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1976 年８月、インドの『バヴァン・ジャーナル』誌とのインタビューで、シュリーラ・プラブパーダが

尋ねました。「動物の社会に幸福や平和があるとお考えですか？ 国⺠を動物のようにしておきながら、そ

れで国連を設立する……それは犬の競争です。犬は４本足で駆けまわり、人間も４つの車輪で走りまわる。

違いはそれだけではないですか。なのに、４つの車輪で走る人間のほうが文化が高いとは！」 
 
記者記者記者記者 まずお尋ねします。宗教の力は落ちているのでしょうか。そうだとしたら、社会の

腐敗がすすみ、道徳観念が広くなくなりつつあるのも、それが原因になっているのでしょ

うか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 確かに、宗教は衰退しています。『シュリーマド・バーガヴァ

タム』（第 12 編・第２章・第１節）で予言されていることです。 
 

タタシュ チャーヌディナンム ダハルマハ 
tataç cänudinaà dharmaù 

 
サッテャンム シャウチャンム クシャマー ダヤー 
satyaà çaucaà kñamä dayä 

 
カーレーナ バリナー ラージャン 
kälena balinä räjan 

 
ナンクッシャティ アーユル バランム スムリティヒ 
naìkñyaty äyur balaà småtiù 

 
 「カリ・ユガ（争いと偽善に満ちた現代）では、宗教、誠実さ、清潔さ、慈悲心、寿命、

体力、記憶が衰退する」 

 どれも人間の美徳で、動物と人間をはっきり区別する質です。しかし、それらの質が衰

退しています。慈悲心も、誠実さも、記憶力もなくなり、寿命も短く、宗教もなくなって

います。ということは、人間が動物の状態に転落していくということです。 

記者記者記者記者 宗教がなくなり、人間が動物になるのですか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 宗教がない、ということは動物の生活です。犬が宗教を理解

できないことはだれにでもわかります。犬も生命体ですが、『バガヴァッド・ギーター』や

『シュリーマド・バーガヴァタム』を理解したいとは考えません。興味がないのです。そ

こが、人間と犬の違いです。動物は関心をしめさない、ということです。 

 ですから人間が宗教に興味を失えば、動物と変わりがありません。動物の世界に幸福や

平和などありえますか？ 動物のように生きているのに、国際連合を作る。そんなことが

できると思われますか？ 動物連合？ 合獣国？ 行なわれているのはそういうことです。 

記者記者記者記者 まったく希望は持てないのですか？ 

シュリシュリシュリシュリーラ・プラブパーダーラ・プラブパーダーラ・プラブパーダーラ・プラブパーダ 少なくとも、宗教の衰退を人々が認識していることはいいこ



とです。宗教の衰退とは、人間が動物になりつつあるということです。論理学では「人間

は理性をもつ動物である」と言われています。理性を失えば、もはや人間ではなく、動物

です。人間社会には、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥ教、仏教などの宗教があります。

どんな宗教でもかまいません。とにかく、宗教が必要です。宗教のない人間社会は、裏を

かえせば動物社会です。単純明解な事実です。どうして、みんな不幸なのでしょうか？ 宗

教がないからです。宗教を捨ててしまったからです。 

 ある方からいただいた手紙に、トルストイの語った言葉が書いてありました。「教会を爆

破しなければ、平和はこない」と。いまでさえ、ソ連の政府は神の意識に対してはきびし

い態度をとっています。宗教が社会を崩壊させる、と考えているからです。 

記者記者記者記者    一理あるような気もしますが。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 宗教がまちがって使われている部分は確かにあるでしょう。

しかしだからといって、宗教を捨てよ、とは言えません。大切なことは真の宗教を大切に

すべきだということです。聖職者が宗教を正しく実践していないから、宗教を捨てるべき

だ、とは言えません。白内障で苦しんでいる人に、目を除去しなさい、と言えますか？ 白

内障を治すのが正しい道です。それがクリシュナ意識です。 

記者記者記者記者 多くの人々が宗教をまちがって使ってきたことが歴史に示されていると思いますが、

どうでしょう？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ それは神を知らずに宗教を説いてきたからです。宗教とはな

んでしょう？ Dharmaà tu säkñäd bhagavat-praëétaà（ダルマンム トゥ サークシャードゥ バハ

ガヴァトゥ・プラニ−タンム）。すなわち、宗教の道は神が宣言したものです。人々は神の観念につ

いてなにも知らず、神がどのような方かも知らないのに、宗教を語っています。そのよう

な不自然な宗教はいつまでもつづきません。衰えるに決まっています。 

 いまはそういう状態にあります。主がどのような方か知らないのに、主の命令がわかる

ものでしょうか？ たとえば、法律は国家が定めた命令です。国家がなければ法律もあり

ません。私たち献愛者には、はっきりした神としてのクリシュナの観念があります。クリ

シュナが命令を授け、私たちがそれを実行する。明白な宗教です。神の存在がなければ、

主の観念もなく、主の命令もありません。そうすれば宗教も存在しえません。政府がなく

て法律がありえますか？ 

記者記者記者記者 もちろん、法律などありません。無法の社会です。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 無法――みんな無法者になって勝手に宗教を作っています。

どこでもそんなことが横行しています。 

 どの宗教でもかまいません。宗教をやっている人に聞いてみてください。神とはなにか

と。はっきり答えられる人がいるでしょうか？ だれも答えられません。でも、私たちは

すぐに答えます。 
 



ヴェーヌンム クヴァナンタンム アラヴィンダ・ダラーヤタークシャンム・ 
veëuà kvaëantam aravinda-daläyatäkñam- 

 
バルハーヴァタンサンム アシターンブダ・スンダラーンガンム 
barhävataàsam asitämbuda-sundaräìgam 

 
カンダルパ・コーティ・カマニーヤ・ヴィシェーシャ・ショーバハンム 
kandarpa-koöi-kamanéya-viçeña-çobhaà 

 
ゴーヴィンダンム アーディ・プルシャンム タンム アハンム バハジャーミ 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 

 
 「私は根源の主、ゴーヴィンダを崇拝する。主は横笛を巧みに奏で、蓮華の花びらを思わ

せるうるわしい目、頭は孔雀の羽で飾られ、美しいその体は⻘い雲の⾊をしている。無類

の愛らしさが無数のキューピッドをとりこにしている」（『ブラフマ・サムヒター』第５章・

第 30 節）。 

 このように、私たちは神についていくらでも語ることができます。神のことがわかって

いない宗教。どういう宗教だと思いますか。 

記者記者記者記者 わかりません。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ にせものの宗教です。だれも神を知らないので、宗教も知り

ません。それが衰退であり、宗教が衰退しているために、人間がますます動物のようにな

るのです。 

 動物には記憶がありません。食べ物が道端に落ちていると、なんど追い払っても犬はこ

りずにやってきます。記憶がないのです。同じように、人間が神の記憶を失えば、人間と

しての質も失われます。カリ・ユガでは人間の質が減少していきます。つまり人間は犬や

猫のようになっています。 

記者記者記者記者 次の質問です。「ヴェーダ文化は宿命論であり、人を運命予定説に縛りつける。ゆえ

に、人類の発展を妨げる」。ヴェーダに対してよく言われる非難ですが、この批判はどの程

度当たっているのでしょうか。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 発展、とはなにを指すのでしょうか。犬が走りまわるのが発

展ですか。犬が４本足で走り、人間は４本のタイヤで走ります。それが発展でしょうか。

ヴェーダの見解はまったく違います。ヴェーダは「人間にはある程度のエネルギーがある。

人の意識は動物の意識よりも優れているので、人のエネルギーは動物のエネルギーよりも

優れている」と教えています。 

記者記者記者記者 人間が動物よりも大きな自由と責任を持つということでは、だれも反論しないとお

もいます。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ ですから、人間のエネルギーは精神的発達のために利用され

るべきであり、犬と張り合うために使うものではありません。聖者は犬のようには忙しく

働きません。現代人は「犬もどき」の生活が真の生き方だと思っています。真の生き方は



精神的に進歩することです。ヴェーダ経典は次のように述べています。 
 

タッシャイヴァ ヘートーホ プラヤテータ コーヴィドー 
tasyaiva hetoù prayateta kovido 

 
ナ ラビャテー ヤドゥ ブフラマターンム ウパリ アダハハ 
na labhyate yad bhramatäm upary adhaù 

 
タル ラビャテー ドゥフカハ ヴァドゥ アニャタハ スカハンム 
tal labhyate duùkha vad anyataù sukhaà 

 
カーレーナ サルヴァトゥラ ガビヒーラ・ランムハサー 
kälena sarvatra gabhéra-raàhasä 

 
 「ほんとうに知性をそなえ、哲学を探求する者は、頂点の惑星（ブラフマローカ）から最

低の惑星（パーターラ）をさまよっても得られない意義ある目的のためだけに努力しなく

てはならない。感覚の楽しみから得られる幸せは、自然に得られるものである。時の流れ

とともに、望んでもいないのに苦しみ襲われるように」（『シュリーマド・バーガヴァタム』

第１編・第５章・第 18 節） 

記者記者記者記者 もう少し詳しく説明していただけますか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 人間なら、なんど生まれ変わっても手にいれられない価値あ

るものを求めるべきだ、ということです。魂はなんども生まれ変わるなかで、犬になり、

半神になり、猫、鳥、獣、その他いろいろな生物の姿になります。その数は 840 万にもお

よび、魂の転生がつづいていくなかで、ただ感覚満足だけを求めています。 

記者記者記者記者 ということは？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ たとえば、犬は感覚を満たすために忙しく走りまわっていま

す。食べ物は、住むところは、雌は、どうすれば自分を守れるか――という生き方です。

人間も同じことを別の方法でしています。なんど生まれ変わっても、同じことをつづけて

います。小さな虫もしかり。鳥、獣、魚――どんな姿になっても、同じ闘いが繰りかえさ

れています。食べ物は？ セックスは？ 住むところは？ 身を守る方法は？――それだ

けです。私たちは同じことを無数の生涯で繰りかえしてきました。この生存競争から脱し

ないかぎり、なんども生まれ変わって同じことを繰りかえさなくてはなりません。そのよ

うにヴェーダ経典は述べています。 

記者記者記者記者 だんだんわかってきました。 

シュリーラ・プラプヴェーダシュリーラ・プラプヴェーダシュリーラ・プラプヴェーダシュリーラ・プラプヴェーダ それはけっこうです。ですから、それらの活動を止めなく

てはなりません。そこでプラフラーダ・マハーラージは次のように言っています。 
 

スカハンム アインドゥリヤカンム ダイテャー 
sukham aindriyakaà daityä 

 
デーハ・ヨーゲーナ デーヒナーンム 



deha-yogena dehinäm 
 

サルヴァトゥラ ラビャテー ダイヴァードゥ 
sarvatra labhyate daiväd 

 
ヤタハー ドゥフカハンム アヤトゥナタハ 
yathä duùkham ayatnataù 

 
 「悪魔の家系に生まれた友よ。感覚とその対象の接触から得られる喜びは、過去の活動に

応じて与えられるものであり、どのような生命体でも得られる。求めもしない苦しみがや

ってくるように、そのような感覚の喜びもひとりでにやってくる」  

（『シュリーマド・バーガヴァタム』第７編・第６章・第３節） 

 犬にも体があり、私にも体があります。ですから、性的な快感は犬も私も同じです。違

いもありません。犬は道路でも人前でも交尾をし、人間は隠れてします。ただそれだけの

ことです。きれいな部屋で性的快楽に耽けることが発展だと人々は思っています。もちろ

ん、それは発展とはいえません。それでも、人間はその「発展」のために犬の競争をして

いるのです。どのような体を得たかに応じてすでに喜びが蓄えられています。そのことを

だれも知りません。 

記者記者記者記者 「喜びが蓄えられている」とはどういう意味ですか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 運命のことです。豚には豚の体があり、豚の食べ物は糞です。

それはぜったいに変えることができません。豚はハラバ（穀物の粉をバターで炒って作っ

た菓子）には見向きもしません。豚には豚の体があるので、豚にふさわしい物をたべなけ

ればなりません。科学者が豚の生活水準を変えることができますか？ 

記者記者記者記者 できないでしょうね。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ ですからプラフラーダ・マハーラージは、すでに喜びは蓄え

られている、と言いました。快感は基本的にどれも同じですが、体の作りで多少違ってい

ます。ジャングルに住む未開の人間も同じことをしています。 

 現代人は、文明とは高層ビルを建てることだと思っています。しかしヴェーダ文化によ

れば、それは発展とはいえません。人生の真の発展とは自己の悟りであり、どれだけ自己

を悟っているかが大切です。高層ビルが文明の発展を表わしているのではありません。 

記者記者記者記者 しかし、尊師の説明がふつうの人に通じますでしょうか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 誤解する人たちはいるものです。最高裁判所では、裁判官は

厳粛な顔つきで座っているばかりで一見なにもしていないように見えますが、それでも多

額の報酬を得ています。その様子を見て、「私は同じ裁判所で、毎日ハンコを押して一生懸

命働いている。それなのに、もらえるお⾦は裁判⻑の 10 分の１もない」と考える人もいる

ことでしょう。つまり、「身を粉にして働いているのに、ただ椅子に座っているだけの人間

より給料が低い」と考えているのです。ほとんどの人がそのように考えています。ヴェー



ダ文化は自己の悟りのためにあり、犬の競争をするためではありません。 

記者記者記者記者 それでも、出世を目指して汗水流し働くことは、一般には立派なことだとされてい

ませんか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 結果を求めて働く人たち、つまりカルミーのことを『バガヴ

ァッド・ギーター』ではムーダすなわち動物のロバと言っています。ロバと言われるのは、

背中に荷物を山ほど積んで懸命に働き、その報酬として飼い主の洗濯屋からほんの一握り

の草をもらうからです。飼い主がまた荷物を積むのを仕事場でおとなしく待っています。

「ここから逃げ出せば草はどこでも食べられる。どうしてこんなに働かなければならない

んだ？」とは考えないのです。 

記者記者記者記者 言われてみると、そんな人たちが知り合いにいます。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 結果を求めて働く人たちはその程度しか考えられません。会

社で目がまわるほど忙しく働いている、そんな人に会いにいくと、「いま忙しいんです」と

言います。そんなに忙しく働いて得るものはなんでしょう？ ２，３枚トーストを食べて、

お茶を１杯飲む。それだけのためにそれほど忙しい。どうして忙しいのか本人もわかって

いません。銀行の預⾦が１億円から２億円になった。それですっかり満足しながら、それ

でも２，３枚のトーストを食べてお茶１杯を飲み、あくせく働く。それがカルミーの頭の

中身です。まるでロバのように、人生の目的もなく働いているのです。 

 でもヴェーダ文化にもとづく生活はそんなものではありません。ヴェーダ文化に従って

いる人間たちは怠惰だという非難は当たっていません。もっと高い目的のために忙しく働

いているのです。プラフラーダ・マハーラージは、そのような多忙な生活こそが大切であ

り、それは子どものころからはじめなくてはいけない、と言っています。Kaumära äcaret 

präjïo（カウマーラ アーチャレートウ プラーギョー）。１秒さえむだにしてはいけません。それがヴ

ェーダ文化です。ロバは「あの人間たちは、俺のように――犬やロバのように――まじめ

に働いていない」と考え、現実逃避していると思っています。そう、なんの実りもない労

働からは脱するべきです。ヴェーダ文化は、自己の悟りを目的とするものです。 

記者記者記者記者 ヴェーダ文化についてもう少し詳しく説明していただけますでしょうか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ ヴェーダ文化はヴァルナーシュラマ制度からはじまります。

ブラーフマナ（知識人、忠告者）、クシャトリヤ（行政官）、ヴァイシャ（商人、農⺠）、シ

ュードラ（労働者）、ブラフマチャーリー（独身の生徒）、グリハスタ（世帯者）、ヴァーナ

プラスタ （隠遁生活をする世帯者）、サンニャーシー（放棄階級の僧侶）の８つです。 

 その最終目的は、至高主クリシュナの崇拝です。つまりクリシュナを崇拝すれば、ブラ

ーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ、ブラフマチャーリーなど、どんな立

場にいようと、あらゆる職業上の義務を遂行したことになります。すぐにはじめてくださ

い。クリシュナ意識を実践してください。ひじょうに重要なことです。 

記者記者記者記者 より自然でより満足が得られる生き方を人々がほんとうに知っているなら、なんの



問題もありません。尊師がおっしゃるように、だれでもそんな生活様式を受けいれるはず

です。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ でも、だれも知りません。ですから宗教が姿を消し、犬の競

争になってしまいました。犬は４足で競争し、人間は４輪で競争する――ただそれだけの

ことです。それでも、人間は４輪で競争するほうが高い文化だと考えています。 

 だから現代文化には中身がないと言われています。どこにいても、運命で決められてい

るものは得ることができます。それよりもクリシュナ意識をはじめるべきです。プラフラ

ーダ・マハーラージがその例をあげて、「いやなことは望みもしないのにやってくる」と言

っています。同じように、運命で幸福が訪れると決まっていれば、欲しくないと思っても、

その幸福はやってきます。いたずらに物質的な幸福を求めて、エネルギーをむだにしては

いけません。物質的な幸福は、あらかじめ定められた以上には決して得られないのです。 

記者記者記者記者 どうして、そう断言できるのでしょうか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ どうして、それが信じられるか、とおっしゃるのですね？ そ

れは、望みもしないのに辛いめにあうからです。たとえば、アメリカ大統領ケネディはア

メリカ国⺠の手で殺されてしまいました。だれがそんなことを望んだでしょうか？ なぜ

そんなことが起こったのでしょうか？ ケネディ大統領は重要人物で、何人もの警察に守

られていたのですが、殺される運命にありました。だれが守れたでしょうか？ 

 運命によって苦しみがやってくるなら、幸福もまた運命によってやってきます。それに

逆らっても、時間のむだになるだけです。むしろクリシュナ意識に向かって努力すべきで

す。それが知性です。運命は変えられません。だれでも幸福と苦しみがあらかじめ定めら

れています。いつも幸福な人はいません。幸福でありつづけるのは不可能です。 

 苦しみが止められないように、幸福がやってくるのも止められません。ひとりでにやっ

てきます。ですから、そんなことに時間をむだにしてはいけません。それよりも、クリシ

ュナ意識を高めるために時間を有効に使うべきです。 

記者記者記者記者 クリシュナ意識の人は発展のために努力はしないのですか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 大切な点は、無駄な発展を目指していったいなにが得られる

か、ということです。運命がどうしても変えられないのであれば、変えようとする行為に

どんな価値があるでしょうか？ 定められた幸福と苦しみを得て、それで満足すればいい

のです。 

 ヴェーダ文化の目的は神を悟ることです。そこが大事な点です。インドでは、大切な祭

典があると何百万という人たちがガンジス川で沐浴するために集まってきます。解放に関

心があるからです。インド人が怠惰であるとは言えません。はるばる 1000 キロも 2000

キロもの距離を旅してガンジス川にやってくるのです。怠惰ではありません。犬の４足の

競争にはかかわらないだけです。怠惰ではなく多忙なのです。子どものころから自己の悟

りを求めて努力しているのですから。Kaumära äcaret präjïo dharmän bhägavatän iha 



（カウマーラ アーチャレートウ プラギョー ダハルマーン バハーガヴァターン イハ）。インド人は幼い頃か

ら精神知識を求めるのに多忙です。ですから、インドの人たちは怠惰だという考えはまち

がっています。 

記者記者記者記者 運命が変えられないなら、新生児を動物のように道端で遊ばせておき、その子の将

来は運命にまかせておけばよいということでしょうか。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 大切なことは、子どもに精神的教育を施すことです。ヴェー

ダでは tasyaiva hetoù prayateta kovido（タッシャイヴァ ヘートーホ プラヤテータ コーヴィドー）、

自己の悟りのために最善を尽くせ、と教えられています。また Ahaituky apratihatä（アハイ

トゥキ アプラティハター）とも記述されています。献愛奉仕すなわちクリシュナ意識はぜったい

に止めることができません。物質的な運命がぜったいに止められないように、努力による

精神生活の発展もだれも止めることができません。 

 じつは、クリシュナは運命を変えることができます。主は献愛者の運命を変えるのです。

主は ahaà tväà sarva-päpebhyo mokñayiñyämi（アハンム トヴァーンム サルヴァ・パーペービョー 

モークシャイッシャーミ）「あらゆる罪の報いからでもあなたを救う」（『バガヴァッド・ギーター』

第 18 章・第 66 節）と言っています。 

 たとえば、死刑判決を受けた人を救うことはだれにもできません。判決を下した裁判官

でさえもどうすることもできません。しかし、法律を超越している王の慈悲を乞えば、王

が恩赦を与える場合があります。 

 ですから、私たちはクリシュナに身をゆだねるべきです。経済発展によって幸福になろ

うという不自然な望みは、かなえられません。懸命に働きさえすればだれでもヘンリー・

フォードやロックフェラーになれますか？ だれでも最善を尽くしています。フォードは

運命で億万⻑者になることがあらかじめ定められていました。しかし、フォードに劣らず

懸命に働いてきた人すべてがフォードのように裕福になれるわけではありません。あたり

まえの話です。ロバや犬のようにあくせく働くだけで運命は変えられません。しかし、そ

の力をクリシュナ意識を高めるために使うことはできます。 

記者記者記者記者 クリシュナ意識とはなんでしょうか？ もう少しくわしく説明していただけます

か？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 神への愛。それがクリシュナ意識です。宗教をやっていると

いっても、神の愛が身についていないなら意味がありません。神への愛の段階に達したな

ら、神との関係がはっきりわかってきます。自分が神の部分体であるという悟りです。そ

の段階に達したら、動物にも愛情を注ぐようになります。ほんとうに神を愛していれば、

虫も愛するようになります。「この虫は私とは違った体をしている。でも父の子なのだから、

兄弟だ」。そうすれば、もう屠殺場など作れないはずです。屠殺場を作ってキリストの「汝、

殺すなかれ」という命令にそむき、そしてキリスト教徒だのヒンドゥ教徒だのと吹聴して

も、それは真の宗教ではありません。そんな宗教をやっても、単なる時間のむだです。至



高者をほんとうに理解していないのですから。神を愛していないのに宗教家のふりをして

も、それは真の宗教をしていることにはなりません。そういうことが世界中でまかりとお

っています。 

記者記者記者記者 どうすれば、そんな状態が治せますか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ クリシュナは神です。クリシュナが神であることがわからな

ければ、勉強してください。それがほんとうの教育です。確かに神が１人いるというのが

事実です。クリシュナはインド人ではありません。クリシュナは神です。太陽がインドに

昇ったとしても、太陽がインドのものだとは言えません。同じように、クリシュナはイン

ドに出現しましたが、現在このクリシュナ意識運動をとおして⻄洋諸国にも現われました。 


