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質疑応答

ダンマを持った人から運転を習わなければ、、、

【水源師】　

ゾクゾクして気持ちが悪いと言うのは、大体今日のお寺さんみたいな所。（笑）だ

からまあ恥ずかしくもなく、もうほんとにおかしくなっていますね。

【参加者】

　何か異次元に通じているようなちょっと本当に怖い様な。

【水源師】　

そうそうそう。あそこに座っているのは仏像じゃなく人間像の彫ったのがあるでし

ょう？先代の何かの像。もうあれ魔が入っていますよ。霊が入っている。もう気持ち悪

い、良いエネルギー全然出してない。だから逆にね、あすこに座らずに、こっちで結構

私達が張って座ったから、グワーっていう感じ。だからあそこのお寺はね、横にも何か

禅堂があって、全くエネルギーが悪かったです。あそこにも木で彫った何かの先代の

像があるのだけれども、力ないしエネルギーもないです。

でやっぱりカナダではお釈迦様の真身舎利あるでしょう？だから全く違ったでし

ょう？全くそのエネルギーが。

【参加者】

　はい。

【水源師】

　それを置いたらね、何時間そこに居ってもまあ柔らかくてサラサラサラサラともう

一日中いっぱいそこで過ごしても、まだ気持ちが良いです。だからそこで楽しく阿弥

陀様のお経を聞けるのです。で座ったら全然苦しくなくてね、楽しくきいて？瞑想し

てスッキリします。

でトロントの方も真身舎利置いていたでしょう？だからエネルギーがもの凄く良

いわけです。だから良いそういう仏力が入っているからね、もの凄く効果も良いし、す

んなり座れるし。

まあここは座りづらかったです。私にとっても、もう凄い邪魔が来てね、グワーッと。

最後の方になったら、段々落ち着いて来たけどね。最初凄かったですよ、ブワーッと来

て。と言う風に、ところがもう日本ではね、真面目にこうして集まって修行する人が少

ないし。でそうなればね、魔が入って来るからね、何処行っても。だからお寺じゃなく
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ても、本当の行をする真面目な人達でやれば、結界が出来るのですね。旨く行くわけで

す。だから今回も旨く行ったと思います。

こういう事は仏国でも発生した事は珍しいことと思います。ただお決まり文句で

「はい、これ、これ。頑張りなさい。はい」これでおしまい。魑魅魍魎（ちみもうりょう）

が踊りまくっているみたいです。

だから今度はダンマが皆さん方で入ったからね、この一つでもダンマが入ればこれ

がドンドンと広がって行くと思います。だから京都でも、もう三人四人もうこれを修

得していますからね。それが集まれば凄い力になると思います。集まった場所が。法を

持って集まれば、凄い力になる。だから私がパオからやっとの思いで出て来ました。

「外に出さない」って。つまりそういう法を持った人が一箇所に集まれば集まる程、力

が強くなって人が来るからと言っておりました。で良い影響を持っているからですね。

その逆の意味でね、悪い力がある所で修行すれば、おかしな悪い方向になると思いま

す。で特に今はもう殆ど不可能なくらい難しいでしょう？。だからあなた方本当にし

っかりして集まってやって人に分けてあげなければ。

「これ何だかな？」ただ文献で、それだけ。受想行識の説明の所で、後の移し代えでた

だ言ってありきたり。だから未だかつて夢の事が、「不淨不増不減・・・」あの「空」の

事なのです。あの有名なとこ。それを未だに誰も言っていないでしょう？現実で誰も。

その事を言っているのだけど、解読出来ないようですね。と言う風に結局形だけやっ

て、実体の法を持っていないから、全く説明出来ないの。だから五蘊もね、訳せないか

らこのままおいて置くと。あれはサンカーラ（行）の事なのですよ。セタチカの行列

の事を書いているわけです。だから五蘊と言うのは、目、鼻、耳、舌、心,意の五蘊の事を、

のサンカーラ（受想行識）の事を書いているのです。糸の様に絡まり合っているから。

不善識とか善識の事なのです。タタタタタタタターってコンピューターみたいに出て

来るから。その事なのです。

　で、南伝でいっぱい修行しても分からないという事に対して驚きでした。だから私

が般若心経は間違いないって事を確認して来たでしょう？法の事ではわけのわから

ないことを言っていますね。だから良い体験させて貰いました。だからただそこで皆

さんが供養しているでしょう？浮かばれますよ。これで供養していなかったら大変。

でそこで本当に供養してあげればね、もっと良いわけです。形だけじゃなくね。と言う

事は、法を持って供養すれば全然違うわけです。

だから、ま、皆さんも頑張れば法を持てますので、ね。もうそこまで来ているので、頑

張って下さい。法と言うのは車の運転あるでしょう？運転の仕方が分かると言う事。

その車と言うのは自分の体の事。で運転を教えてくれる人が、ダンマを持っている人。

そういう人から運転を教えて貰わなければ、壁にドーンと追突したり、突然スピード

を出して、人をひいてみたりと、事故を起こす事になります。ちゃんとしたインストラ

クターだったら、危ないとか全部綺麗に教えてくれるけど。

と言う非常にシンプルな事だけども、それを正確に教えてくれる人が少ない事を解

りました。私も何故そうなったかと言えば、結局ゴエンカさん直接の話を録音したの
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を聞いて私がやったのと、日本は日本語に書かれたのは違うようです。それで確りと

修行が出来ない様になっているみたいですね。訳す人が体験上の意味が分からないわ

けです。だから体験者だったら、そんな訳し方しないのだけれども、結局体験者が居な

いからそんな事になって。だからそれでやって行けば、必ずや障害が出ておかしくな

ると思います。正法に向き合っていないから。正法というのは簡単な事だけど、ポイン

ト、ポイントがあるのだけど、普通抜かすから正法にならなくておかしくなるのです。

何も難しい事ではないのです。ただそれを正確に教えてくれる人がいないから、結局

法がなかなか伝わらない。

と言うのは、言語問題があります。言葉の問題。たまたま私が日本語が話せて英語の

国でずーっといたから、微妙なずれが分かるけれども。それに仏国で育ったから。これ

がアメリカで生まれてここで聞いたって分からないですよ。日本の人に教えようと思

ったら。インドから来たって言ったって分からないですよ。ミャンマーから来たって

無理と思います。だってここの言葉でここの食べ物食べて生きてこのしきたりが分か

っているから、微妙な触れ合いで教えられるけども。そこの国で生まれなければ、不可

能に近いと思います。その法は、非常に微妙なもの。だから達磨大師様がやっと一人だ

け見つけて教えたけれども。それでも至難の業なわけだったと思います。よその国言

葉で、他の国の人に教えるという事は本当に難しい事ですよ。

だから、三蔵法師の玄奘大師が、中国語で実際に学びに行って経典持って来たでし

ょう？鳩摩羅什の訳と違うわけですよ。玄奘大師の方が正確。鳩摩羅什の訳はやっぱ

りよその国の人だから、その微妙な違いで、「観世音」「観、世音」観音様になったでしょ

う？でもその後の玄奘大師様は「観自在」「観自在」と言うのです、ヴィパッサナーの五

自在を使う、もっと正確に理解出来たわけです。でそれで禅定に入って行くと、この第

一関門をちゃんと書いています。だから「観、世音」だったらね、ヴィパッサナーで世の

中の音を聞くという事が、それじゃね「行深」、行のサンカーラは深く観えないわけで

す。つまりよその国の人でしょう？鳩摩羅什様は。彼の言っている事が中国の人が理

解出来なかったと思う。漢訳で。鳩摩羅什様は言っているのだけど、意味が微妙な所が

通じなくて、それでそれを「観世音」が「観自在」に後でなった。「観世音」で訳してしま

ったものだから、「観世音」と「観自在」は同じ菩薩様だと思ったわけです。

観音様は実は実在した妙善王女

【参加者】

　他の新興宗教で観音様を拝んでいる宗教があるのですけど、教義は知らないのです

けど、一心に観音様を拝んでいるという行為によってその人が救われるという事はあ

るのでしょうか？
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【水源師】

　そう、その人が人の為に、全身で愛の行をやれば、慈悲の行をやれば、必ずや観音様

が現れて来ます。ところが、その愛の行をなくして、ただ「救って下さい」では意味ない

です。というのは、観音様は実は実在したわけなのです。お釈迦様が生まれた後、250年

あたりにね、ホータンの国の第三王女、妙善という人が生まれる前に、天界の観音様が

降りてくる前に、王様のお妃にね、夢で非常な巨大な宝石みたいなクリスタルが出て、

その天地が非常に綺麗になったわけです。お釈迦様の場合は、白い白像がマヤ様の体

に入って来たでしょう？観音様の場合は、巨大な宝石、もうきらびやかなもうそうい

う大地から上がる凄い事みたいだけども。で妙善王女が生まれて来ました。それで生

まれながらもの凄く仏道に非常に帰依して。

でお父さんはやっぱりこの子は大変な素晴らしい女王になると思ってね、そういう

風に育てたかったわけです。だから仏教をさせない様に、させない様にしたわけ。でも、

その人は命を捨てても仏道に励みたいと言う事で、で王様が怒り狂ってまあ修道院に

入ってもそれでもあきらめないと。それでお寺を王様が焼き討ちかけて尼僧を殺した

のだけれども、その妙善王女は出て来てね、罪を着せられてその王様からお父さんだ

けど、死刑場に連れて行かれたわけ。でその時に「どうぞ命を取って下さい」と言う事

で「私は逃げません」って言って刀で首を切る時に、ババーンと光で刀が砕けたわけ。

それをダンダンネ（断段根）と言ったわけです。それで仕方なしに、何かその王様が

「よろしい」と言う事でお寺作ってそこで修行させると言う事になったのですと言わ

れております。

これ実際の話で、その方がお告げでカイラス山に行くわけ。カイラス山その行が終

わった後で、結局人に説法しながら仏法を広めているのだけども、その水あるでしょ

う？水。水差し、そこに柳が立てばそれが私の昇天する時期だというお告げがあるか

ら。それである人がこの水差し観て、ポーンと柳の枝を切ってそこに置いたわけです。

それでそれを見てビックリして、それは人がやったにしても、そういう現象が起きた

から妙善王妃は昇天したわけです。でその昇天先は補陀落（インドにあるポタラ島の

中国語訳で、チベットのラサにあるポタラ宮殿と同じ発音）山という上海の奥にある

海の島です、そこで補陀落観音になったというわけ。

だから空想じゃないわけです。でその人は「観世音」と、世の中を全て見て、人が苦し

い嘆きの音、その世の、「観世音」でしょう？世の中の音聴くと。「苦しみの音を聴いて

助けます」と言う事で、観音様はあらゆる姿に変えるわけです。山にも変えます。それ

からこういうビルディングにもなります。だから観音様は女性の体だけではないので

す。確かに女性なわけですが。王妃様が補陀落山に行後で、その島で禅僧が千年前に修

行していたらスーッと現れて来た。その妙善王妃様の事。と言う作り話じゃないわけ

です。新興宗教で観音様が出て来ますよ。その時に、その中には本当のメッタ（慈悲）

の法なくしてやれば「金が入るから」とかそう言う事でやったら大変な禍事になるわ

けです。
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【参加者】

その運営している団体の側が。

【水源師】

　そう、運営している人は大変な禍を起こします。ただそこに寄進している人は観音

様信じてやっているから問題はないと思いますよ。つまり金儲けの商売で、私達が行

ったあのお寺（笑）。私がね「こんな酷い事を生徒に食べされられない」って言ってか

ら、それで値段下げたのです。本当はその道場のお金も払えないと思うくらい談判し

たわけです。「一時間二千円取って、こんな高い値段取りながら、音はバンバンするし、

で子供は騒ぐし、禅道場という環境じゃないじゃない」と。「映画館にいてね、ぶつ切り

の映画見せて音も出ないとこで、あんたお金取れるの？」って、はっきり言ったのです。

でもまあお布施と思って出しましたが。

だからこれだけ出鱈目やったら、もう苦しくなりますよ。何故かと言ったらね、その

昔中国で、二つの僧院があったわけです。で人々が寄進するわけですよ。そして一つの

お寺はね、一年後になってもお米がちゃんといっぱいあるわけです。みんなたっぷり

食べて。もう一つの方はお米がないって餓死が出る、御寺になりました。つまり経営の

仕方が悪いか何かで、仏の心が入ってないからそういう事になるようです。今のお寺

みたいに、もう苦しい苦しいって。もう一つは心から信心して仏道をやっているから、

自然と豊かにさせる。

奇跡ではなく、地道に物を大事にして、そして生かしてこそ

で不思議な事にね、私は会社で本当に同僚と同じ給料なのですがね。上も下もなく、

カナダで一切平等でね、私の会社は、仕事沢山しようが全然しなくても一緒なのです。

本当（笑）。だから皆怠けるわけですよ。したら損と言う事で。そういう会社でね。で

結果的にね、人は不思議なくらい私が苦しまないで、生活しているわけです。で旅行も

しているし。普通は年二回海外旅行に出るって、億万長者しか出来ないみたいに思っ

ているのです。でも同じ給料なのですよ。本当に同じ給料で、何とかかんとかクルクル

クルクル回って、こうして修行出来ている。「あー私、来年は破産するのじゃないか

な？」と思っても、何かお金があるのです、ちゃんとお金がポコッと出て来るわけよ。

不思議でした。

【参加者】

先生は湖に（クティを）建てられたのは、何十年も前からまだ使える立派なドア、

ステンドグラスのランプとかちゃんと取っておいて、クティを建てる時にそれを生か

して利用して、お金をかけないで物を大事にして、上手にやり繰りして来たのだと思

います。だから一事が万事で、日常の生活も多分そうされて来たので、奇跡的になった
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わけではなく、先生の日常のそう言った積み重ねでそうなったのだと思います。

【水源師】

　あのドアもね20年くらい寝ていたから。

【参加者】

　はあ、物凄く立派なのですよ。

【水源師】

　クリスタルグラスのドアでね、だから今買えばとても高い値段と思います。でもも

う生産出来ないクリスタルドアで、あれは買うことが出来ないですよ。その道路にあ

って、持って行って下さいって、そんな状態でした。であのステンドグラスのランプも

ね、道路にあって、で、偽物だろうと？ステンドグラスだったの、です。それももう10

年くらい寝ているわけです。でそういうものでも、見たら分からないでしょう？シャ

ワールームのあの電気も凄いでしょう？あれも超安売りでね、捨てる様な値段で、あ

れも十何年寝ているわけでした。だからあれを原価でその時に買えばもう不可能、出

来ない。想像出来ないでしょう？あれくらい立派な物が道路に皆置いてあったって。

（笑）で「持って行って下さい」って。で持って行ってそれも10年、20年寝かせておい

て、それが生き返るわけです。それを捨てないわけですよ。何故か知らないけど、拾っ

て来て大事に、大事に取って置いて来て、ちょうどお堂が出来る時に、見事に入って行

くわけです。もう、絶妙ですよ。

【参加者】

その時はこう感みたいなものなのですか？将来の事を見越していたのですか？

【水源師】

　いや違います。「これ持って行かなきゃ」という、ただ理由もなく。（笑）理由は後に

なって「ああ、なるほど」となったわけ。もうピッタリ入るわけです。ね？それがそのス

テンドグラスの今買おうと思ってもないわけです。本当のステンドグラスだから、色

ガラスの。それで作らせたら大金取られます。それが何故か見事に入りました。

それでお堂を作る時にお金がないじゃないですか。「どうしよう」って。そしたらお

釈迦様が現れてね、本当は宝生如来と思ったけど、お釈迦様は南の仏なのですね。

だからお釈迦様は富を与えてくれる仏なのです。それをミャンマーで発見したわけな

のです。で何で宝生仏が関係あるのかな？と思ったら、実はお釈迦様だったわけで。お

金がかかるので「いやー、どうしようかな？」と思ったら洪水になってね、「いやこれは

大変！」って思ったら、保険会社からお金が出て来たから、ちょうどお堂のお金と家を

直すお金がピタッリ、と払えました。ふしぎです。
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水源禅師の旅の連続で分かる、天界と地上界が一体化している
という事

【参加者】

でも、それを先生が突然ね、全部人に頼んだらその費用ではとても出来ないのだけ

ど、一から材料費を？

【水源師】

　材料費ね、材料費が全部出たのです。だから後は自分の体力でね、ドンドンやれば良

いから。レジャーで運動して筋肉が出来たのではなく、労働で出来たからです。と言う

風に天界が組み合わせてくれたと後で分かるわけですよ。「ああ、これは大災害だな

あ」と思って「どうしよう？」と思ったら、それが災い転じて実は福でこれが必要だっ

た。だから借金なしで運営して行くから、同じ給料でも借金している人としていない

人では差が出て来るでしょう？何十年も経ってから。その結果がこうなのです。

と言う不思議な話で。だから人がみんな、不思議がるわけです。どうしてそういう事

が出来るか理解不能なのです。私もどこからお金が出てくるのか分からないけど、何

とか現れてまた出て行って、また旅行に出て法を求める事が出来ました。

だから友人に悪いわけ。友人達はもう朝から晩まで働いてね、まだ働いているので
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すよ（笑）。私は遊びまくってこうして元気にしています。みんな体壊しながら、それ

はもうきつく働くからね、計算したり、もう商業で行って何か沖縄に行って飛んで来

たとか、そう言う風に。だから不思議なものですね。で何かこう非常に危険な危うい所

はスレスレで何か、すり抜けて行く様な感じで。スレスレでね。

【参加者】

先生ね、山に一ヶ月行かれたりするじゃないですか？その時って、食料とか持って

行くのですか？

【水源師】

　何も持って行かない。

【参加者】

　何も持たずに？付き人もいなく、一人で？

【水源師】

　一人で。

【参加者】

　お名前の由来のアンナプルーナに行った時も何も持たずに？

【水源師】

　持たずに。

【参加者】

　五千ｍ級の山に行くのに何も持たずに行くって事は普通ちょっとやっぱり考えら

れない。

【水源師】

　そうそうそう。だから弟子が怖がって、パニックを起こしてね「いや、大丈夫、大丈

夫」。

【参加者】

　食べなくても大丈夫なのですか？

【水源師】

　そう、三日、四日食べなくても大丈夫。水さえあれば。三日、四日歩けばね、必ず何処

か食べる茶屋とか何かあるから。ホテルとか。
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【参加者】

　一日中ずっと歩きっぱなしですか？

【水源師】

　そう、一ヶ月ずーっと。

【参加者】

　普通の人は真似しない方が良いですか？ましてや出来ないですか？雪山を、五千ｍ。

【水源師】

　あ、あれはお勧めしませんね。ま、アンナプルーナ級だったら大丈夫です。で、その大

神様から名前を戴いたわけです。ちゃんとあるのに、もう仏名があるのに漢字でね。漢

字の。ネパールの大神様で漢字で教えてくれたのです。日本で言う「火天神」火の神様。

火天。そこから全て始まった。と言う風に天界とこの地上界は一体化しているけれど

も、今皆化かされて「ない、ない、ない」となっている。ところが私の旅を見たらね、あり

えない話、ありえない話の連続で。

だってスリランカにスッと行って、真身舎利スッと貰って来るでしょう？本当の舎

利。大統領を通して直々に来る本当の舎利なのですよ。大統領もそこから貰って。そこ

からしか手に入らない。だから「他で舎利貰った」というのは、クエスチョン？マーク。

そこからしか出ないわけです。それも秘密だけどね。ただ置いてちゃんと修行しなけ

れば、舎利も無くなりますよ。大事に、大事に供養しなきゃいけないようです。まそう

いう話ですけど、また何かありますか？もうちょっとお話出来ますけど。

勢至菩薩様

【参加者】

　先生さっき観音様の話をしたのですけど、阿弥陀様の隣に観音様がいて、その隣に

勢至菩薩様、勢至菩薩様はどういう菩薩様なのですか？

【水源師】

　勢至菩薩はね、過去七仏をお持ちしておられる大変な大菩薩ですよ。だから勢至菩

薩の髪型見たらね、七つの空になって七つの仏。この地球上の七つのコップあるでし

ょう？この事なのです。

【参加者】

　そう言う事？
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【水源師】

　そう言う事ですよ。驚き。

　

【参加者】

　全部繋がっているのですね。

【水源師】

　そう。

カヤヌパッサナー

【参加者】

　カーヤヌパッサナー（身随観）の事なのですけど、話したのですけど、自信なくな

ったと言うか、修正というか？

　

【水源師】

　あれで良いよ。ゆっくり。ゆっくり。と、そしたらルーパが観え始めるから。それをず

っとやっていけば？真剣に。あれが正式なアーナンダ様の修行方法。あれだけでアラ

ハットになった。自分だけがアラハットでないのに、1200人のアラハットの前でお釈

迦様の事を報告しなければいけないわけです。それで一晩悩んであの行でアラハット

になったのです。だからあなたのこれが「とっても楽しい」って言うから「おーよしよ

しなかなか良い、やれやれ」って言ったのです。それです。

女川原発は核爆発

【参加者】

　女川原発、あそこは原発でしたか。あそこが核爆発を起こしたって初めて知ったの

ですけど。

【水源師】

　あれは何故やったか、分かりますか？アメリカの YouTubeの方でね、核爆発の時に

は一瞬に光るのですよ。バアーッと。水素爆発の時はね、そういう爆発じゃないわけ。

福島原発も核爆発やった。一瞬にして光ったわけ。あれは核爆発のだけでしか出ない 。

Detonationという爆発の種類があるわけです。火薬爆発、水素爆発、核爆発。だからあ

の時に、遠くからたまたまそこを撮影していた時に、一瞬にして女川の原発の方から

凄い光がバッと出たわけ。あれ核爆発。水素爆発じゃないです。（なぜか日本では地震
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による発光の光の様に、世界の映像を見せていますね。女川の発光は、福島原発の核爆

発と同じように発光（爆発のアメリカの専門家による映像の解説）していました。）

【参加者】

　福島の原発が漏れて確かにそこの海が汚染したのは分かったのですけど、何故宮城

県とかあっちの方で放射能の数値が高いのが分からなかったのですよ。話を聞いたら

そう言う事だったのかと。

【水源師】

　そう。だから皆隠し、隠し。

【参加者】

　空中から飛んで落ちたにしては随分高い、魚とか。

【水源師】

　だからあすこもやられているわけです。その事を隠しているわけです。で今稼動し

ているのでしょう？稼動させたとか何とか聞いたけども。滅茶苦茶ですね。稼働させ

る状態じゃないわけです。だから二つやったわけですよ。女川と福島二つ。全部隠し、

隠しですね。

【参加者】

だから津波で、宮城県とか岩手県の方が水を飲み込みますよね、その後遺症が酷い

みたいで何でそんなに酷いのだろうと思っていたのですよ。そう言う事ですね。

【水源師】

　そうそう。そうですよ。だからね、ソーシャルメディアで、本当に大学の先生も怖い

のでしょうね？職を失うという事でだと思うのですけど。分かっているのかも、見な

いのか。「見ざる言わざる聞かざる」で。でも被害はもう現地の漁民でしょう？街の人

でしょう？だから仙台、釜石、実は全滅。だからこの人達を何処に移します？でも仏法

を持てばね、またすぐ死んで他の生命体になるわけです。法を持てば良い所に行くか

ら。その苦の世界から楽の世界に行くから心配ないわけです。それはね、ま、こういう

世の中だから、早く法を掴んで下さいということです。

【参加者】

はい。それがちょっと疑問だったのですよ。時間が経って汚れるのは分かるのです

けど。
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【水源師】

　うん、だから結局ね、私がこんな事バンバンバンバン言ったら皆ね「あのお坊さんち

ょっとおかしい」って。て言うのは皆データ持っていないから。でもＡさんはそのデー

タ持っているから「あ、話合う」となるわけ。だから私はラッキーで皆さんにはお話出

来るけど、こういう話も親友とかそれは良いのだけど、一般の人は全部シャットアウ

ト。逆におかしくなる。そういう「おかしいな？」と思う知っている人には説明出来る

けど。

だから政治家も勉強する時間がなくて、頭空っぽのようですね、会議会議で自分の

自習時間が取れないのでと思います。何も分かってないという現状です。何かいつも

凄い話ばっかりで。だから分からずに仙台にね、遊びに行ったり、そこで食べている人

はね「美味しいな、美味しいな」って遊んでいるわけ。「わざわざ、そんな所危険だよ」っ

て言っても「いやー美味しい美味しい、あそこは良いから」と食べに行くわけです。そ

の放射能漏れのどっぷりとした水に浸かって「いい湯だな」って言うわけです。もう体

中全部放射能で被爆起こしているか分からない。

だからアメリカの学者は正直ですよ。まだ正直に言えます。明快に説明します。核爆

発の爆発と、火薬の爆発と水素爆発の発生の仕方が違う。だからこういう学校教育は

皆さんにしないはず。ここは抜かす。で変な英語は一生懸命。わけの分からない使えな

い英語は一生懸命。「I am a boy.　You are girl」（笑）。

英語の言葉に本当に慣れるには３０年くらいはかかる

【参加者】

　これから子供に学校の英語教育を受けさせる事になるのですけど、どうしたら良い

でしょうか？

【水源師】

　お先真っ暗。英語は簡単なの。日本にいればね、英語は経典みたいに滅茶苦茶難しく

なるわけです。多分皆さんみんな英語勉強したでしょう？私もしたのですよ。使い物

にならないわけですよ。文法とかそんな頭でそんな事組み替えたってね、一瞬で「あ、

あ、あ」って。それでその俗語も全然分からないし。学校で使う単語は誰も使わないし、

話が通じないわけです。

だから外交官がね、外国に行って英語で話すでしょう？本当に何話して来たのか

な？と疑問なわけ。現地の英語も分からないしね、現地の人と話す事も出来無いしね、

ただ事務所でスッと座って、帰って報告って何報告しているか分からないですよ。そ

れも高い税金取って。それで日本の大使館は砦みたいでした、砦。護衛付けてもう凄い

よ、凄い。超豪華なお城。その格好ね、いやーお寺みたいなもの。でっかい建物で、外で

見たらウワーッていう。凄い門構えでね、絶対人は入れないですよ。だから何の為の大
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使館か分からない。（笑）アメリカ大使館もそんな感じでした。もう要塞、超要塞。

でやっぱり外国の人が来て英語を教えてもね、やっぱり商業ベースだから何処まで

本気になって教えるか。だから英語の言葉に慣れるのにもやはり 30年くらい掛かる

わけですよ。それでもやっぱりネイティブイングリッシュじゃないから、深い漫才と

かね、意味分からない事がいっぱいあります。私漫才とかあんまり聞かないから、でも

子供がゲラゲラ笑うのだけども、俗語があるわけです。俗語の隠れた意味があるわけ。

それで「パイプラインがある」というのはね、パイプラインあるでしょう？その事じゃ

ないわけ。パイプラインと言うのは、もう通じている、工事が通じているという、「パイ

プラインを作る」と言うのはね、「何か工作する」という事なわけ。そういう意味で使っ

ているのです。だから正常通りのパイプラインだったらね、全然意味が通じないので

す。現地の人と。会話の時に狂って来るわけです。だからそういう俗語はね、教科書に

ないわけ。日常会話の現地の人だけしか分からないわけです。

昔、陸軍は軍服は皆カーキー色でしょう？カーキー色着て、カーキーって。それはそ

う言う意味で言うのだけども、俗語があって隠れた意味があるわけ。「あいつはカーキ

ーだ」と言うのは「ちょっと最低のクソ人間だ」という隠れた意味があるわけ。と言う

事は一切教えて貰わないから、いくら正式な文法、正式な英語を分かっても通じない

わけですよ。何言っているか。日常会話で。日常会話といってもね、外国の人が来てそ

れを教えないわけです。たまに少し、少しくらいで。で私も現地で言葉を拾い上げて分

かって行くわけです。そういう辞書があるかも分からないけど、ま、そこまで熱心じゃ

ないから、あんまり人と話したくないし。大体文献は普通の英語だしね。難しい英語で

見た事ない英語がいっぱいボンボン出て来る。でもそれを解読するには、やっぱり日

常会話の英語も必要になってきます。

コンピュータプログラムはカナダ、アメリカが優先

それでコンピューターの言語は全て英語がベースだから、英語をしっかり分からな

ければプログラミングが出来ないわけです。だから最後の鍵は、英語が分かっている

国の人が鍵を持っているわけです。日本語で組み替えは出来ないわけ。だからそれが

無ければ、繋がらないわけですね、他のコネクションに。そこでストップして。それが

あって初めて通過して世界の情報が得られる。あっちの方でだからそれで管理してい

るわけです。

だから日本で私のホームページはね、本当は出せない様になっていたわけです。で

日本でね、ダブル暗号と言ってね、普通日本じゃ絶対出来ない様にした組み合わせで、

日本で私のホームページ出ていました。だから今度私のホームページ載せる時にね

「お父ちゃん、これとってもおかしいよ？」って。私の息子はインターネットのその関

係のそこの専門だからね。「これダブル暗号が掛かっているよ」って。「一つの暗号じゃ

なく、二つ掛かっているよ」と。だから英語だから分かるわけ。日本の人は分からない
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から。絶対解けないと思って原稿を送って来たのですよ。だからどのプログラムも使

えないわけです。と言う風にして工作してね、本当は私のホームページは出せない様

になっていたわけです。出しては困る人がいっぱいいるみたいです。

それで息子が全部組み替えて、それもまた一つ一つ一つ。それで前の法話集は出せ

る様になって、あのプログラムじゃもう世界の誰も出せない様なそういうデータを送

って来たわけです。で「このプログラムを使えば出来る」とそれも皆嘘でした。全く出

来ない仕組みに成っていました。なぜ日本の方がプログラムを買うことを進めていた

でしょう？私が言ったら「お父さんこれは絶対解読出来ません」。お金出して、また取

られて出来ないわけです。だからあれ拒絶して良かったのです。お金欲しいと言って

いたでしょう？でプログラムも付けて。私達はお金取られて、それを出来ない様にな

っていたのです。だからこれ程、法を伝えるというのは難しいわけですよ。

【参加者】

　つまり先生のホームページというのは、通常であれば私達は見られなかったと言う

事ですか？

【水源師】

　そう。見られない様に、日本で出させないと言うわけでした。日本の方でそれで勝手

に改ざんし始めたわけです。それをすぐ見つけたわけ。Ｇさんが見つけてくれたわけ。

でそのホームページを作成した人も突然入って来て「やらせて下さい、やらせて下さ

い」って言って、やらせて。最初はやらせたくなかったけども、あんまりしつこく言う

ものだから、法話会に来てはじめて来て「おかしいな？」と思ったけど、やらせたらそ

ういう結果でした。

　何か私の法話集が出たら困る人がいっぱいいるみたい。だから最初のＺさんも「も

うホームページに載せられませんから」と言う事で、日本でそれを作ったらまたダブ

ル暗号を掛けて出来ない様にしたのです。だからＺさんが「ライブドアが閉じる」と、

それも閉じないでそのままずーっと継続しているのだけども。だから発表出来ない様

に、出来ない様にしていたけども、それ全部クリアしてやったわけです。

と言うのが現状。と法を伝えると言う事は言う風にこれだけ難しいわけです。だっ

てこのホームページが日本から発信したら分からないですよ？いつストップ掛けら

れるかも分からないけど、カナダだからね。カナダは日本の上なのですよ。日本はコン

トロール出来ないのです。カナダ・アメリカは日本をコントロール出来るのです。だ

からこうして自由に発表出来る。と言う風、今ここで正式に法が伝わったからね。「良

くここまで来れたものだ」と私は思っている。送ってきたデータは、ダブル暗号で解読

出来ないわけです。

【参加者】

　ダブル暗号？
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【水源師】　

　ダブル暗号。一つの暗号を解いてももう一つ暗号が掛かっているから。物凄い手の

込んだ事しているのです。普通の人はただスッと送ってデータ出すでしょう？わざわ

ざ暗号にまた暗号を掛けて来ている。

【参加者】

　その送っている途中で掛けられているのですか？

【水源師】　

　もう送る時にもう作り変えて、暗号を掛けて作って来ている。だからたまたま私の

息子がそのエキスパートだから。解読、それも英語ベースだから。だから日本語ベース

の人は絶対解読出来ない。だからぶったまげたと思うよ。絶対出来ないものが発表す

るし、でしょっちゅう「いやー何とか」理由付けて遅らせていたでしょう？「待たなき

ゃいけない」とか、みんな嘘。私が送って来たらすぐに発表したでしょう？と言う風に

魔の手がね、絶対に本当の事を知らせたくないわけです。

ただ私がカナダに居るものだから発表できました。ところが、日本に住んでいた場

合には、これ発表出来ないし、法が伝えられないと思います。

【参加者】

　それを経て奇跡的に今回皆様に法が伝わった。

【水源師】

　そう、皆さん長期休暇で奇跡的に皆集まって来て、こうして法を伝えられたのです。

だからもう法を遮断して仏教を潰そうとしているわけ。その奥はね、私じゃなく、私が

居れば困る。と言う事が私は知らなかったけど、その人たちは知っているわけです。知

らぬが仏で好きにやっているから、つかみ所がないわけです。私自身が知らないから。

ただ淡々と。

で最後に種明かしが出て来るわけです。「なるほど」と。天界は教えないのです、終わ

った後で種明かしするのです。だから私達はいつも考えるでしょう？考える葦で、こ

うだからこうで、こうだからこう。実際はそれでは絶対に解読出来ないのです。さっき

の女川みたいにね、データが無いから解読出来ない。で私が一言言ったら「あ、なるほ

ど」と。このデータを隠すから解読出来ないわけ。だから好き勝手なわけ。ああ言えば

こうなるし、こう言えばこうなるし。だから今でも聞いてもね、そういう学者に聞いた

らね「多分天候のせいでしょう」とかね。で、そしたらね「そうかな？」と言うしかない

わけ。で、今もう一目瞭然で核爆発と。「ああなるほど合点いく」と。それでもそれ嘘だ

と。一般の人知らないから。でもそう言うアメリカの学者がちゃんと検証して見せて

くれるわけです。だからそう言う人と対論したら、話にならないと思うよ。そう言うの

は全部伏せます。
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だから「家畜化になるな」ってお釈迦様が言ったのは「法を持ちなさい」と。法を持て

ば、どういう事があっても、そういう風なやられても大丈夫と。まあ、お釈迦様は凄い

方ですよ。話しがまあ沢山出ますね。もう一つだけ、質問受けますけど。何かあったら

もう一つだけ質問受けます。

お釈迦様は背が高く、足が大きかった

【参加者】

　先生、お釈迦様って背の高い方ですか？ 

【水源師】

　そうなのですよ。

【参加者】

　物凄く。何か TV番組見ていたら、ぶっちゃけ寺（番組名）。キリンぐらいの高さっ

ていう。 

【水源師】

　あ、それは無い。それはちょっと大げさ。（笑）と言う伝説はあるけども、お釈迦様

の本当の足跡見た事ある？この日本で誰か見た事ありますか？お釈迦様の本当の足

跡はね、実際でっかい。これくらい。

【参加者】

　えー！！30cm以上？

【水源師】

　もう 45cmか 50cmくらいある。だから確かにお釈迦様は背スッと高い人ですよ 。

2m40か 50cmは絶対あるはず。

【参加者】

　えー！！凄い！（笑） 

【参加者】

　瞑想で階段を上って行かれる方が何かおられたから、凄く背の高い方で、先生の様

なお袈裟を着て、誰かな？と。
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【水源師】

　そうそう、大体2m40か 50はあるはず。ていうのはその昔ね、今回ケニアにおいてア

フリカでね、300体の2m30か 40cmの全身骨が全部出たわけ。300体。だから一人二人じ

ゃなくそういう風に背の高い人種がおったのだけども、今は滅多に出会えない。でそ

の昔は4m50cmの人種がおったけど、そう言うのが出れば博物館が全部粉々にして潰

してない事にする。だから私の瞑想を教えていたメキシコの方が言っていました。「私

のお爺ちゃんが家作る時に穴掘ったらね、4m50cmの頭蓋骨が出て来ました」と。

【参加者】

　頭蓋骨だけで、4mもあるのですか？ 

【水源師】

　いや、全身、全身が。で「これを政府に知らせたら全部その結界張られて工事中止に

なるから、黙って埋めて家建てた」って。（笑）で、ナポレオンの出たコルシカ島と言

うのは、昔はそこは巨人の住む島で、伝説で。で実際コルシカ島でそう言う骨とかね、

発見されるわけ。もう殆どなくなって発見されたら全部潰してしまうからね。それで

ある人が、この人間の犬歯があるわけ。それでこれくらいでっかいわけで。で大学に行

って調べて貰ったわけ。「これは本当に人間の DNAの歯だ」と。そのサイズでいったら

でその人の高さは4m50cmくらいなわけです。その割合でいってそれから歯医者さん。

歯医者さんの専門の歯の学者さん。でその DNAを調べる時に大学に持って行って調べ

て貰ったら、人間の DNAだから、それでその後「返してくれ」って言ったらね「それどっ

かにいってなくした」ってそれでおしまい。

【参加者】

　じゃあ釈迦族の皆さんは背が高かったのですか？ 

【水源師】

　彼は特別高かったかもわからない。昔はそういう人がいっぱいいたわけ。2m40、50cm

とか。巨人でタイタンとかね。でもっとさかのぼれば4m50cm、もっとさかのぼれば12m

とか。それがキリンの話、それは。（笑）お釈迦様はそこまで高くない。私の見た限り

の足はこうだからね。それも見せないですよ、絶対。私は特別その時護摩焚きやって、

太陽と月が同時に上がったという奇跡で「ぜひ来てください」と「御釈迦様の足後を洗

わせてあげるから」と。

【参加者】

　スリパーダ？ 
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【水源師】

　そう、あすこは有名ですよ。だからそこの近くでね、頭下げる事出来ますよ。でも見

せない、幕張って。普通お坊さんにも見せないけど、何かその時私が月と太陽をその時

上げたものだから、その一番偉いお坊さんがわざわざ私を呼びに来て「お釈迦様の足

洗わせてあげるから」って。それで私が知っているわけです。

【参加者】

　凄いですね、凄い話で。 

【水源師】

　そうですよ。見せてくれないよ。誰も。

【参加者】

　見られないのですね。 いくらスリパーダでも。

【水源師】

　普通の人に見せたらおかしいと思うよ。隠している。だから歩く姿は木の様に歩く

って言うから、それでたかーいと思うけどさ、フィリピンの特別な方はね、三尺

（90cm）ちょっと。人間。三尺ちょっと。これは奇形児で何とかと言うけど、この人達

はすべて正常なわけ。と言う風なその山奥に住んでいる人を発見した。今は隔離して

絶対入れないから。だからそういう人から私達を見たらもう雲をつく様なキリンに見

えちゃうね。

【参加者】

　南米でもいらっしゃいましたよね？ 小さい人。バスの停留所の所に腰を下ろして

いた。

【水源師】

　ああ、あったね、小さい。それよりもっと小さい。南米ではこれくらいの小さい人体

骨。ミイラになって。で DNA調べたら人間の DNA。だから頭もあって、手もあって全部あ

ると。でお釈迦様が言っているわけ。人間がこれからドンドンドンドン退化したら、大

体五寸くらいの大きさになって、葉っぱの上に乗る事が出来ると。この事なの。

【参加者】

　進化じゃなくて、退化になるのですか？

【水源師】

　退化。これから私達ドンドン退化して行く。退化の過程なわけです。今その退化の過
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程と言うのは、結局コンピューター使わなきゃもう何にも出来ないでしょう？頭使わ

なくなっているでしょう？だから機能しなくなっていく、ドンドンドンドン。今しっ

かりと法を学べば良いけども、学ぶチャンスがあるけども、これから一、二世代になっ

てこう言う文化の所では非常に難しくなる。

ところがネパールとかミャンマーとか、そう言う所ではコンピューターもないし、

ラジオもあるかないかだから、お経ばっかり読んでいるから、退化の度合いが遅いわ

け。こっちの退化は非常に激しいと思う。車から何から。全部素晴らしい奇跡的な体が

ね、どんどん退化して行くと思う。歩かないし。

と言う事は、非常に修行がね、出来ないという事。しづらい。瞑想もしたくないし、出

来ないような過程になってくる。だから今ぎりぎりの所で今法が来たわけです。で今

この寿命体もね、今日本80歳でしょう？ボリビアに行ったら51歳か52歳。そしたら、

もう私69でしょう？もうほんとの年寄りで、だからそういう所で法は伝わる時間が

ないわけ。寿命体が短いから。

で今日本は世界一、寿命体が高いでしょう？八十何歳で。そのお釈迦様が80歳でし

ょう？他界された。だからそういう条件と仏国と重ね合わさって今がちょうど出来る

状態で、私が小さい時は平均年齢が50歳だった。50歳でゴロゴロゴロゴロ死んでいく。

だからもちろん法は伝わらない。生きて死んで行くぐらいで一生懸命働いて。今80歳

で余裕があって、ちょうどまさに正法を持って来る事が出来た。でもコンピューター

使ってこのままいけば退化します。だから今凄い事が実は起こったのだけどね。想像

を絶する事がちょうど、もうピタピタピタピタピタと集まってこういう事が出来まし

た。ま、こういう事で良いですか？
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日本に正法が伝わっていなかった

【水源師】

　正法が伝わったですね。でよくその話を聞いてみたら、私がゴエンカさんで直接ゴ

エンカさんの言葉で聞いているわけですね。英語で。そして日本のゴエンカさんはそ

れを日本語で訳しているという事で、そこで相当なズレがあるわけ。だから正式に伝

わってないから、どこかで必ず破れるわけ。でバンガはもうね、持続しなければ駄目な

わけ。一日、二日って。10分 15分って言うけどそれはまだ使い物にならない。という風

につまり言葉の壁。つまり言っている内容が分からないみたいですね。だから最初の

出だしからもう間違っているわけね。

【参加者】

　先生のこの説明がゴエンカ氏と私は同じだと思っていたら、昨日の最後の最後、違

うって事がびっくりして。
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【水源師】

　だから10何年も間違って教えられているわけです。教える人も体得してないで、た

だ形だけやっているから、ヴェーダナーヌパッサナー（受随観）の何をやっているか

分からないわけ。だからそれで大体何年やっても旨くいかなくて、今度あっちこっち

旅しているけれども、日本ではお釈迦様の正法が未だに伝わっていないという事が分

かったわけです。禅もまた然り。何もやってないのだという事が。ただ空念仏みたいに

ね、ただ繰り返して経文言っているだけで、何も修行していないという事が食べ方見

てすぐ分かって。全然六祖大師の法も伝わってなかったわけですね。だから日本では

何でもありという事で。何でもあり。

　法も全く習得していないで「私は全部終了した」と言っているでしょう？これ大変

な事ですよ。そういう事を言ってもね、何の得にもならんでしょう？出来なきゃ出来

なくて全然問題ないのです。「それを習得した」と言って、さもそう言って内容を聞い

たら全然、もう恐ろしいやり方で、全くサティパッターナ（念処経、四念処経）もない

し、禅の瞑想法でもないし、話聞いたら、ありえない事を教えているからビックリしま

した。

で今回こう皆さんから話聞いてね、分かった事は正法が未だに日本に教えてられな

いという事に対しての驚き。だから経文だけなわけ。それはね本読んで、車を運転して

車が分かると言うこと。だから車のね、マニュアルブック持って、それだけ暗記しても

ね、車もないしね。運転もしてないし、それで分かった事になっているという事。だか

らＪさんに初めて正式なカーヤヌパッサナー（身随観）を教えたわけです。それで本

のカーヤヌパッサナーと全く違うでしょう？

【参加者】

　あんまりカーヤヌパッサナーのやり方を分かって？

【水源師】

　全然教えていないし、教える人も居ないし。

【参加者】

　スマナサーラさんの手法でやっていましたけど、右足、左足。

【水源師】

　全然違うでしょう？ 

【参加者】

　全然違います。
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【水源師】

　ここのカーヤヌパッサナーは、心楽しくてスーッと爽快になっていくでしょう？

【参加者】

　はい。

【水源師】

　これが本当で、あとはねただ教える人もね、足動かす、それも本当に分かった人から

教えて貰えれば進化するけど、形だけでこう立ってみても無理なわけです。それで足

上げる下げるはね、あれは邪道であって、人が出来ないからやる事であって、あなたに

教えたのはね、アーナンダ尊者の正式なカーヤヌパッサナー。アーナンダ尊者はそれ

で悟りを開いたわけです。だから経典いくら読んでも分からないでしょう？教典と実

際は全く違うでしょう？

【参加者】

　何か頭が空っぽになった様な。

【水源師】

　そうそう。だから今まで経典読んで、頭狂わなかったのが良かったくらいで。やって

いたら必ず狂うね。実際と全く違う事を書いているから。だからまあそういう事で「い

や今の日本には正法がなくなった」という事が初めて分かったわけです。お釈迦様語

る方はあるけどね。ダンマ（法）が入ってなかった。だからここで皆さんがダンマを

今修得した方もいるし、その途中にいる方も居るけども。特に浄土禅は非常に簡単だ

からね。そのままでやって行けばそれで OK。浄土禅は在家にはピッタリと思います。と

言うのは、基本のチッタヌパッサナー（心随観）から成っています。

と言う事でやっぱりお釈迦様の最も大事な教えは、たったこの四つ。心随観（チッ

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

ヌパッサナー）、法随観（ダンマヌパッサナー）、この四つだけ。後は全部八万四千の

法がこの四つの中に入ってしまう。だから八万四千の文献を読んでも、この四つの行

法やらなければね、マニュアルをいっぱい読んだけども運転しなければもうエンジン

の作り方から何から全て読んだって、実際にねこのマニュアル四つの方法でやれば運

転出来ます。これ本だけ一生読んで車をそのまんま置いているわけ。車って言うのは

体。だから車もね、そのうちガタが来て錆びて動かそうと思っても動かなくなるし。で

一生そのマニュアルブックの解説書を次から次と読んでそれでおしまい。で車はある

しね。ただ運転の仕方を教える人が居なかったわけ。それをダンマというわけ。

「ブッダン　サラナン　ガッチャーミ（私は仏に帰依します）」って言って。仏の教

えが、「ダンマン　サラナン　ガッチャーミ（私は法に帰依します）」となるわけ。そ

れで「サンガン　サラナン　ガッチャーミ（私は僧に帰依します）」であなたが今度
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運転するわけ。で非常に簡単で何年も修行しなくてもスッと行くでしょう？だから今

まで何年も何をして来たか？という事なのですよ。て言うのは分からない人から教え

られているからこういう風になって。

で皆さんも最低一週間くらいの時間必要でしょう？三日じゃ無理なのですよ。とこ

ろが一週間取るとなったら日本では大変な事でしょう？だからそういう風な仕組み

にしてね、教えない様にしているわけです。これがヨーロッパとかフランス、ドイツだ

ったら、一ヶ月間のバカンスがあるわけですよ。それを日本に持って来たらね、仏教が

栄えるから、させない様にしていると思いますよ。本当の事に目覚めない様に、目覚め

ない様に、目覚めない様にありとあらゆる手を尽くして勉強出来ない様に、本当の勉

強ね。あとは宇宙の真理から見て、皆全く必要ないです。

どうせ生まれて死ぬでしょう？これだけが次の世に行く一番大切な勉強。後は博士

号ね、10の勲章貰ってもこれは全く役立たない。100の御殿作っても全く役立たない。

この四つの中のたった一つの手法。と言う事を教えないわけです。知らなかったのか。

言葉の関係で理解できなかったのか。話を聞いたらゴエンカさんは、全然そんな事言

っていないのに、その人達は全く想像で通訳しているのでしょうか？ 

【参加者】

　多分、インストラクターがいっぱいいらっしゃるわけですよ。

【水源師】

　でもちゃんと英語で言っていましたよ。私は英語で直接聞いているのです。

【参加者】

　でも日本語の訳が微妙にそれをずっと変わらない日本語があれをずーっとそれを

聞いているから。最初の訳がどうかという。

【水源師】

　その訳した人がよく英語が分かっていないわけですね、それとヴェーダナーヌパッ

サナーの正しい体験瞑想。

【参加者】

そうかもしれないですね。

【水源師】

　違う事教えています。

【参加者】

ちょっと確認してみますね。
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【水源師】

　うん、確認して。あなた十何年もやってそれだけ迷うわけないでしょう？私一回で

すぐ分かるのだから。アナパナっていう事はここじゃないよ？中なの。

【参加者】

タッチングポイント？

【水源師】

　それは違う、違う、違う。全くそれはねダンマヌパッサナーの手法で、タッチングポ

イントはまず吐く息、吸う息の次。直接そこやったらもう、それでもう何にも出来ない。

だからあなたはニミッタを観たわけ。それは全く別な法門なわけです。

と言う風にこれが現状。だから本の訳し、訳しで「あ、この人は知っているものだ」と

思って訳して貰ったかも分からないし。と言う事は本の訳しだから実態は分からない

わけ。皆さんもうビックリでしょう？

【参加者】

ちょっとＩさんＦさんに確認してみます。それぞれどう教わったのか。それぞれ違

うと思います。Ｆさんは「痛みとか痛みを留まってそこを観なさい」みたいに言われた

みたいなので。

【水源師】

　あ、それはもう完全に間違い。

【参加者】

ご本人はそれに結構こだわってやっているみたいなので。

【水源師】

　それだったらおかしくなる。

【参加者】

へとへとになって。

【水源師】

　うん、そうそう。だから、すぐ正法を教えたら体がスッキリ楽になったでしょう？で

お釈迦様は非常に明快に単純に非常に簡単な方法をやっているのに、後の人が分から

ないからね、自分で創作してそれいじくり回しておかしくなっているわけです。だか

らお釈迦様以上の事を教えているという事なっているから、それは間違うでしょう。
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で「お釈迦様はどうだこうだ」ともう解説するからね。と言う事はこの人達、お釈迦様

以上の方なわけです。解説書あるでしょう？何処何処の大学の先生、仏学。まあもう、

まそれはね、遊びとして小説は良いけど、その人好きでそういう人は。でもそれ本気に

なって書いたら本当にオカシイことです。完全に狂っている事になります。

結局ね、何にも分かってないのにね、先生みたいに「これはこうだ、あれはこうだ」と

皆さんに教えるでしょう？で皆から「ああ、先生、先生」と言われたいが為に、もしその

事が皆さん分かってね、この人は何にも分からないのに壇上に上がって皆さんに教え

ているという光景見たら完全にキチガイでしょう？皆さんは分からないから、こう

「ああ素晴らしい先生だ」と崇めたりするでしょう？で仏法ではね、漫才だったら良い

よ（笑）。仏法で観ましたら、もうおっそろしい事をやっているわけです。実際のとこ

ろ勉強もしていないし、修行もしていないし、それを語って皆の前でやると。本人にと

って本当に何の利益もないですよ。でそれを聴いた人も信じて変な所に行ったら、も

っと大変でしょう？

つまり正法がないから。来世もある、地獄もあるのだけど信じてないわけ「何にもな

い。ないないない。ないないない。何にもないから何しても良い」と。と言う事の哲学が

ね、世界での悪、悪い風を起こしているわけです。特にアメリカで。だから

「Nothing、Nothing、Nothing」、「無、無、無」なわけ。この「無」と言う事をもし分かったと

したら、完全に涅槃の世界が分かるわけです。それでまた浄土の事も分かるわけです。

でそれを飛ばしてね、いきなり「何にもない、何にもない」と言うのは、結局空念仏であ

って、結局コピーだから。自分で本当に悟った大先生の真似事をしていると言うから。

それはね法を持たずして説法をしている事は仏を殺すって、もう阿鼻地獄行く事です

よ。それを「無」を確認してからの「無」は良いけど、それも何にもないのにそんな事し

たら大変な事になる。

でアメリカ人でいた。その人は新しい宗教か何かこう一生懸命広めようとしている

わけ。仏教とキリスト教と混ぜて。それで「Nothing、Nothing」、「無」の事を言うわけ。そ

れで私がね「もし本当にあなたが無の事を分かったら、ニッバーナを知っているはず

だ。説明できるはずだ」と。出来ないわけ。究極を突かれたら、彼がカッとなったよ。見

事に詰まって。だから誰かのそう言う言葉をこう大きな題目を掛けて回答出来ないか

ら。

で、ある和尚さんも「全てです」。「色（しき）とは何か」「全て」。「じゃあ色の最小極

限のルーパを言ってみなさい」と。「地・水・風・火、あなたはそれを観たのか」と。「観

てない」「じゃ全然分かっていないじゃない」。そういう風なね、大きい事をバーンと

「全て、全て、全て」。そんな、観てもなくて全宇宙も観てなくて、アメリカの国も見てな

くて、それで「全て、全て」。そう、小学生でも言えるよ。だからお坊さんだったらね「色

即是空　空即是色だから、色の内容を言ってみなさい」って言ったら今度言えないわ

け。それで一遍にばれるわけ、何も修行していない事が。

でそう言う事をね、法を持たずしてそんな事人に言ったら、大変な事なのです。それ

自体も知らないわけ。それで「お金、お金、お金」と言うけども、お金は払うけども、Ｇさ
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ん通して「いち早く辞めなさい」と、こんな事。地獄にまっしぐらだから。分かったかど

うか。こんなでっかい建物作って、何もならないよ。商売するわけじゃないでしょう？

こんな所治めてお金取って、がらんどう、がらんどう、がらんどうって。商売人だった

ら「はあどうぞ、空いてるから使って下さい」って、またお客呼ぶでしょう？また。この

人達が今日本の人を教えているのですよ。仏法とか禅とかです。

だから今良かったのは、こうして皆さんと一緒に修行が出来ましたことです。私も

ビックリ。ここまで法が落ちていたのかと。知らなかった。だから今回皆さんが努力し

て正法を受け取ってくれたからね。今回ヴェーダナーヌパッサナーでね、完全に 7人

の方が正法受け取ってくれました。これは大変な事です。この大地初めて正法が種を

落としたわけです。でカーヤヌパッサナーもやっているし、心随観もやっているし、法

随観もちょっとやっていたから、その四つの法門全てこの 7日の間でやって。皆さん

大変な収穫を得ました。それでこれ程収穫の多い瞑想会は、私も初めて目撃しました

し、そしてこれ程の栄光を受けるとは夢にも思わなかったです。でこれでもう後は花

開いて行きますからね。こう伝えて行けばいいから。あっちこっちで。つまり今まで皆

さんのね、心田は出来ていたわけですね。心の田。ちゃんと。だからこう種を落とした

らスーッと出て来たって事。心田が枯れている所はね、種を落としてもなかなか開か

ないのです。

で一遍に七つの善知識が発生したという事は、前代未聞だと思いますよ。これを善

知識と言います。法を得たと。善知識ってよく言うでしょう？善智識、この事なの。法

を体得した人。だから結局今のところまで善知識がいなかったのですね。法を体得す

る方が。教える人がいないから、体得する事が出来なかったわけ。

だからまあそう言う事で、もう凄い素晴らしい事が今回発生したみたい。あの9月

23日、昨日何か世界的に大変な事起こりましたか？ニュースで。

【参加者】

　昨日ですか？

９月２３日、日本で７善知識が出た

【水源師】

9月23日。何もないでしょう？

【参加者】

　何もなかったと思います。

【水源師】

　世界中で騒ぎ立てたのは9月23日。あなた達がやった事。つまりね地球と他の惑星
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と天体の動きで、大変な天地大騒動が起こると、今まで始まった事ない。あなた達 7人

が善知識持った事です。これは前代未聞。中国でも何処でもあり得ない事が昨日発生

したと言う事を皆さん予感していたわけ、グワーッと。法の華が日本に落ちたと言う

事。大変な事ですよ。だから「9月23、23」と世界中で騒いでいたでしょう？その23に、

7人完成しているから「ああ、この事か」と。だから良い事であっても心が騒ぐわけ。大

戦争であっても心が騒ぐわけ、どっちでも。だから昨日は凄い良い事が発生したわけ。

だから前からも予知、予知って言っていたでしょう？ご飯食べる時も、これは何を

意味するか皆でやって、心が分かるわけですよ。だからそれを予知して、9月23日。ピ

ターッと。だからもし何かがあったら、もう地球が爆発するとかね、もう大戦争で核弾

頭を落としているとか、皆そっちに思っていたわけ。顛倒してね、一挙にして 7善知識

を出したから。実はこれはもう大変な事。と言う事は皆さんがそれまでもう準備出来

ていたわけです。ただ私は種を落として行けばいいだけ。それでスーッと出て来たと。

それに浄土禅もすぐ獲得してくれるしね。凄い事ですよ、これは。

一体何が起こったか、あなた達はまだ呆然としてまだ分かっていないでしょう？実

感もないでしょう？と言うのは本にもないし、誰も知らないし、何が何だか分からな

いわけです、正法が何であるかも分からないから。と言う事だったのです。だからこの

時期を逃せば、正法が伝わらなかったわけ。皆さん、時間がないでしょう？その間隙が

入って、そこでずーっとやって皆さん努力して中には徹夜したりね、もう必死になっ

てやったこのご褒美であなた達はこれから日本を大きく変えて行きます。良い方向に。

まそう言う事でおめでとうございます。皆さんよく出来ました。

【参加者】

　有難うございました。

【水源師】

また何か質問があれば答えますけど。

【参加者】

　先生は法を体得されて、今はとても忙しくされていますけども、今回体得した人も

これから忙しくなるのですか？

【水源師】

　そうですね。一生懸命、生まれてこの世に生きて、で法を獲得したと言う事は、宇宙

の大変な事なわけです。でこれを人に分け与えないで、自分でも良いですよ。もう分け

与える力があるのだから、この世で生まれたと言う事は法を持つ事がもう宇宙の最高

位に立つからね。でこれを人に与える、人に尽くすと言う事で益々仏神のご加護もく

るし、また幸せに大きく、大きくなって行きます。で完全にこれで苦の業魔から逃れ、

一切のそう言う事から離れます。と言う凄い事なのです。もう全部解けてしまう。パー
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っと散ってしまう。

【参加者】

　まあちょっと「何時かこう楽に暮らしたいなあ」というのはあったのですけど。

【水源師】

　そうなる。うん、で人にも今度それを楽にさせてあげる。自分が楽になったから、人

にも楽にさせると。それで、これでしっかり体得したらね、今度ちょっと離れて観る、

離れてやってみる。そしてそれが成功したら遠くから観て離れてやってみる。何故こ

うなるかといったら、お釈迦様が菩提樹の下で悟りを開かれたわけ。でその近くでね、

一週間歩きながら行ったり来たり、行ったり来たりして観ていたわけ。その自分の姿

を。でそれでカーヤヌパッサナーでこれが始まったわけ。でその後で、スーっとちょっ

と離れた丘、丘で一週間じいーっと座ってそこを観ていたわけ。で全部で７週間やっ

たわけ。だから 7×7＝49、観音様の化身って49。

だからそうして確認する事によって、完全に自分がやったと言う事が純粋に観える

わけ。その純粋さが故に一切の病気が消えるわけ。ある時、弟子がね病気になったわけ。

そしてお釈迦様がね「まず自分の体を観なさい」と。「しっかり観たら今度ちょっと離

れて観なさい」と。で「今度は遠くから離れて観なさい」と。そしたら一切の病気が消え

たわけ。でお釈迦様が病気になったら、この弟子がお釈迦様の所に来て「お釈迦様、あ

なたはあなたの体を観ましたか？」と。「観てない」と。「観て下さい」。「ちょっと離れた

所から観ましたか？」「観てない」と。で「遠くから離れて観ましたか」「観てない」と。で

お釈迦様が教えた事を人に教えた事を、自分でそれをまた弟子に気づかされて貰って

やったら、一切の病気がスッと消えたと。その事なの。

それはヴィパッサナーでやるか、ヴェーダナーヌパッサナーでやるかそれは別とし

て、そういうアラハットはこういうヴェーダナーヌパッサナーというしっかりした手

法があるから、それで一切の病気が消えると私が言ったわけ。でお釈迦様もその偉大

なアラハット達もこれで全部病気を治した。ただその涅槃に達するのは、ただ近くじ

ゃなくそれだけで行くスーッと。だからゴエンカさんはこういう手法を教えてなかっ

たわけ。また教えても最後まで行かなければ、正式に法を持った人間から教えられな

ければ無理。ただ長時間参加したと言うだけで、学校に100年通ったけどいつも寝て

いたと。寝て、教室で寝ていたと。と言う話であって、一年でもしっかり勉強したらス

ッと行くでしょう？そういう事で良いですか？

【参加者】

　今朝一時ぐらい座っていたら、いきなり「何だこれ」って、私がここに（目の前に）

居るんですよ。
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【水源師】

そうそう、そうです。

【参加者】

それで大丈夫ですか？

【水源師】

それで大丈夫。

【参加者】

ビックリして。

【水源師】

もうビックリした？

【参加者】

ビックリしました。え？何でここに私がいるのだろう。もう同じ形して。

【水源師】

　そうです、そうです。

【参加者】

ここにこうして座っていたので。何で？え？って。

【水源師】

　それが近くから観る。

【参加者】

それで大丈夫なのですか？

【水源師】

　はい。

【参加者】

びっくりして（笑）。

【水源師】

　凄い事ですよ。その正法というのは。でまた簡単だしね。もう非常にシンプルでしょ
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う？経典の本読んだらもう頭狂うでしょう？

【参加者】

読んでないから分かりません。すみません（笑）。

【水源師】

　だから読んだらもう頭、もう事細かに書かれたら何言っているんだか分からずに、

おかしくなると思う。

　

【参加者】

もう勉強嫌いだから読まないです（笑）。

【水源師】

　私も勉強嫌いだから、旨く行ったのだけど。

【参加者】

先生、ここ京都のお寺至る所にありますけど、大学もある。こんなにあっても、やっ

ぱり何処にも法がないのですか？

【水源師】

　という事が分かりました。皆さんを見て。

【参加者】

空っぽなのですか？

【水源師】

　空っぽ。伽藍はあるけど、ダンマが入っていない。つまり教える先生がいないから、

生徒も来ないしこれみたいにがらんどう。ただ飾るのは、木造の彫刻の化け物になっ

てしまっている。人が来なくて、霊が入って、幽霊がそこの所に座っている。で逆に取

り憑かれるとか。昨日お話したでしょう？気持ち悪いと。それは六祖大師が言ったの

ですね。もし家を空っぽにしたらね、魔が入ってくると。家の中に仏を入れたら魔が入

らないと。家というのは自分の体の事。

だからこういう伽藍でね、仏を入れなければ当然魔が入るでしょう？結局修行もし

ない、法もない、当然魔が入ってニッコリ座って「ああ気持ち良いな」と魔殿の城とな

りますね。
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                             水源師が掘られた観音様
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