと。それから聖なる場所を見つけて、本当に良いお寺さんの所には分けて上げます

けども、ただ「菩提樹、菩提樹」とキンキンギラギラは、法を本当に広めると言う所は良

いのですけど、大事にしてくれると。だから、まず何処のお寺でも菩提樹の周りを綺麗

にします。パオ僧院でもまず菩提樹の周りを綺麗にしています。という大変な事なの

です。
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【参加者】

仏光山でもそうでしたね？

【水源師】

そう、仏光山でも何処でも菩提樹をまず一番最初に綺麗にして行きます。だから法

と言うのは、本当の事を教えるわけなのです。形ではありません。人間が作った形では

なく、生きたもの。だから修行をする上で「楽しくない、苦しい、悲しい」となったら何

かが間違っているはずで、本当の法をやれば少しの災害があっても災害が避けられ、

またそういう苦しみを抜く様になりますから。だからもしそういう状態が発生した場

合には、何か何処かで緩んでいるとか、方向が間違っているからその時はインタビュ

ーがとっても大切で、でまた戻すと。それで旨く行くという風に思いますけど。

ま、そういう事でどうでしょうか？長々と話しましたけど、最後に何かまた質問が

あれば、最終的に今日帰られる方でも短い時間で言いますけど、どうでしょうか？

それから、Ｆさんは新潟ですね？だからあなたは新潟・富山、日本海でね、二ヶ月に

一回か三ヶ月に一回か瞑想会、自主瞑想会開かれたら、大変人の為に役立つと思いま

すよ。

【参加者】

アハハハ（笑）

【水源師】

で、また京都の方はＧさんの所でやりますし、東京はＨさんがやりますので、その時

に東京に来て戴いても良いし、またあなたもそこら辺でね、地方の友人達と四畳半の

ちっちゃい所で十分だから、自分の部屋で呼んで座ったら良いだけですよ。なーんに

もお寺でも何もいらないですよ。でなければ木の下で座れば良いだけですよ。

【参加者】

昨日、（Ｆさん）一時間しか寝ないで頑張りました。

【水源師】

　うん。だから結局、東京・京都・日本海の方もあいてますから、こういう風に広げて

行けば、また東京の方で難しい時には、京都の方から出向いて瞑想会に行って戴けれ

ばと思いますけども。ま、そういう事で。

【参加者】

　Ｌさん、三時半まで瞑想しました。
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【水源師】

　あぁ、凄い！頑張りました。そう。だから、このマッチ棒が今パァッとマッチ付けて

部屋が明るくなって初めて現状が見えたという事でね。で頑張って下さい。次のマッ

チ棒、次のマッチ棒、今度は大きな火を燃やして法灯を燃やすと。それがディーパンカ

ラーという大燈明仏の事です。法を燃やし続けたと。ま、そう言う事でどうでしょうか。

良いですか？
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