
1 

 

2017年 10月 10日                                                                 ブラザー ブリッジ モハン 

様々なサンスカーへの対処法 

ブラザー・ネビル（インタビュアー）：今日のトピックはみんなに関係があると思います。特にブリッジモハンバイはヤギヤの中心

にいて、様々な経験をされて来られたので、私たちに多くのヒントを与えてくださることと思います。私は 35年ほど、彼を

知っていますが、とてもユーモラスで知識が深いと共に、正直で自然です。彼はデリーでトップクラスの人々と交わりなが

ら、いつも自然で普通です。その資質の背景は何なのか、知識とヨガなのか、その辺をまず、お聞きしたいと思います。 

ブリッジモハン：オムシャンティ。毎年、私はババのダブルフォーリナーの子どもたちに会うのを楽しみにして

います。マドバンという一か所で皆さんに会うことができます。トピックは二義的です。ステージがトップクラス

であるべきだ、とババは言っています。もし、この体を持ってみなさんの国々を訪ねようとしたら、パスポート

やビザを取ったりする必要が出てきて、とても難しいです。ですから、いつもとても楽しみです。まず、自然

でいることについてですが、自然は自然です。ブリッジモハンはブリッジモハンで、ネビルはネビルです。 

Br.ネビル：幾人かの BKは、BKになる時、自分でない何かになろうとする傾向がありますが、あなたはとても美しく自己を

受容なさっているように思います。それは自然でいることに関係がありますか？ 

誰かが自分でない何かになろうとしても、その人工的な仮面をそれほど長くは付けていられません。その

うち自然に戻ります。例えば誰かが怒ったとしましょう。その怒りはどれだけ続きますか？ 永遠には続きま

せん。そのうち消えてしまいます。その人は自然になります。沸騰したお湯も、放置すると冷めて自然に戻り

ます。ですから、自然でいればいいのです。何もする必要はありません。間に合わせに何かするのは異常

なことです。普通で自然でいましょう。例えば電車が遅れて、その遅れを取り戻して間に合わせようと、時間

通りに着いたとしても、乗客は様々な状況にあるので、他のどこかで待つ必要が生じたりします。この世界

は複雑な世界です。複雑な世界で最良なのはシンプルで自然でいることです。波に乗って、動いて行くの

です。時々成功して嬉しくなり、時々、失敗して悲しくなります。それは自然です。交通渋滞にはまったとし

ましょう。良くあることです。その時の私たちのステージはどうでしょう？ 通常、もし遅れたら、どうなるのか、

こうなるのか、ああなるのか、と際限なく考えが現れます。恰も渋滞が解消されるかのようにクラクションを鳴ら

し続ける人もいます。それで解消はされません。ドラマはいつも私たちに自然であるように言っています。 

Br.ネビル：このカリユグの世界には、元々の性質ではない性質を身に着けてしまった人々がいます。人をコントロールするような

人もいれば、受け身の人もいます。依存や執着があります。それらのサンスカーは私たちの性質の一部のようになってしまって

います。誰かそのような人を見て、心地よく感じなかったら、それにどう対処しますか？ 

仕事を始める時、身体検査をします。私の場合「視力は眼鏡を掛けて異常なし」と記載されます。私たち

はこの完璧でない世界で行動していきますが、時々、大勢の人がいて、身動きが取れないと、その群衆が

どのような形でか、通過させてくれます。この完璧でない世界では、確かに何かの援助や助けが必要です。

依存が私を乗っ取ってしまっているか、あるいは、私は単にそれを助けとしているかが問題です。最も近い

例はこの体です。この体は私の資源です。私には目や耳があります。あなたにもありますし、皆さんにもある

と思います。問題は目や耳にコントロールされているのか、それとも、私が目や耳をコントロールしているの

かです。助けを借りることは何も間違っていません。嵐の時にコートを着るのは依存ではありません。例えば
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電気が消え、扇風機が止まったとしましょう。その時、私のステージはどうですか？ 夜、寝る時、私は明かり

を消しますよ。ですから、自然に消えたとしても、何がいけないのですか？ 

Br.ネビル：とても良いヒントをくださいました。コントロールされていないことが大切だ、ということですね。 

そして、例え、私より力強い状況があったとしても、不安になることはありません。というのは、ドラマが私に

もっと力強くなるようにテストを与えてくれているからです。通常、私たちは不安になったり、気持ちが動揺し

たりします。というのは、通常、人や状況が、私が望むような形ではないからです。人はその人が振る舞うよう

に当然、振る舞うのだ、と思うなら、心は騒ぎません。 

Br.ネビル：私がブリッジモハンさんを知ってから、長年立ちますが、昔も今も変わらない感じがします。 

私は改善していないのですね。あなたは正しいです。 

Br.ネビル：（笑）恐らく改善は必要なかったのでしょう。けれども、あなたのサンスカーに何か変化はありましたか？ 

サンスカーは既に私の中に記録されています。私はただ、もう一度、それを再生しています。ですから、

改善とは何でしょうか？ まず、私は自分の負債、魂の重荷をなくす必要があります。それは、時間の要因

で不自然になってしまった過去のサンスカーです。この人生においても、時の要因はこの体を 84歳の若さ

にしています。ですから、時の要因を避けることはできません。けれども、その時の要因と適切に折り合いを

つけて、時の流れと共に行動すれば、私は普通で幸福でいられます。変化は、時の要因によってもたらさ

れるものです。私は全世界を悪いものから良いものに変えることはできません。私は、良い時がやって来る、

という知識を受け取ったので、この時と共に生きています。この時が要求することと葛藤しません。同時に、

次の時代に向けての準備もしています。そこにいる資格を身に着けて初めて、そこに行けるからです。もし

私が、この世界は悪い、この世界は好きではない、と言って戦いを挑むなら、私は動揺するでしょう。 

Br.ネビル：つまり、ご自身を受け容れ、世界を受け容れた、ということですね。 

ええ、きっぱり受け容れました。 

Br.ネビル：もし、あなたの中に、快く思わない傾向があるとしたら、悩みの種になるような傾向がある、と思ったら、それに対処する

最良の方法は何ですか？ 

私はそのような状況を歓迎します。というのは、逆境であろうと、好ましい状況であろうと、そこから幸せを

引き出したり、幸せを失ったりするのは私だからです。幸せでいることは、態度です。 

Br.ネビル：それが、あなたが変えたいサンスカーに対処する主な方法ですね。それが示してくれることに対して幸せでいる、とい

うことですね。 

もし私たちが何か好きではないことに対して苛々して戦おうとするなら、相手もパワーを得て、私と戦おう

とします。私が相手に喧嘩を吹きかけたら、あるいは、相手が好きでないことをしたら、相手も黙って座って

いません。何らかの方法を見つけ出します。ですから、私はそれを避けるのです。たとえ好ましくない何かが

あったとしても「ああ、これは好きですよ、とてもいいですね」と言います。そうすることで遊離するのが易しく
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なるからです。粘着力がなければ、易しいです。あなたが、粘着力が強い糊なら、難しくなります。ですか

ら、いつもベタベタしないようにするのです。すると、幸せでいます。 

Br.ネビル：正直さについてお聞きしたいのですが、ダディジャンキは最近のクラスで、私たちは内面を深くチェックする必要があ

ることを話していました。自分で気が付いていない何らかのサンスカーや限界のために、人に迷惑を掛けている者があるかもし

れないからです。自分では正しいと思っていても、何かを押し込めていて、ブロックしているものが何なのか、自分では見えま

せん。そのようなサンスカーをどう扱ったらいいですか？ そのような隠れたサンスカーを扱う方法がありますか？ 

バリア、ブロック、重荷、といった言葉がありますが、そのすべては基本的に同じ家族です。まず、私たち

はここが完璧でない世界だということを認め、理解すべきです。完璧でない世界に完璧性を見ようとすると、

障害、バリア、妨害が見えてきます。私はここが完璧でない世界だと知っていますが、他の多くの者は知ら

ないかも知れません。すると、彼らは独自のやり方で振る舞います。けれども、私は予めそのようだと知って

います。ババは未来のための知識をとても明確に与えてくれました。大きな災害が来たら、隣りの人があな

たの所に来て、「ネビルバイ、あなたのババはこのことを何と言っていますか？」と尋ねるでしょう。私たちが

未来について力を得ている、と彼らは知っているからです。私たちは未来について知っていますが、それは

広く知っている、ということです。マクロの状況について知っています。けれども、小さい状況について、日々

の事柄について、それを適用することができません。ババは、あなた方は遠目が効くけれども、近いところは

見えない、近くに弱い、と言います。ですから、２つの眼鏡を持っていると良いです。第３の目を使うのです。 

Br.ネビル：けれども、どうやって見逃している小さいものを見るその眼鏡を手に入れますか？ 恐らく、自分に焦点を当てながら、

他の者の美しい所を見ようと努力しています。彼らは良い人たちだ、他のサンスカーの背後に良いものがある、と自分に思い

起こさせています。けれども、自分では本当に自覚できていません。 

それは、体験しながら学んでいくことです。恐らく、あなたは覚えているでしょう。ずっと以前のことです。

私は腎臓の手術をしたことがあります。―ええ、覚えています― レーザーを使って、アメダバードで手術をしま

した。私は簡単な手術だと思っていましたが、思ったより複雑でした。その２，３日後、オーストラリアに奉仕

に行くことになっていましたが、私はこんな体の状態では普通に振る舞うことができないだろうと思って、断ろ

うと決めていました。私はその時、パンダブバーバンの私の部屋であなたに会ったのですよ。あなたは言い

ました。「いいえ、いいえ、たくさんプログラムがあります。皆が奉仕の準備をしています。どうぞ、行ってくだ

さい」これは本当にあった話です。そこで私は考えました。「何故、私は行けないなどと考えているのだろう。

多くの魂が、私が来ると思っている。だから何故、その機会を掴まないことがあるだろう、ババも私と一緒に

いる」そう考え直し、行くことにしました。そして、その期間ずっと、私は頭痛さえしませんでした。時にババ

は、奉仕に就いている間、カルマの勘定を保留にすることがあります。後になって、出てきます。 

Br.ネビル：では、オープンでいて、ババから信号を受けたのですね。 

私は自分の限界（病気）のことを考えるべきでない、と気が付いたのです。彼らはホールの準備など、様々

なことをしていました。ですから、そこに引力がありました。この世界には引力(gravitational pull)があります。

そのため、私たちはここにいるのです。この物質（体）は要素でできています。すべてが引力に引っ張られて

います。魂がパランダムに行きたかったら、体から遊離する必要があります。ここには引力があり、バラの花

をプレゼントにもらって、テーブルに置き忘れても、取りに戻って来られます。私たちがどんなに速く動いた

としても、地上の表面にいるに過ぎません。たとえ、ヘリコプターより速く走る車があったとしても、ここでしか
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動きません。ですから、この地上の何に執着しても、それは私たちを墓場(graveyard)に連れて行きます。ここ

の引力によって獲得したすべてを私たちは脱ぎ捨てていかなくてはなりません。生きている間にそれを試み

るのです。結局、力づくでも脱ぎ捨てることになるのですから、何故、自ら進んでしないことがあるでしょう？ 

ですから、一番いいことは、全世界が動き回っているのを楽しむことです。私は決してここに行こう、あそこに

行こう、などという計画を立てません。それは私の興味か何かを示しています。私はドラマに任せます。何か

が起きたら、引っ込みません。OK、といって、引き受けます。そのように、私はずっと遊離していられます。 

Br.ネビル：ああ、それは驚くようなことですね。 

誰でもできますよ。 

Br.ネビル：ドラマが動くように動き、それによって祝福を得ているのですね。 

そうです。もし私が自分の役割を選び始めたら、（他の人の役割は選べませんが）どうなるでしょうか？ 私は何

らかの好みを持ち、それらの好みに惹かれるでしょう。例えば、誰かが歌が上手だとしましょう。すると、誰か

が私に歌を歌うよう頼むだろう、という何らかの傾向が出てきます。そして適切な機会に歌を歌うように頼ま

れないと、渇いてきます。喉が渇いている人には、水が必要です。けれども、水もまた、誰かに飲んでほしい

という渇きがあります。それがないと淋しく感じます。ですから、私は自分にとって良くないものを避けるだけ

でなく、私を惹きつける可能性のあるものをも避けます。誰かに頼まれない限りは。けれども、手術台に載っ

たら、準備ができています。皆さん、私を切り刻んで、何でもできます。私は状況の中にいるからです。私は

手術台を恐れることもなく、何に惹かれることもありません。そのように試みています。 

Br.ネビル：それは、素晴らしいですね。 

というのは、基本的に私は魂ですから、ここの要素の何にでも惹かれるなら、私はそれを集め、最後には

墓場に送ります。 

Br.ネビル：他の者のサンスカーへの対処法について、もう少し、お尋ねしたいと思います。もし、繰り返し他の誰かの振る舞いに

よって動揺するなら、誰かが攻撃的だったり、誰かになおざりにされたりすると感じるなら、それに、どのように対処しますか？ 

それは社会が一般に、彼らは攻撃だとか、なおざりにする、と同意する時のことを言っています。 

基本的に、動揺するかしないかは私の選択です。誰かが私を動揺させようとしても、何故、私は動揺する

必要があるでしょうか？ 彼らに試みさせればいいです。疲れるまで試みを続けさせればいいです。そうす

れば、彼らは決して再び試みようとしなくなるでしょう。たとえば、手品師は何をしますか？ どこからともなく、

何かを現します。そして、何かを消してしまいます。私はこの体の中にいます。誰かが私を侮辱し始めたら、

耳はその侮辱を聞いています。私は消えてしまいます。何処でも行ってしまいます。そして彼の話が終わっ

たころ、再び現れます。彼はどのように私を動揺させられますか？ 

Br.ネビル：素晴らしいです。それは本当の魔法ですね。 

私たちみんなに、その魔法の力があります。ネコがハトに襲い掛かったら、どうしますか？ ハトは即座に

ビックリして目を閉じます。ハトには翼があります。ハトが外のことに影響されなければ、楽に屋根に飛んで

いき、ネコはそこまで行けません。私たちみんなに消えてしまう能力がありますが、私たちは聞き始めてしま
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い、動揺し続け、気持ちが乱れてしまうのです。どんな挑戦的なことでも、来ればいいです。チャンピョンは

チャンピョンの役割をします。「いらっしゃい。他の誰でもいらっしゃい」。その時、彼はチャンピョンと言われ

ます。ババの子どもたちがチャンピョンでなければ、他の誰がそうであり得るでしょうか？世間の人々はある

分野のチャンピョンでしかありませんが、私たちはオールラウンドのチャンピョンです。けれども、他の人たち

にあなたがチャンピョンだと分からないようにしてください。さもないと、彼らは探し始めるでしょう。ですから、

シンプルでいて、地下に留まり、普通にしていてください。もしチャンピョンのメダルを付けたら、チャンピョン

の地位を失い始めます。―Br.ネビル：それがあなたの中の強さですね― ある意味ではそうです。 

一つ、付け加えたいのですが、upset(動揺する、気持ちが乱れる)という言葉には、２つの面があります。

私たちの中には、十分にセットされていながら（自分は落ち着いていながら）、他の人をアップセットさせる（動揺さ

せる）人がいます。自分は大丈夫、他の人のことは構わない、そのような態度は破壊的です。建設的である

必要があります。私たちは要素のすべてから学ぶことができます。例えば、水は柔軟で、流れて行きます。

どんな器にも入ります。（水は方円の器に随う）そのように、誰の気分も害さずに、スルスル抜けて行くことができ

ます。空気は自由で、何処にでも入り込めます。空は果てしないです。限りあるセンス（５感）はここにあります

が、限りないセンスを使えば、本当に楽しめます。ババが与えてくれた知識はすべて使うためのものです。 

Br.ネビル：それは、あなたが仰った魔法の一部ですね。要素のようになる、ということですね。 

そうです。状況に応じてそのようになるのです。岩のように固くもなり、水のように流れるものにもなります。

すると、空気のように飛んでいるステージになります。（Br.ネビル：忍者のような技術ですね） 技術は要りません。

技術に入るや否や、制限の中に入ってしまいます。鳥は飛ぶために技術など要りません。鳥はフルスピード

で飛ぶことも、ゆっくり飛ぶことも、翼を広げて安定することも、降りて来ることも、翼を畳むこともできますが、

すべてが自然に起こります。サルは「そこに行く」と正確に計算して隣の木の枝に飛び移ります。それらすべ

てが自然です。彼らは技術を学んだりしません。そして、人間の魂は全能の者の、最良の創造です。 

Br.ネビル：一緒に暮らしている人や、奉仕の仲間の誰か、神の家族の誰かが、何か害になるようなことをしていたら、正しく思わ

れないことをしていたら、そのようにトラブルを引き起こすサンスカーのある魂たちにどう対処しますか？ あなたは権威があり、

シニヤですから、この家族を見て、何か正しくないと思われることが起きている、ババの仕事が損なわれる、と思ったら、ババの

奉仕を前進させずに、困難を創り出している、と思ったら、その時、どう対処しますか？ 

私たちはみんな、神の家族でない人たちと一緒に生きてきました。最も交通の激しい通りで運転できる人

は、ここで運転するのは簡単です。少なくとも、神の家族は外の世界よりましです。私たちはみんな、より良く

なろうとしているからです。ですから、彼らに対処するのは外の世界に対処するより易しいです。 

ロキックの家族でもダメージを引き起こす人はいます。家族の名誉を損なうようなことをして、それに対して

努力しても何も結果が出ません。彼らは単に行うことを行います。そのように、世界は落ちてきました。この

家族でも、同じことが言えます。私たちは注意を怠っていいとか、無視していいとかいうことではありません。

問題は、私のステージがどのようか、です。誰かがダメージになることをしている時、状況に応じて私たちは

みんな、状況の中で何をすべきか知っています。弱い魂は、誰かが何か害になることをしているのを見て

も、その人が自分に良い気持ちを持たなくなると考えて報告しません。その人の間違いを指摘して、その後

の結果に直面する準備がある人もいます。彼らは相手がどう反応するかを気に掛けません。けれども、尚、

その相手はサンスカーによって行動していて、何も間違っていない、と考えています。 



6 

 

私たちには、そのような状況で何をすべきか、に関して、システムがあります。けれども、問題なのは私の

ステージです。まず、正しいことと間違っていることの知識があり、私たちは正しい側につきます。その結果、

間違ったことをもっと見ることになってしまいます。以前は正しいことと間違っていることを知りませんでした。

今、それを知っています。私は正しい側につきます。すると、世界にはもっと多くの間違ったことがあります。

汚れた水の入ったバケツがあります。それを浄化しようとします。これはブラーミンの家族です。これは正し

い、これは間違っている、と私は分りますが、私がすべきことは、ステージを正しいことと間違っていることを

超えたところ、上の方に持って行くのです。私は知っているので、ベストを尽くすべきです。けれども、何か

が起きているなら、それもドラマです。次の２つの時代、金の時代と銀の時代、私たちには召使も使用人も

火葬人も必要です。一体、彼らは何処から来るのですか？ ババはみんなに宝を与えていますが、ポケット

に穴が開いていて、宝をこぼしてしまう者もいます。最後の瞬間まで、私たちはベストを尽くすべきですが、

ステージが動揺すべきではありません。問題は、自分が正しい側についていて、この人がゴールに到達す

る妨げになっている、と考えることです。どんな妨害があっても、私たちはゴールに到達すべきです。ババは

そう言っていますし、私たちもみんな、知っています。ですから、何も問題ありません。 

Br.ネビル：では、問題がない、と思う自らの能力を増やすには、知識とヨガを使うのですか？ 

知識とヨガは私たちの栄養ですが、基本的に、ステージです。知識とヨガを使って上の方に行くのです。

その上で、行動します。上の方に行くのは態度と意識の問題です。注意深く考えてみることです。私は正し

いか間違っているかに入って行き、葛藤に入るのか、そのどちらも超えて上の方へ行くのか、です。 

ババは、様々なレベルでパワーを増やして行くことについて、話しています。一つは独自の努力をするこ

と、知識とヨガを貯えること、スピリチュアルな力を貯えることです。それは、一つのことに過ぎません。内側

で吸収すべきものもありますが、外側で適用できることもあります。問題は適用することです。自分の殻の中

で何かをすることも一つですが、外に出ることもできます。ババは言います。「協力することだけ考えなさい」

と。OK、私は協力します。それがすべてです。疑問はありません。この人は協力していない、この人の協力

はこの程度だ、この人は私に感謝しているのでもっと協力しよう、ということではありません。単に協力するの

です。すると、多くの祝福が訪れます。ババは、それは一部分だと言います。自分の中においても、ババは

３番目の次元を見せてくれました。完全に委ねたなら、考えも行動もすべてを委ねた、ということです。委ね

た人は何も求めることはできません。委ねたからです。ババに、家族に、すべてに委ねたのです。委ねて、

「私」という頭を持ち上げなければ、それが一番良いことです。人々は「この状況の中で、私たちはこれをし

ています。けれども、この人はそれをしていません」などと言い、「私」が割り入って来るのです。 

例えば、私が服を買いに、店に行くとしましょう。初めてニューヨークに行った時、服を買いに店に行きま

した。膨大な量の服や見本がありました。私はとても混乱し、そこから逃げ出したいと思いました。BKが何か

買いに行くと、人々がそこにいて、何を選ぶか、どれだけの時間を費やすか、自然に注意深く見ています。

もし、直ぐに必要なものだけを買ったなら、それも奉仕です。けれども、世間の人々のように、カーテンを買う

のに１００枚のカーテンを見ていたら、それは奉仕ではありません。ババは言います。一つひとつの行動が

注意を要する、と。快適に過ごしていいですが、完全に遊離している必要があります。その遊離があれば、

魔法のように消えることができます。そうでなければ、消えることができません。座っていて、消えたい、消え

たい、と言っても消えることはできません。 
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Br.ネビル：状況が訪れた時に魔法のように消えてしまう、状況を超えた状態になる、それは本当に魅力的ですね。 

例えば、とても暑いとしましょう。みんな、暑い、暑いと言っています。けれども、あなたは心の力を使って

とても涼しくて最も快適な場所に座っていることができます。すると、暑さに影響されません。魂は最もクール

な場所にいる考えを創り出す力があります。けれども、今日、外的要因に影響されています。ダンスの音楽

が掛かると、ダンスしたくなりますが、それがなくても、自然にダンスすることができます。それが金の時代に

起こることです。その自然な状態は、すべての知識が私に機能し、他の人たちにも機能した時に訪れます。 

ババはドラマに対する多くの理解を私に与えてくれました。私は誰とも衝突したり争ったりませんし、誰の

ステージに対しても何の疑問もありません。ババはみんなに独自の演じるべき役割があり、みんなが違って

いる、と言っています。もし私が誰かの役割を変えようとしたら、どうなりますか？ インドにはラームリーラとい

う劇が演じられています。恐ろしいラーバンの役の人がいて、いつも微笑んでいる良いラクシュマンの役の

人がいます。ラーバンの役の人に、どうしてラクシュマンの役割を演じないのか、と言って、彼が同意したら、

ラームリーラは演じられないでしょう。 

Br.ネビル：ブリッジモハンバイは私に委ねることについての異なった面を示してくれています。西洋では委ねるというのは、負け

て降参し、白い旗を掲げる意味ですが、そこに強い歓びや自由の感覚はありません。敗北して敵の者になってしまった、という

感じがします。委ねたシスターやブラザーは時々、ドライな人生を送るように見え、そのような人生は送りたくない、と感じます。

ですから、委ねることに関して、何らかの調整が必要な気がします。 

白い旗を掲げる時でさえ、相手がもっと強い場合、抵抗すると自分が傷つき、被害を受けると感じるなら、

降参した方がいいです。自分をもっと大きな被害から守ることになるからです。私たちの場合も、マヤは遍在

していて、とても力強いです。このホールにもいます。私たちは降参した方がいいです。戦うことで、時間と

エネルギーがムダになります。勝つことができません。ですから、ある状況においては降参することは勝利

することです。人々が、私は負けた、と思う時でも、実際には勝利していることがあります。 

Br.ネビル：では、BKの流れの中で、委ねることは、自由を得ることよりむしろ、自由を失うことのような印象を、私たちの幾人かは

持っていますが、それはどうしてでしょうか？ 

実際、私たちはみんな自ら進んで委ねています。誰も私に委ねることを強要していません。私が委ねるこ

とに決めたその時、この世界は私に害を及ぼし、すべての関係は損なわれている、と思ったので楽観的に

委ねました。けれども、ちょうど女の子が結婚を決めて、義理の両親の家に行く時のようなことが起こります。

あらゆることが異なっているからです。委ねた後、調整するのを難しく感じるのです。状況が異なっているか

らです。そのため、難しさを感じます。ですから、それは自然です。けれども、自ら進んで委ねた私のように、

私から何も良いものが奪い去られるわけではないと分かっていれば、大丈夫です。 

人々は、委ねると独立を失う、一人でいる方が独立していると考えます、西洋では、もっと独立する傾向

があります。けれども、実際に何をしているかというと、朝から晩まですべてを一人で行っています。いつか

病気になっても、誰も訪ねてくれません。けれども、ある設定の中で共同体として生活すると、一人ひとりが

自分の持ち分を少しだけ行えばいいのです。門番なら、門番だけをし、調理する人なら、調理すればいい

です。残りはすべて提供されます。さあ、どちらが独立でしょうか？ ここで委ねるとは、普通の組織に委ねる

のではありません。全能の者に委ねるのです。私たちが知ることもなく、ババは私たちに最良のものを提供
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してくれています。すべてが上の方から指揮されています。ですから、もし私たちがその真価を認めるなら、

それは、どれほど良いものでしょう。どれほど独立しているでしょう。 

例えば、私は世間的に言えば、幹部職に就いていました。幹部職としてどれだけ良い仕事をしたとして

も、私はいつの日か、退職することになります。けれども、ここに、退職はありません。世間では、様々な国に

送られたりして制限があるかもしれません。ここでは、すべての制限が壊れます。ここでは、できる限りのこと

をしますが、ある意味では、制限がありません。私たちはババから遺産を得ています。ここにはババの祝福

があります。他では、遣り取りがあり、良い会社員であったり、良い生徒であったり、良い弟子である必要が

ありますが、ここでの祝福は直接です。けれども、その祝福も使う必要があります。ムーリーを読むと、最後

の行が祝福です。それが、ほんの少しの努力で多くを得る方法です。 

Br.ネビル：あなたはいつもババの教え、ババの知恵、ババのシステムを使っている、と仰いますが、実際にババとのどんな関係が

ご自身と他者のサンスカーや限界に対処する役に立っていますか？ どのような形でババを使っていらっしゃいますか？ 

実際、サンスカーというのは、とても複雑なものです。私たちはまだ、古いサンスカーを持っています。もし

全然なかったら、この体にいないでしょう。問題は、どのサンスカーを表に出し、活性化させ、役に立てるか

です。もし新しい服を役立てたいと思ったら、古い服は捨てないにしても、押し入れにしまって使われない

状態になり、恰もないかのようになります。それがやり方です。けれども、古い服の方が着心地が良く、新し

い服は痛かったりするので、古いものばかり着る人もいます。知識とヨガは普通の毎日の食事のようです

が、残りの時間、私たちはそれを使う必要があります。どこかに出向いたり、長い列で待ったり、様々な状況

があります。ですから、あらゆる状況で知識を使うのです。これは魔法のような神の知識です。それを使え

ば、とても心地よく感じます。普通の心地よさではありません。意識的にそれを行っているからです。 

Br.ネビル：神の知識があなたの知力と自覚にあるので、元々のサンスカーが出てくるのですね。 

ババとの繋がりに関していえば、ババに多くのことを尋ねます。「私はヨガを正確に行っていますか？」

「私のヨガはババに届いていますか？」 あるシスターが、アビヤクト・バップダダの前に座って、ババに尋ね

ました。「私はあなたを想っているのですが、あなたに届いていますか？」と。すると、ババは「パワーを感じ

ますか？」と聞きました。シスターが「時々」と言うと、ババは、それがずっと続くようにしなさいと言いました。

私の場合はもっとシンプルです。ある時、モスリムの人に会いました。彼は言いました。アラーは実体がない

ので見えないけれども、彼はいつも私を見ている、と。そこからレッスンを学びました。ババは「5,000年の後

にあなた方は私に会った」と言っています。私は短い間にすべての愛をあなた方に与える必要があります。

一体、どれだけあなた方に愛を浴びせる必要があるでしょうか？ ババはこの合流時代の短い間を除いて、

愛のシャワーを浴びせる時はありません。私は思うのですが、一旦ババの子どもになったら、私たちはババ

のコンピューターに取り込まれています。ババはコンピューターを時々眺めて、こうしたらいい、とか言うこと

もできますが、そうはしません。すべてが自動的です。私たちの進む道が自動修正されていきます。私たち

は何らかのパワーがここにあるのを知っています。それは自然に起こっているのです。 

＊＊＊ オム シャンティ ＊＊＊ 


