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～・～・～・～・～・～・～ 

  はじめのことば 

～・～・～・～・～・～・～ 

 急に暑くなってきました。初夏の陽気ですね。 

 いかがお過ごしですか。 

 宝彩有菜です。 

 

 引き続き、新シリーズ、「イエスのたとえ話の真意」をお届けしています。 

 今回は第２２回目で、最終回です。 

 

 イエスは、愛や幸福などについて、いかにしたら、日々を幸せで心豊かに暮らせるのか

を、説いていた人ですから、講話の内容も、心の修養やマインドの仕組みの話になってい

たと思われます。その前提で、聖書に残されている多くのたとえ話を読み解いていけば、

イエスの本当の真意が分かるだろうと読み進めてきました。 

 前回は、「持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているも

のまでも取り上げられる。」について、解説しました。欲と愛についての、とても的を得た

教えだったと思います。 

 

 今回は、最終回ということで、イエスの教えと、仏陀の教えの共通点と、相違点につい

て、お話ししたいと思います。 

 

 私の考えでは、イエスも、仏陀も、ともに悟った人で、人間の心については、両人とも

同じようにとても深く理解していたと思います。そして、マインドはこのように働くのだ

から、これこのようにマインドを使いこなせば、本来の幸せに戻れて、幸せになれるよと

教えていたのだと思います。 

 そして、マインドは、「欲」の回転にも、「愛」の回転にもなりますから、欲が減ずれば



減ずるだけ愛が増し、愛が増せば増すだけ欲が減じます。ですから、心に愛を満たすには、

どちらからアプローチしても同じなのですが、どちらかというと、イエスは、「愛を増す方

法」を、仏陀は「欲を減じる方法」を、より多く語っていたような気が、私にはします。 

 マインドの愛の回転は、ご存じ、give, drop, accept, enough です。究極は、「愛」「笑い」

「大肯定」「感謝」に向かいます。これは、イエスのよく語っていた分野で、これを増やし

ていけば、愛に満ちる。悟れると語っていたわけです。 

 一方、マインドの欲の回転は、get, hold, compare, more です。究極は「強欲」「執着」「比

較」「不満」に向かいます。これは、仏陀の良く語っていた分野で、これを減ずれば、欲が

なくなって、悟れると語っていたわけです。 

 これは、例えば、「月が満月になれば悟れる」ということに例えると、明るいところをど

んどん増やしていけば、やがて満月になって悟れると言っていたのがイエスで、暗いとこ

ろをどんどん少なくしていくと、やがて満月になって悟れると言っていたのが仏陀です。 

 言っていることは同じで、満月を目指していますが、アプローチの仕方が、やや、愛に

重みを置いているのがイエスで、やや、欲に重みを置いているのが仏陀ということになり

ます。しかし、その教えをよく理解すれば、結局同じことを言っているということですけ

ど。 

 

 仏陀は、悟ってから亡くなるまで、約４０年間ありましたから、その教えを弟子たちに

充分に解説しながら、説明する時間があったと思います。ですから、体系もしっかり固ま

って「諸行無常」、「四苦八苦」、「色即是空」、「三法印」、「五蘊盛苦」など、悟りや修行に

関する説明が体系だったものがあります。中には、今となっては解釈間違いのものもあり

ますが、とにかく、体系がしっかりしている点は、イエスとは違います。体系がしっかり

している分、たとえ話で説明する必要が少なくなっているので、イエスのようなたとえ話

の説明が少ないのかもしれません。 

 しかし、仏陀も、巧みなたとえ話は、結構語ったようで、例えば、ダンマパダ冒頭の、 

【001】 

ものごとは、心にもとづき、心を主とし、心によって作り出される。もしも、汚れた心で

話したり、行なったりするならば、苦しみはその人に付き従う。まるで、車を引く牛の足

跡に、牛車の車輪が、ついていくように。 

 

【002】 

ものごとは、心にもとづき、心を主とし、心によって作り出される。もしも、清らかな心



で話したり、行なったりするならば、福楽はその人に付き従う。まるで、影がその身体か

ら離れないように。 

 

 なども、マインドの働き方の導入部分としては秀逸なたとえ話だと思います。また、ス

ッタニパータ冒頭の、 

（１）蛇の毒が(身体のすみずみに)ひろがるのを薬で制するように、怒りが起こったのを制

する修行者(比丘)は、この世とかの世とをともに捨て去る。──蛇が脱皮して旧い皮を捨て

去るようなものである。 

 

（２）池に生える蓮華を、水にもぐって折り取るように、すっかり愛欲を断ってしまった

修行者は、この世とかの世とをともに捨て去る。 ──蛇が脱皮して旧い皮を捨て去るよう

なものである。 

 

 これらも、マインドの働き方の説明ですが、イエスの「毒麦のたとえ」と同様に、自動

反応になっている、そして、昔は必要だったが今は不要となっているプログラムの抜去の

話です。仏陀風の、とても巧みなたとえ話を持ち出して話していた様子が窺われます。悟

った人は、大切な真理を知り得たわけで、それをみんなにも伝えて、みんなも、同様に幸

せになって欲しいと必ず思いますから、このように、少しでも分かりやすいように、あれ

これ、たとえ話を考え出して、一生懸命、親切にも、教えてくれていたのだろうなと思い

ます。改めてありがたいことだなと思いますね。 

---------------------- 

「笑雲先生」 

「なんだい、小松茸」 

「今回、イエスのたとえ話の真相ということで、たくさんお話いただき、ありがとうござ

いました」 

「はい」 

「でも、まだ、イエスのたとえ話で、分からないものがたくさん残っていますが」 

「そうかい、では、また、機会があったら、解説しよう」 

「はい、よろしくお願いします」 

「小松茸、最後に大切なことを付け加えるけど」 



「はい、なんでしょう。大切なこととは、笑雲先生」 

「聞いているだけでは、自分のものにならないよ。実際に修行しなきゃ」 

「はい、もう、耳にタコができるくらい聞いてますから、大丈夫です」 

「なにが、大丈夫なんだ」 

「ですから、耳にタコができてますから、抵抗力があるってことです」 

「ポカッ」 

「痛ッ」 

 

宝彩有菜 （イエスと仏陀のたとえ話の違い） 

 

---------------------- 

  宝彩有菜の新刊のご案内 

---------------------- 

下記３冊が、翻訳出版されました。 

海外出版を記念して、本日より３日間(5/21,22,23)、無料で購入できます。 

このキャンペーンをお友達にも教えてあげてください。 

---------------------- 

（１）『マリアの福音書解説』（英語版）（無料） 

 

Commentary on the Gospel of Mary 

（Jesus' beloved disciple, Mary） 

 

https://www.amazon.com/dp/B0C58H5J1M 

---------------------- 

（２）『ユダの冤罪を晴らしてみた』（英語版）（無料） 

 

Clearing Judas of his False Accusations 



（True love revealed after 2000 years） 

 

https://www.amazon.com/dp/B0C5MT8FYK 

---------------------- 

（３）『イエスの真実の愛』（英語版）（無料） 

 

The True Love of Jesus Kindle 

 

https://www.amazon.com/dp/B0C43MLPF4 

---------------------- 

なお、『イエスの真実の愛』は、 

英訳のほかに、仏訳、独訳、西訳もあります。 

（フランス語版）（無料） 

L'Amour Vetable de Jesus 

https://www.amazon.fr/dp/B0C4MMZYZD 

---------------------- 

（ドイツ語版）（無料） 

Die Wahre Liebe Jesu 

https://www.amazon.de/dp/B0C47NFZMQ 

---------------------- 

（スペイン語版）（無料） 

El Verdadero Amor de Jesus 

https://www.amazon.es/dp/B0C47YQYCJ 

---------------------- 

（※『イエスの真実の愛』の邦文原題は『イエスの愛と死』です。） 

（※このメルマガでは、フランス語等に、アクサン グラーヴをつけると、文字化けするの

で、省略しています。） 



（※3 日間、無料キャンペーンは、キンドル本が対象です。ペーパーバック本は、キャンペ

ーンの対象外です。） 

（※上記の URLをクリックすると、海外のサイトに飛びますので、海外のアマゾンサイト

にアカウントを持っていないと無料購入ができません。 

日本の下記サイトからなら、宝彩有菜の本が一覧できますので、日本のアカウントでそれ

ぞれ無料購入ができます。 

https://www.amazon.co.jp/s?i=digital-text&rh=p_27%3AArina+Hosai&s=relevancerank&t

ext=Arina+Hosai&ref=dp_byline_sr_ebooks_1 

 

 

--------------------------------------- 

 「日めくり」から今週のおすすめ 

--------------------------------------- 

http://www.hosai.net/i/word-box1/cal-2000-09.htm 

 

思ってみなかった展開が普通。 

--------------------- 

◎アタマの想定通りには人生は進みません。それが常です。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

  第 109 回 宝彩日曜 Zoom 講座レポート 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■5 月 14 日（日）に、第 109回 宝彩日曜 Zoom講座が開催され、講義、瞑想、質疑応答

がありました。 

http://hosai.world.coocan.jp/zoom/zsmm-index.htm 

今回の講師は宝彩先生で、今週の修行のテーマは「「嬉しい気持ちを伝える」修行でした。 

この修行のテキストは、宝彩有菜「今週の修行」No.81 です。 

http://hosai01.la.coocan.jp/week-01/index-02.htm 



 

■参加者：ニックネーム（アイウエオ順、敬称略） 

あはは、アリガ、おたま、かっちゃん、 

キタマチ、チバ、宝彩有菜、よし、ローサ 

講師：宝彩有菜、アシスタント：あははリーダー。 

以上、9 名の参加でした。 

 

楽しく有意義な会になり、来週も楽しみです。 

次回は、5月 21日（日）10:30～ です。 

 

（「宝彩日曜新聞」編集部） 

 

------------------------------------------------------- 

「宝彩日曜 Zoom 講座」一行掲示板 

------------------------------------------------------- 

「宝彩日曜 Zoom 講座」の会員が書きこむ一行コメントの掲示板です。 

「今週の修行」を実践して、その感想等をコメントしています。 

毎回たくさんの興味深い投稿があります。閲覧自由ですので、覗いてみてください。 

http://hosai.world.coocan.jp/zoom/yybbs81/yybbs2.cgi? 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

  宝彩瞑想会から『瞑想の真髄』解説 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【宝彩有菜】 

 『瞑想の真髄』の、今日は２３８番からですね。 

--------------------------- 

【２３８】 



「悟る」ということは新たな状況に初めてなるということではなくて、すでに知っている

懐かしい状況にもう一度戻るということである。 

 かつて私は至福と愛と光にあふれていた。 

 かつて私は優しさの中に漂っていた。 

 悟るということは、そのような当初の愛と至福に満ちた自分に戻るということである。 

--------------------------- 

【宝彩有菜】 

 生まれてすぐのときはですね、自我というのが発達していませんから、自分というのも

よくわからないし、他人ということもわからないし、自分と他人との境もよくわからない

し、どうやって生きていくのかというのもよくわからないですね。 

 ですが、生まれてきたというすっごい喜びの中に居るわけです。もう世の中光り輝いて

いる、風は優しい、とにかく生きているということはすっごい喜び。喜びの極地にいるの

ね。 

 ところが、痛い目にあうとか寒い目にあうとかひもじい目にあうとかになってくると、

うん？待てよ、これは生きていくということは大変なことだということで、マインドが働

きはじめて、いかにしておっぱいを吸うだとか、快適な状況にするだとか、泣いて叫んで

おしめを換えてくれということを習ってくるわけね。それで自分の体を守っていく、命を

守っていく。で、生きていくわけです。 

 と同時に、自我というのが発達してくる。当然ですね、自分とどこが境で、どっから自

分を守ればいいの。ここは痛いけど、これは痛くないって。ここは自分だけど、これは自

分じゃないとわかってくるわけでしょ。そうやって発達してくるわけ。それはマインドが

一生懸命やってくれているから。 

 で、やり過ぎると忘れちゃうのね、どんなに幸福だったかというのを。それをもう一回

戻してみましょうと。自由に、そこに戻れるようにしてみましょうって、すごい素晴らし

いことでしょ。マインドが積み重ねてくれたシーツをバサーッと取ってしまえば、いつで

もそこに行けるという。 

 行ってみたらすごかったなあというね。なんちゅうことはない、前、知ってたなあ、と

いうことにはなるんだけど。それを生きている途中にやってしまおうというのが悟りです

ね。 

 

--------------------------- 



【２３９】 

 つまり、修行というのは、当初の自分に自由自在に戻れるようになろうとすることであ

る。 

 人間は誰も最初は悟っていたのである。 

--------------------------- 

【宝彩有菜】 

 そうですね。 

 

■『瞑想の真髄』（Amazon ペーパーバック） 

https://www.amazon.co.jp/dp/B09PMFY8WC?ref_=pe_3052080_397514860 

 

（第 178 回宝彩瞑想会 書き起こし編集：「宝彩日曜新聞」編集室） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

  宝彩有菜の著作から、クイズのコーナーです 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（クイズ）：下記のセンテンスは、宝彩有菜の『オーロラ姫と水晶の伝説』（ＰＨＰ）の中

の一文ですが、どこにあるでしょうか？（ページまたは、章、項） 

http://hosai01.la.coocan.jp/alina-books/alina-book-design-13.htm 

 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=**==*=*=*=**== 

  魔女の道場の超高等教育 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=**==*=*=*=**== 

 

 それから、何年かたちました。 

 

 縞豚君たちも、今は魔法の道場で中級に進級しています。 

 今日は、その縞豚君たちのいる中級のクラスをのぞいてみることにします。教室の外の、



大きな桜の木の枝にあっしはとまっています。 

 親分が教鞭を執っています。 

「おはよう、諸君」 

 と親分が話し始めました。 

「今日は、諸君が今まで、親や世間や学校で習ってきたことを、見直してみることにしま

す。 

 なぜ見直しが必要かというと、その理由は、それらの中には、魔法を使ううえで邪魔に

なるものがあるためです。 

 それをそのまま諸君が後生大事にもっていたのでは、決して上級の魔法使いになれない

からであります」 

 と親分は、今日は紺のスーツで登場しました。 

「魔法使いは、単に魔法の技術を磨くだけでなく、もちろん幅広い教養も必要です。 

 しかし今日の授業は、新しく習うのではなくて、今まで習ったことの見直しです。早く

いえば、習ってきたことを、逆に捨てる、または忘れることです。 

 どんな学校も、習ったことを捨てるほうの教育はしていません。 

 修得するばかりです。 

 この魔女の道場だけは、唯一捨てる教育をしています。 

 最後は、捨てる方法の知識も捨てますが、これは上級生でもなかなか難しいので、今は

気にしなくてよろしい。 

 えー、魔法を修行していくうちに、諸君は、何度か壁に突き当たります。必ず突き当た

ります。これをいくつも越えていく必要があるのですが、この壁を破るというのが結構難

しいのです。 

 なぜ難しいかというと、壁を作っている真犯人が自分自身であるからです。 

 自分を破らないと、その壁を突き抜けられないのです。 

 

…（続く） 

 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=**==*=**==*=*== 

●クイズ正解者、水曜日 12：00までにご回答の方、先着５名様に、「宝彩 BB マガジン」



ご希望号を一冊無料プレゼントします。（ただし、最新号第３３号は除く）。 

著書名、ページ数（又は該当の章・項）、「宝彩 BB マガジン」の希望号をお書きのうえ、ニ

ックネームも付記して、下記「宝彩日曜新聞」編集室あてにお送りください。 

hosai_sunday_news@yahoo.co.jp 

 

第７０４号の答えは、『トマス福音書解説「天の鳥と揺れる葦」』（kindle 版）第１２章（No.092）

でした。 

たくさんのご応募お待ちしております。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

  私の好きなページ紹介コーナー「今週のお奨めのページ」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◆「気分のおもちゃ箱」のページより「当てつけ、その（２）」を。 

狼に復讐しようとする羊のお話しです。「当てつけ、その（１）」から読むと、さらに面白

いです。 

http://hosai01.la.coocan.jp/toybox-01/t-aiueo-jun/t-atetuke2.htm 

 

◆気楽にサトル生き方「般若心経ってこんなイイこと言ってたのか！」の感想文です。 

宝彩 BB マガジン第 17号に掲載されたものです。 

「久々に読み応えのある内容で、これは先生渾身の一冊なのではないか!」と読了後の興奮

が伝わってきます。 

http://hosai.world.coocan.jp/bb-site/pdf-box/m17/hbbm17-kirakuhan.pdf 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

私の好きなページ紹介コーナーを作っておりますので、紹介するページの URL と、 

簡単な紹介コメント、たとえば、「今の私にぴったりです」とか「こころに響きました」と、 

ニックネーム（掲載省略選択可）をお書き添えのうえ、「宝彩日曜新聞」編集室あてにお送

りください。採用させて頂いた方には、ご希望の「宝彩 BB マガジン」１号分をプレゼント

します。(ただし、最新号第３３号は除く） 



～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 

～～～～～～～～～～～～～～ 

  「宝彩ことのは」から 

～～～～～～～～～～～～～～ 

決断は、欲がなければすぐに出来ます。 

 

『りゅら姫物語』（Kindle版）第二七章 

------------------------- 

「宝彩ことのは」通信のサイト 

◆ホームページ 

http://hosai.world.coocan.jp/daily-word/k-index.htm 

◆ツイッター 

https://twitter.com/hosai_word 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

  宝彩日曜 Zoom 講座（宝彩有菜と支部リーダーが交代で講師担当） 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋  

【開催日】原則、毎週日曜日 10:30～11:30 

【場 所】オンライン（Zoom） 

【参加資格】下記のいずれか一つに該当する方 

・e-講座受講生（一講座でも受講の経験のある方） 

・支部リーダー推薦者 

・宝彩有菜の著書を５冊以上購読済みの方 

【参加費】下記の支払い方法があります 

・Zoom参加月額定期（サブスク）：4,000 円  

・Zoom参加年額定期（サブスク）：44,000 円 



・テキスト受講生月額定期（サブスク）：2,005 円 

【申込み】下記の詳細案内ページから、メールでニックネームを付記の上、申込みくださ

い。 

http://hosai.world.coocan.jp/zoom/zsmm-index.htm 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

  宝彩 Zoom 座遊会のスケジュール（主催：宝彩有菜）   

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

【開催日】原則、第 1・第 3 水曜日 21:00～22:00 

【場 所】オンライン（Zoom） 

【参加資格】下記のいずれかに該当する方 

 ・e-講座受講生（一講座でも受講の経験のある方）  

 ・支部リーダー推薦者 

【参加費】下記の支払い方法があります 

 ・都度支払（一人一回参加料）：5,021円 

 ・月額定期支払（サブスク）：4,021 円（宝彩日曜 Zoom 講座の本会員は、月額 2,021 円） 

 

【申込み】下記の詳細案内ページから、メールでニックネームを付記の上、申込みくださ

い。 

http://hosai.world.coocan.jp/zoom/z-zyou-index.htm 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

  支部瞑想会のスケジュール（主催：支部リーダー） 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

◆宝彩支部瞑想会 

http://hosai02.la.coocan.jp/meisou-kai-s/medi-index.htm 

 

支部瞑想会は、e-講座未受講の方もご参加いただけます。 



お申し込みおよび詳細は、各支部のサイトをご覧ください。 

-------------------------------------- 

 

●新大阪支部オンライン瞑想会（主催：アリガ）   

 

【日 時】毎週日曜日の 20:00～21:30前後 

【場 所】オンライン（Zoom） 

【参加費】３,０００円 

 

新大阪支部 Facebook http://www.facebook.com/NewOsakaShibu 

-------------------------------------- 

 

●中野支部瞑想会（主催：チバ） 

 

【日 時】 2023 年 6月 4 日（日）13:30～15:30    

【場 所】 東京 / 中野  

【参加費】 ３,０００円  

 

中野支部サイト https://hosai-chibahiro.net/schedule.html 

-------------------------------------- 

 

●中野支部 Zoom 瞑想会（主催：チバ） 

 

【日 時】 2023 年 6月 25日（日）14:00～16:00 

【場 所】 オンライン（Zoom） 

【参加費】 ３,０００円 

 



中野支部サイト https://hosai-chibahiro.net/zoom.html 

----------------------------------------------------- 

発行：「宝彩日曜新聞」 

編集長：宝彩有菜 

副編集長：かっちゃん、チバ、智、アリガ 

監修：宝彩有菜 

 

この「宝彩日曜新聞」についてのご意見ご希望は、下記メルアドへ。 

また、クイズに応募したのに、プレゼントが来ないという方は、 

再度お問い合わせください。 

まれに、メールが紛れて見落としている場合もありますので。 

 

宝彩有菜 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

■「宝彩日曜新聞」のサイト 

http://hosai.world.coocan.jp/sunday/index-sn.htm 

■「宝彩日曜新聞」編集室のメールアドレス 

hosai_sunday_news@yahoo.co.jp 

■宝彩有菜メールアドレス 

alina-hosai@mbf.nifty.com 

■宝彩有菜のホームページ 

http://www.hosai.net 

■宝彩瞑想会のページ 

http://hosai02.la.coocan.jp/meisou-kai-x/medi-index.htm 

■新刊「ゆるパタ体操」（Kindle 版、ペーパーバック版） 

http://hosai.world.coocan.jp/cd-book/index-cd-book.htm 



★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 


