
第８章第８章第８章第８章    完成への道完成への道完成への道完成への道    
 

人生の目的を知る人生の目的を知る人生の目的を知る人生の目的を知る    
 
 「人生の目的はなにか？」。思慮深い人ならこの根本的な質問をするはずです。残念なことに、多数の哲

学や宗教、イデオロギーが対立し、その支持者が信奉者を獲得しようとしのぎをけずっているなか、究極

の目的を見つけることが困難になっています。次に紹介する法話で、シュリーラ・プラブパーダが単純明

快な答えを与えています。 

 
 きょうは神と私たちの関係についてお話しします。それが自己の悟りです。サンキール

タナ運動は、自己の悟りのためのもっともかんたんな方法です。なぜなら、サンキールタ

ナ運動は心を清めてくれるからです。私たちが自分本来の姿を誤解しているのは心の鏡が

挨に覆われて汚れているからです。鏡が埃で覆われていれば、自分の姿を見ることはでき

ません。でも、鏡がきれいになったなら見ることができます。瞑想とは、心を清めるため

の方法で、自分自身と神との絆を悟ろうとすることを意味します。 

 私たちがどのようなものと接触しても、その間に１つの関係が成立します。たとえば、

私とクッションの間には、私が腰掛け、クッションが支えるという関係があります。みな

さんがイギリス人やインド人であるということは、社会や家族、友人との関係があるとい

うことです。では、神と私たちの関係とはなんでしょう？ 

 もしみなさんがいろんな人に聞いたとしても、神との関係を説明できる人はほとんどい

ないでしょう。知っているという人たちでさえ、「神？ 神は死んだ。私は神を信じない。

神との関係を話す価値はない」ということでしょう。心が汚れで覆われているため、見え

ないのです。私たちはすべてと関係を持っています。――ではなぜ神との関係を理解しよ

うとしないのでしょう。それは知性のあるしるしでしょうか。いいえ。それは無知です。

物質界にある創造物はすべて物質自然の三様式によって覆われています。ですから、人々

は神を見ることができないのです。神が理解できず、また理解しようとしなくても神はい

ます。イギリスでは、朝、霧がかかります。すると太陽は霧に隠されて、見えなくなりま

す。しかし、だからといって太陽がないと言えるでしょうか？ 太陽が見えないというの

は、目が覆われているからです。 

 しかし、別の国に電報を打てば、「ええ、太陽はでていますよ。よく見えます。とてもま

ぶしくて、光に満ちています」という返事が返ってきます。ですから、神の実在を否定す

る、または神との関係を確かめられないというのは、知識が欠けている証拠です。したが

って、神は存在しないというわけではありません。知識がないのです。太陽を覆うことは

できません。霧や雲には太陽を覆う力はありません。太陽はとても大きいのです。地球の

何倍もの大きさです。雲はせいぜい 10 か 20 あるいは百キロメートルしか覆えません。そ

んな雲が太陽を覆えるものでしょうか。もちろん、できません。雲はあなたの目を覆って



いるだけです。ウサギは襲われて身の危険にさらされると目を閉じて、「もう敵はいない」

と思います。同じように私たちは神の永遠の力に覆われて、「神は死んだ」と思っています。 

 主には３種類の力があります。『ヴィシュヌ・プラーナ』には至高主の力の記述がありま

す。また、ヴェーダやウパニシャッドのなかにも至高主の力について記述されています。

Paräsya çaktir vividhaiva çrüyate（パラーッシャ シャクティル ヴィヴィダハイヴァ シュルーヤテー）

（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』第６章・第８節）。シャクティは力の

ことです。主は多様な力を持っています。ヴェーダには「神はなすべきことがなにもない」

と記述されています。私たちは働かなければなりません。なぜなら、他に生きていく手段

がないからです。食べなくてはなりませんし、あれこれ楽しみたいと思っているからです。

でも主は働かなくてもいい。では主がどうやって宇宙を創造されたといえるのでしょう

か？ それでも働いていないのですか？ いいえ、そうではありません。ならばどうやっ

て宇宙が創造されたのでしょうか？ 主の多種多様なエネルギーはとても強力で、自然に

活動し、知識に満ちているからです。花１輪を見てもわかります。所々にまだらな模様が

正確に描かれ、多様な色が配置されています。花の咲く様子、育つ様子は、ひじょうに確

かです。蝶もまた、芸術的な左右対称を表わしています。蝶の模様はどのようにして描か

れたものでしょうか？ あまりにも正確に描かれていますから、私たちには見当もつかな

い。私たちの理解を超えていますが、それは主のエネルギーによってなされたものです。 

 人々が神は死んだ、神はいない、神と関係はない、と言うのは、知識が欠けているため

です。そのような考えは幽霊にとりつかれた人の考えに例えられます。幽霊にとりつかれ

た人が無意味なことしか話さなくなるように、神の幻想エネルギーに包まれた人は神が死

んだと言うようになるのです。しかし、それは事実ではありません。ですから、私たちに

は心を清めてくれるこの唱名法が必要なのです。ハレー・クリシュナ・マントラを唱える

方法を受けいれてください。家庭でも、会社でも、道でも、どこででもハレー・クリシュ

ナを唱えてください。そうすれば、心を覆い本来の自己を包んでいる暗闇が取り除かれる

ことでしょう。そして真の立場を理解することができるようになります。 

 主チャイタンニャ・マハープラブは ceto-darpaëa-märjanaà（チェートー・ダルパナ・マールジ

ャナンム）と言いました。マールジャナンは「浄化」、そしてダルパナンは「鏡」という意味

です。心は鏡、そしてカメラのようなものです。カメラを使っていろいろな写真を撮るよ

うに、心も無意識のうちに写真を撮り、蓄えています。心理学者はこのことを知っていま

す。心はたくさんの写真を撮るために、覆われるのです。いつ撮影がはじまったのかはわ

からない、しかし物質エネルギーとの接触で、私たち本来の姿が覆われているのは事実で

す。だから ceto-darpaëa-märjanaà（チェートー・ダルパナ・マールジャナンム）、心を浄化しなく

てはなりません。心を浄化するための方法は、ギャーナ、ヨーガ、瞑想、敬虔な活動など

さまざまな道があります。カルマ・ヨーガも心を浄化します。敬虔な活動を行なうならば、

心は徐々に浄化されます。しかし、それらの浄化法は確かに経典で勧められているとはい



え、この時代でじっさいに行なうのはむずかしい。哲学的知識の道に従うなら、学識を深

め、多くの書物を読み、教授や学者のもとで学んで思索しなければなりません。光を見た

人を探しださなければなりません。これらはすべて哲学的な道です。瞑想法もまた勧めら

れています。わたしたちは、「自分とはなにか」と問うべきです。考えてみてください。肉

体でしょうか――違います。指でしょうか――違います。それは「私の」指です。足にし

ても、これは「私の」足だと思うはずです。同じように、すべては「私」の所有物である

ことに気がつくでしょう。では、その「私」はどこにいるのでしょう。すべてが「私」の

所有物ならば、「私」はいったいどこにいるのでしょうか。「私」を探すことが瞑想です。

ほんとうの瞑想とは、そのようにして全感覚を集中させることです。しかし、その瞑想方

法はとてもむずかしい。感覚を支配しなくてはならないのです。感覚は私たちを外側の世

界に向かわせますが、逆に内を見る、内省的になる必要があります。そのためにヨーガ行

法には８つの方法があります。第１は、規定原則をとおして感覚を支配すること。次に座

法。それは、心を抑える助けになります。なにかに寄り掛かって座っても効果はありませ

ん。まっすぐ背筋をのばして座ります。そして呼吸を整え、瞑想し、サマーディに入りま

す。しかし、いまではひじょうに困難な方法です。すぐにそれを行なうことはだれにもで

きません。いわゆる「ヨーガ」はただ座って何種類かの呼吸法を練習するだけで、断片的

なものにすぎません。そのような「ヨーガ」に従っても、完成段階に達することはできま

せん。ヴェーダが勧める真のヨーガ行法は、この時代には困難きわまるものです。同じよ

うに、思索的哲学の道によって知識を得ることも可能です。「これがブラフマンだ。これは

ブラフマンではない。では、ブラフマンとはなんだろう？ 精神魂とは何なのだろう？」

――そのような経験主義的な哲学議論を行なうこともまた確かに勧められていますが、こ

の時代では無意味です。 

 ですからチャイタンニャ・マハープラブはヴェーダ経典を引用して、次のように言って

います。 
 

ハレール ナーマ ハレール ナーマ 
harer näma harer näma 

 
ハレール ナーマイヴァ ケーヴァランム 
harer nämaiva kevalam 

 
カラウ ナースティ エーヴァ ナースティ エーヴァ 
kalau nästy eva nästy eva 

 
ナースティ エーヴァ ガティル アニャタハー 
nästy eva gatir anyathä 

 
 カラウは「この時代では」という意味で、nästy eva nästy eva nästy eva（ナースティ エー

ヴァ ナースティ エーヴァ ナースティ エーヴァ）と nästy eva（ナースティ エーヴァ）が３回繰りかえ



されています。Eva（エーヴァ）は「確か」、nästy（ナースティ）は「ない」の意味です。「確か

にない。確かにない。確かにない」という意味ですが、ではなにが確かではないのでしょ

うか。「カルマによって自己を悟ることはできない」が最初の「確かにない」です。「ギャ

ーナで自己を悟ることはできない」が２番目の「確かにない」です。そして「ヨーガで自

己を悟ることはできない」が最後の「確かにない」です。「カラウ」は「この時代に」とい

う意味です。Kalau nästy eva nästy eva nästy eva gatir anyathä（カラウ ナースティ エーヴァ 

ナースティ エーヴァ ナースティ エーヴァ ガティル アニャタハー）。 

 この時代ではこの３つのどれを修練しても成功できません。では勧められている方法

は？ Harer nämaiva kevalam（ハレール ナーマイヴァ ケーヴァランム）。 すなわち、ハレー・

クリシュナ・マントラを唱えることです。「ケーヴァラン」は「ただ」という意味です。た

だハレー・クリシュナを唱えるのがもっともかんたんで、もっとも崇高な方法です。主の

聖なる御名を唱えることが奨励されている方法で、それは同時に実際的で、権威ある道で

す。ですから主の聖なる御名を受けいれてください。どんな状況であったとしても、受け

いれてください。唱えてください。なんの出費も、損失もありません。私たちは秘密のマ

ントラを唱えているわけではありません。いいえ、主の御名の唱名はだれもが行なうべき

ものです。唱えることによって心が浄化されるからです。 

 物質界で、苦しみたいと思っている人はいません。でも苦しみはやってきます。だれが

放火したわけでもないのに突然山火事が起こるように、苦しみはやってきます。だれも戦

争をしたくないのに、戦争が起こります。だれも飢饉を望まないのに、飢饉になります。

疫病など望まないのに、疫病がはやります。争いたくないのに、争いが起こります。誤解

したくないのに、誤解してしまいます。なぜでしょうか？ それは山火事のようなもので

す。消防車でも消すことができません。苦しみの炎は、いわゆる「高い知識」によっても

消すことができません。ぜったいにできません。ちょうど山火事が消防車のわずかな放水

では消えないように、人生の諸問題は物質的な方法では解決されません。 

 たくさんの例があります。プラフラーダ・マハラージは「親愛なるわが主よ、両親は子

どものほんとうの保護者ではありません」と言っています。両親は子どもの世話をします。

それは親の義務です。しかし親は究極の保護者ではありません。子どもの寿命が尽きたら、

親といえども子どもを守ることはできません。けれども世間一般には両親が子どもの保護

者であるとされています。でも、それは真実ではありません。たとえば船旅に出て、上等

の座席に座っても、それがすべての危険から身を守ってくれるわけではないからです。い

くらいい座席に座っていても、船が沈めばおぼれて死んでしまいます。すばらしい飛行機

が空を飛び、乗客は安全だと思っていますが、突然墜落することがあります。物質的なも

のは、身の安全を保証してくれるわけではありません。病人は、優れた薬を処方してくれ

る名医にかかっても、命が保証されるわけではありません。では究極的に守ってくれるも

のはなんでしょうか？ プラフラーダ・マハラージは「親愛なる主よ、あなたに見捨てら



れた者は、何人といえども守ることができません」と言っています。 

 それは私たちがじっさいに経験していることです。物質自然の法則のためにさまざまな

苦しみがやって来ると、解決しようとします。しかし私たちの考案した「解決策」は充分

ではありません。その「解決策」が問題をすべて解決してくれるわけでも、軽減できるわ

けでもない。それは事実です。ですからクリシュナは『バガヴァッド・ギーター』で、「物

質自然の三様式からなるわたしのこの聖なるエネルギーに打ち勝つことはひじょうにむず

かしい。ほとんど不可能である」と言っています。ではどうすれば物質自然の影響力から

自由になれるのでしょうか？ クリシュナは「ただ私にすべてを任せて服従する者は、か

んたんに乗り越えられる」と言っています。それは事実です。ですから、私たちは神との

関係を学ぶために心を浄化しなくてはなりません。 

 Nityo nityänäà cetanaç cetanänäm（ニッテョー ニッテャーナーンム チェータナシュ チェータナ

ーナーンム）と『カタ・ウパニシャッド』に述べられています。絶対者なる神すなわち絶対真

理者は永遠です。神が永遠なる存在であるように、私たちもまた永遠です。しかし、ヴェ

ーダは主こそ至高なる方だと説いています。神は死にません。もし神が生きていないなら、

この世界はどうやって動いているのでしょうか？ 『バガヴァッド・ギーター』でクリシ

ュナは「私の監督のもとで万物が動いている」と言っています。聖書にも、神が世界を創

造された、とあります。それは真実です。もとは１つの点だったものが爆発して宇宙が生

まれたのではありません。ヴェーダ経典はただ真実だけを教えてくれます。ですから私た

ちは、目をあけて見なくてはなりません。Ceto-darpaëa-märjanaà（チェートー・ダルパナ・マ

ールジャナンム）。それが心を浄化する方法です。心が浄化されれば、クリシュナやヴェーダが

なにを伝えているのか理解できるようになります。私たちは浄化されなくてはなりません。

⻩疸（おうだん）で苦しんでいる人に氷砂糖をあげると、とても苦い、と言います。砂糖は苦

いでしょうか？ いいえ、とても甘いものです。⻩疸の薬は砂糖です。現代の科学でも、

⻩痘の治療には砂糖が使われます。ヴェーダ経典でもしかり。砂糖を大量に摂取すれば、

⻩痘は治ります。そして⻩痘が治ったとき、以前は砂糖が苦いと言っていた患者が「とて

も甘い」と言うようになります。現代の⻩痘、神を信じないという⽂化は、このハレー・

クリシュナを唱えることで治ります。最初は苦いかもしれませんが、しだいにそれがどん

なに楽しいものかがわかることでしょう。 

 自分の本来の姿や、主との関係がわかるとすぐに、幸福が得られます。私たちは苦しみ

に満たされています。なぜなら、自分自身を物質界の産物であると思いこんでいるからで

す。だから不幸なのです。不安や恐怖は、自分自身が物質界の一部であると誤解している

ために起こります。先日説明したように、骨と皮の袋にすぎない肉体が自分自身であると

思っている人は動物とまったく変わりません。ハレー・クリシュナを唱えることによって、

この誤解が解消されます。心の浄化は、自分自身が物質界に属するものではないと理解す

ることです。Ahaà brahmäsmi（アハンム ブラフマースミ）「私は精神魂である」。自分がイギリ



ス人や、インド人や、アメリカ人だと思っているのは、無知に覆われているということで

す。いまあなたはイギリスに生まれたのでイギリス人ですが、来世はイギリスではなく、

中国かロシアか別の国に生まれるかもしれません。ひょっとしたら、人間には生まれない

かもしれない。きょうは愛国者で偉大な国家指導者でも、あすは⽜の姿で⺟国に生まれ、

屠殺場につれていかれる身分になるかもしれません。 

 ですからほんとうの自分の姿について完全に知らなくてはなりません。チャイタンニ

ャ・マハープラブは、全生命体の真の姿は、神の永遠のしもべであると言いました。「私は

だれのしもべでもない。私の仕事は神に仕えることだ」と理解できたなら、解放を達成し

たことになります。心が即座に浄化され、解放されるのです。その境地になれば、この世

界の不安や心配事はすべてなくなります。なぜなら、「私は神のしもべだ。神は私を守って

くださる。心配する必要はなにもない」と理解するからです。それはちょうど子どもの心

境と同じです。子どもは両親が守っていてくれることを知っているので、不安がありませ

ん。火にさわろうとすれば、⺟親がやってきて「さわってはいけない」と言うでしょう。

⺟親はいつも子どもの世話をしています。ではなぜみなさんは神を信じないのですか？ 

じっさい、みなさんは神の保護のもとにいるのです。 

 人々は教会に行き、「おお主よ、日々の糧を与えたまえ」と祈ります。じっさい、神が与

えてくださらなければ、私たちは生きてはいけません。それはほんとうです。ヴェーダも

また至高主が全生命体に必要なものを授けると述べています。神はすべての者に食べ物を

供給しています。私たち人間は、経済問題を抱えています。でも経済問題で悩まされてい

るのは、人間社会だけではないでしょうか？ 鳥の社会には経済問題はありません。動物

の社会にもありません。生物にはは 840 万種類あります。人間社会はきわめて小さいもの

です。それなのに人間は、自分たちで問題を作りあげてしまった。なにを食べようか、ど

こで眠ろうか、どうやって性交しようか、どうやって身を守ろうかと。それらは私たちに

とっては問題ですが、ほとんどの生命体――水生動物や、魚、植物、昆虫、鳥、けもの、

そしてその他の無数の生命体――にとってはそうではありません。動物たちも生きていま

す。動物は人間とは違うとは思わないでください。人間だけが生きていて、動物には魂が

ないというのはまちがいです。だれが動物たちに食べ物を与え、保護しているのでしょう

か？ それは神です。植物や動物は会社に行ったりしません。お金を稼ぐために、科学技

術を学びに大学にかようこともありません。ではどうやって食べているのでしょう？ 神

が与えているのです。象は何百キロものエサを食べます。供給者は？ みなさんが象に食

べ物を与えるのですか？ 象は無数にいます。だれが世話しているのでしょうか？ 

 神が生命体を維持していると認めるほうが、「神は死んだ。なぜ教会にいって神に日々の

糧を乞わなくてはならないんだ？」と考えるより優れています。『バガヴァッド・ギーター』

に、「苦しむ者、富を求める者、好奇心の強い者、絶対者の知識を求める者、これら４種類

の人々がクリシュナに近づく」とあります。好奇心の強い人、知恵のある人、苦しんでい



る人、お金の欲しい人。これらの４種類の人々は神に近づきます。「親愛なる主よ、私はと

ても空腹です。日々の糧を与えたまえ」。それは敬虔な態度です。そのような方法で神に近

づく人々は sukåtinaù（スクリティナハ）と呼ばれます。Sukåté（スクリティ−）は「敬虔」という

意味です。そのように主に近づく人々は敬虔です。主にお金や食べ物を乞う人々もまた敬

虔だと考えられます。神に近づこうとしているのですから。でもそれ以外の人々は正反対

で、duñkåtinaù（ドゥシュクリティナハ）「不敬虔」な人々です。Kåté（クリティー）は「称讃に値す

る」という意味ですが、duñkåti（ドゥシュクリティ）という語は、かれらのエネルギーが災難を

もたらすために誤用されていることを指しています。ちょうど原子爆弾の発明者のような

ものです。発明者は頭脳明晰でも、その才能をまちがった方向に使ってしまいました。発

明するのは、人間に永遠の生命を与えるものでなくてはなりません。多くの人命を一瞬の

うちに奪い尽くす武器の開発になんの意味があるでしょう？ 人はきょうかあすにも、ま

たは百年後には死にます。それに対して科学者はなにをしてきたでしょうか？ 死も老い

も病も瞬時に無くしてしまうような発明をすべきです。そうすれば、なんらかの業績を達

成したことになります。しかしドゥシュクリティナたちは決して神に近づかず、決して神

を理解しようとはしません。だから自分のエネルギーをまちがって使っているのです。 

 神との関係を無視する愚鈍な物質主義者は『バガヴァッド・ギーター』でムーダと説明

されています。「ムーダ」とは、愚か者、ロバという意味です。お金を稼ぐために必死にな

って働く人々は、ロバに例えられます。ムーダたちは毎日毎日、数枚のチャパティ（完全

粉のパン）を食べながら、何千ドルも稼ぐために不必要に働いています。また、その他に、

ナラーダマと呼ばれる人々がいます。ナラーダマは「最低の人間」という意味です。人生

の目的は、神を悟ることです。神を悟ろうと努めることが人間の権利です。ブラフマンす

なわち神を理解した人がブラーフマナです。そう理解することが人間として生きる義務で

す。すべての人間社会には宗教があり、宗教によって神を理解することができるのです。

キリスト教でも、イスラム教でも、ヒンドゥ教でもかまわない。名称は関係ありません。

宗教とは神を理解し、主との関係を理解するためのものです。それこそが人間としての義

務であり、人間の義務を無視する人間社会は動物の社会にほかなりません。動物には、神

を知って主との関係を理解する能力がありません。食べる、眠る、性を営む、そして身を

守ることにしか関心がありません。人間がその４つにしか関心がないのなら、動物となん

ら変わりません。ですから『バガヴァッド・ギーター』には、人間として生まれた機会を

無視する者は「最低の人間」であると記述されています。その人は、840 万の生命形態を

進化して人間の姿を得たのに、神を理解するためにそれを利用せず、ただ動物のように生

きています。そのため「ナラーダマ」、最低の人間と呼ばれているのです。また、高い知識

を誇りにしている人々もいて、その知識にもとづいて「神はいない。私が神だ」と考えて

います。真実の知識がマーヤーによって奪われている、ということです。神だとしたら、

どうして犬になってしまったのでしょう。そのような人々に対してさまざまな反論がある



のですが、かれらはただ神を否定するばかりの無神論者です。無神論を信奉しているので、

ほんとうの知識が奪い去られているのです。ほんとうの知識とは、神を知り、神との関係

を理解することです。その２点を知らないならば、知識がマーヤーによって奪い去られて

います。 

 神との関係を理解する手段と方法があります。経典があり、知識があります。なぜこれ

らを利用しようとしないのでしょうか？ だれもがその知識を利用すべきです。『バガヴァ

ッド・ギーター』や他のヴェーダ経典を学んでください。神が偉大な方であり、私たちは

主と質的には等しいけれども極微小な存在であることが経典のいたるところに述べられて

います。海全体と海水の１滴は質的には同じですが、塩分の含有量はまったく異なります。

質的には同じですが、量的に違います。同じように神は全能なる方ですが、私たちの力は

限られています。神はすべてを創造された方ですが、私たちが作るものといえば子どもの

おもちゃのような飛行機だけです。しかし神は宇宙空間に浮かぶ無数の惑星を作りました。

それが神たる資質です。私たちに惑星を作ることはできません。作ることができたとして

も、それがなんの益になるでしょうか。すでに神が無数の惑星を作っているのです。しか

し私たちのも創造力があります。神も力を持ち、私たちも力を持っています。しかし主は

あまりにも偉大な存在で、私たちとは比べものにもなりません。もし、私たちが「私が神

である」というなら、それはじつに愚かなことです。自分が神だと言うことはできるでし

ょう。しかし、そう言えるほどの非凡な力を発揮することができるのでしょうか？ それ

が無知です。神を自称する者の知識はマーヤーの力によって奪われています。あくまでも

主と私たちの関係は、神は偉大なる方で、私たちは極微小な存在です。『バガヴァッド・ギ

ーター』でクリシュナは、「全生命体はわたしの極微小部分であり、質的にはわたしと同じ

だが、量的には異なる」断言しています。ですから私たちは神と同じであり、同時に異な

ります。それが私たちの立場です。神と同じ質を持つ者として、私たちは主と１つです。

しかし詳細に調べてみると、私たちにも偉大な質が少しはあっても、神はすべての偉大な

る質を無限に持っていることがわかります。 

 私たちは、神のなかにないものを持つことはできません。それは不可能です。ですから

『ヴェーダーンタ・スートラ』には、私たちが持つものはすべて神のなかにもある、と述

べられています。すべては主から発生しました。主と私たちの関係は、私たちが主の永遠

のしもべであるということです。私たちは取るに足らない小さな存在だからです。物質界

でも、だれもが自分よりも優れた人のもとで、高い給料を払ってくれる人のもとで仕事を

しようとしています。私たちが微小な存在だとしたら、その義務は神に仕えることである

ことが自然に結論できます。他になすべきことはありません。私たちはみな、根源者であ

る神の一部分体なのですから。 

１個のネジは機械全体の一部分にすぎませんが、機械全体と協調して働くことで真価を発

揮することができます。ネジが機械から外れていたり、不良品だったりすれば価値はあり



ません。手は身体全体の一部分にすぎませんが、身体全体に仕えているかぎり何百万ドル

もの価値があります。しかし身体から切り落とされれば、なんの価値もありません。同じ

ように、私たちの立場は神の取るに足らない一部分体です。ですから、主のために全力を

尽くして仕えることが私たちの義務です。それが私たちの立場です。それができなければ、

私たちはなんの価値もありません。主との結びつきが切断されているのです。手が使いも

のにならなくなったとき、医者は体全体に毒がまわらないように手を切断します。同じよ

うに、私たちが神に仕えなくなれば主との関係が切断され、この苦しみの世界に送られま

す。しかしふたたび神に仕えれば、主との関係がよみがえるのです。 


