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ババから 2003 年と 2014 年にトラストジャパン代表が頂いたリンガム

ふたつのリンガムを、ただ一人のものに与えたのは、これが初めてであり、そして最後だ。

前回のリンガム、今回のもの。

その意味はともに同じで、「 シヴァ アンド シャクティ 」である。

「 Nature and Power 」だ。　

シャクティとは「パワー」を意味する。

日本は、津波や噴火などがあり、自然に対する祝福を必要としている。

このリンガムは、日本の全ての「自然」と「人々」をとても強力に守る。

人々には、しっかりと働き、よりよい活動をするために必要な「パワー」を与える。

与えた個人に対しては、その家族、その仕事、その住む国に祝福を与える。

　　　　　　（ハイデラバードのアシュラムでババから直接賜った御言葉です。）



感謝するように － 人生がお前に与える

痛みに対しても。

時間の経過と共に

痛みは叡智へと変わる

スリー ・ バーラサイ ・ ババ

日刊「バーラサイ・ババからのメッセージ」を

メールでも配信しています。

以下のアドレスにメールをお送りください。

配信先リストに登録いたします。

balasaibaba@gmx.de
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ボーデン湖畔での
アートマ・リンガム・プージャ

私の

最も素晴らしい

誕生日

「2018 年 5 月の第 1 週末にボーデン湖畔においてアー
トマ・リンガム・プージャを執り行います」。私はこの
ことを 2 月の『バーラサイニュース』で知り、大喜び
しました。5 月 6 日は私の誕生日です。プージャが私に
とって最も素晴らしい誕生日プレゼントとなることで
しょう。早速、私は計画を変更し、ドイツ・ボンで開
催される『ラインの火祭り』 、つまり、大花火大会で自
分の誕生日を祝うのを止め、ボーデン湖畔でのアート
マ・リンガム・プージャに申し込みました。ラルスや、
シヴァラトゥリー祭の時にアシュラムで同室だった帰
依者の友人たちに問い合わせると、ほぼ全員がこのプー
ジャに参加するということでした。私たちは共に「私
たちアシュラムの同室者」の再会をボーデン湖畔で祝
うことにしました。間もなくリンガム・プージャ行き
の私の車は、ルール地方やボンに住む 4 人の帰依者で
満員になりました。出発の数日前に、さらに帰依者 1
人が合流し、私たちは 2 台の車でボーデン湖へと向か
うことになりました。
 
6 時間仕事をし、その後、軽く睡眠を取ってから、私が
他の帰依者たちと共にボンからボーデン湖へと出発し
たのは、5 月 4 日金曜日午後 1 時のことでした。通常、
金曜日午後のドイツ国内のドライブというのはとても
快適とは言えないのですが、ババのおかげで、私たち
は気持ちよくドライブをすることができ、道路もほぼ
空いていました。ほとんどの渋滞は、私たちの後方で
発生していました。そして、午後 7 時にはボーデン湖
畔の町マルクドルフに到着しました。既に多くの帰依
者たちが素晴らしいお宅 に到着していて、私たちは心
から再会を喜び合いました。その後、ミヒャエルとギュ
ンターが私たちのためにプージャを執り行ってくれ、
私はバジャンに合わせてギターを演奏しました。よう
やく多くの帰依者たちと再び集うことができ、私は幸
福のあまり、長距離ドライブや短時間睡眠にも関わら
ず、全く疲れを感じませんでした。
夜 9 時頃、ボーフムからの 2 人も遅れて合流しました。
彼らもひどい渋滞に巻き込まれることなく、とても上
機嫌でした。

土曜日は夢のような夏日和と、サンルームや庭での心
のこもった朝食で始まりました。朝食後、私たちはボー
デン湖へと行きました。湖畔ではドラムのワークショッ
プが開催されていて、私たちは、タンバリンを使って
様々な叩き方を教えてもらいました。それから、ギター
とドラムの伴奏でキルタン を数曲歌い、ミヒャエルと
共にサットサンガ を行いました。「最も大切なのは、バ
バを愛することであり、何かしらの『修錬』をするこ
とではない」。これがサットサンガのテーマでした。
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ボーデン湖から戻った後、午後遅くに 2 回目のプージャを
執り行いました。周辺に住んでいる帰依者たちも到着し、
ずっと会っていなかった人たちもその中にいました。とて
も多くの肯定的なエネルギーに包まれ、素晴らしいプー
ジャを終えた後、私たちはインド料理レストランに行き、
多種多彩なインド料理を楽しみました。食事後、私たちは
黄昏の中をマルクドルフの町を楽しく散策し、この日を終
えました。

そして、5 月 6 日。私の誕生日となりました。朝食後、私
たちは 40 人以上の帰依者たちと共にもう一度プージャを
執り行いました。プージャを執り行う前に、私は、「自分
の誕生日にこれほど多くの帰依者たちと共にリンガム・
プージャを執り行えて、とても幸せです」と伝えました。
その後、私と、2 日前に誕生日
を迎えていたもう 1 人の帰依
者のために、ささやかながら
も誕生会が開催され、私たち
はプレゼントを受け取りまし
た。プージャはあまりにも美
しく、私の目には涙が絶える
ことなく溢れていました。私
は バ ジ ャ ン『デ ーヴィ・バ
ヴァーニー・マー』を歌いま
したが、その最中、自分がこ
れまでになく感情豊かに歌っ
ていることに気がつきました。
まるでババが私を介して歌っ
ていらっしゃるかのようでし
た。他の帰依者の多くも感動
していました。次に、他の帰
依者たちが『ラデイカ・ジヴァナ』、『サイ・ヘイ・ジヴァン』、
『ナラヤン・ナラヤン』など私の大好きなバジャンを歌っ
てくれたので、私にとって特別な誕生日プレゼントとなり
ました。プージャが終わると、品数豊富なランチ・ビュッ
フェとバースディケーキが振る舞われました。バースディ
ケーキは、車中の暑さにも関わらず、私が細心の注意を払っ
てボンからボーデン湖まで持ってきました。その後、庭で
「写真撮影会」が行われました。少しずつ帰依者たちは帰
路につき始め、徐々に集いの輪は小さくなっていきました。
私は帰依者 2 人を自分の車に乗せ、さらに別の帰依者 2 人
と共に、合計 5 人の私たちドイツ北部出身者はボーデン湖
畔の町ユーバーリンゲンまで車 2 台で移動しました。私た
ちはボーデン湖畔の美しい公園を散歩し、冷たい湖水で少
しだけ水浴びをしました。さらに一緒にアイスクリームを
食べてから、私は 2 人の帰依者と共に高速道路で北へと向
かいました。夢のような天気に最高の気分で、カールスルー
ヘ辺りの渋滞を迂回した直後、突然、車の充電表示灯が点
灯し、温度が危険領域に達しました。すぐに私は高速道路
を下りて、停車できる場所を探しました。しかし、ランダ

ウ方面への道路には停車ゾーンがなかったため、私たちは
ひたすらランダウ方面へと車を走らせ、ガソリンスタンド
を目指しました。ガソリンスタンドで、私たちは V ベルト
が切れていることに気がつきました。すぐに私は ADAC に
電話をし、助けを求めました。ADAC は、「それ以上の走
行はできないし、多分自宅までの牽引も無理かもしれない」
と言いました。最悪の通告でしたが、私はとても冷静でし
た。そして、私たちはまず休憩をし、軽く食事をしました。
その後、私たちよりも長くボーデン湖に留まり、私たちの
後にボーデン湖を出発したボーヒム出身者 2 人に連絡をと
りました。彼らに「帰依者 2 人をランダウまで迎えに来る
ことができますか」と尋ねました。というのは、その 1 人
が月曜日の早朝から仕事をしなければならなかったからで
す。私はもう一度 ADAC に電話をし、「私と車をボンまで

牽引してくれますか」と尋ね
ました。「今日は私の誕生日で
す」とも付け加えました。
ADAC は、「牽引できるかどう
かについては、道路パトロー
ルが判断します」と言いまし
た。2 時間が経過し、ようやく
牽引車がやって来ましたが、
その間、私たちはとても良い
気分で過しました。私は、全
く心配することなく、この「バ
バのゲーム」に参加していま
した。牽引車の運転手はとて
も親切で、ボンまでの牽引車
をすぐに手配してくれると言
いました。他の帰依者 2 人は
ガソリンスタンドに留まり、

私の出発直後に迎えが来て、自宅へと向かいました。彼ら
は『ホッホ・アウフ・デム・ゲルベン・バーゲン』 という
ドイツ民謡を私のために歌ってくれました。また、彼らは
WhatsApp（ワッツアップ） でこの歌を送信してくれたの
で、私は「黄色い牽引車」の中でも楽しむことができました。
その後、私は牽引サービス・センター構内で美しい夕陽と
共に 1 時間の待ち時間を過し、夜 9 時になってようやく高
速牽引車で 300 km 離れたボンへと出発しました。私は、
この時間を利用して睡眠をとったので、その後は心身とも
に回復し、幸福の内にボンに到着しました。

●バースディケーキ●
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帰路の間ずっと、私は、「ババは私たちと共にいてくださ

る。私の車は故障してしまったけれど、それでも、ババ

はすべて良いように手配してくださった」と感じていま

した。私たちが出会った人々は誰もがとても親切で、と

ても協力的でした。偶然にも、私たち全員がほぼ真夜中

に帰宅し、私たちはこの不愉快な状況であっても大いに

楽しむことができました。ババへの旅行の後には、よく

私の車が故障します。小さなカルマが私の車に向けられ、

私自身は大きな損傷から守られました。V ベルトの車輪

以外は、エンジンには問題は確認されませんでした。こ

うして、すべてが元通りに収まりました。

ババのゲームは成功を収め、今回は、私は全く興奮する

ことなく、起こった出来事すべてを受け入れ、さらにそ

れを楽しむことができました。「誕生日のプージャ」は、

冷静さと落ち着きという新しい資質を私にプレゼントし

てくれました。また、私は、「私の」帰依者たちが如何に

私を支え、寄り添ってくれているかについて実感するこ

ともできました。

牽引車とのドライブに終わってしまったものの、この日

は私の記憶の中で最も素晴らしい誕生日となりました。

「外部で何が起ころうとも、それに惑わされることなく、

すべては上手くいくと信じ、常に幸福であるように」。こ

のことをババの素晴らしい教訓劇が私に示してくれまし

た。

オーム・スリー・バーラサイ・ラム

マーティン・ミヒャルケ

訳注 1：毎年 5月にボンから始まり、9月にザンクトゴアールで終了す
るまでの計 5日間、ライン川上で開催される大花火大会。
訳注 2：イレーネ・シェーラーとゲルハルト・シッテンヘルム宅
訳注 3：キルタンとは「聖なる歌」という意味で、マントラをモノトー
ンで「歌う」ように唱えます。
訳注 4：サンスクリット語のサット（真理）のサンガ（集まり）。善い
人との繋がり /集まりという意味。
訳注 5： 全ドイツ自動車クラブ。日本の JAF（日本自動車連盟）に相当。
訳注 6： 『Hoch auf dem gelben Wagen』。ドイツ民謡で、直訳は『黄色
い車の上で』。「黄色い車」は「黄色い馬車」のことで、昔の「郵便馬車」
のこと。歌は、郵便馬車の上、つまり御者の隣の見晴らしのいい特等
席に座って、心地良い風に吹かれ眺めを楽しむというもの。
訳注 7：スマートフォン向けインスタントメッセンジャーアプリケー
ション。
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