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And so here we are all together in this context of studying, and it is wisdom 

that we need in particular,so let us now supplicate the deity of wisdom, 

Manjushri.  How this particular prayer, called the Gang Loma came about 

was that, before, in India, there were about five hundred pundits who all 

gathered together and discussed, “let us all compose a poem – a poem of praise 

to Manjushri, and tomorrow we will reunite and each person will bring their 

poem of praise and we will see whose is the best.” So the next morning when 
they gathered together after having spent the night composing their 

respective praises to Manjushri, when they all went to show each other what 

they had composed, they were shocked.  All of their compositions were 

exactly the same.  There was not even a single word of difference.  The 

reason why all of their compositions were the same is because when they went 

to write their praise, they first supplicated Manjushri.  And it is through that 

supplication that naturally they all took the same form.  So, then, as for the 

author whom it is actually attributed to, that is an author by the name of 

Yunden Sanbo.  So they said that “although our compositions are all the 
same, let us attribute it to our guru,” toward their teacher, who went by the 
name of Yunten Sanbo.  The full name of this prayer is the Praise to 

Manjushri by Yunten Sanbo, however it is often referred to by its short title, 

or its nickname almost, which is Gang Loma.  The reason it is called Gang 

Loma is that it was given that name based on the first few syllables of the 

prayer.  Basically the story is that first the five hundred pundits supplicated 

Manjushri and ended up composing the same praise and then it was 

attributed to the master, Yunten Sambo.  And later, people began referring 

to it by shorthand as the Gang Loma.  It is for these reasons that the prayer 

is considered extremely sacred and full of the blessings of Manjushri.  It is a 

prayer shared by all the different traditions of Tibetan Buddhism, from Sakya, 

Gelug, Nyingma and so forth.   

ここで私たちは皆、この、学びの文脈で一緒にいます。そして私たちが特に必要

とするのは知恵です。それで私たちは今、知恵の神、文殊菩薩に嘆願しましょう。

ギャング・ロマと呼ばれるこの特別な祈りがどのようにして生まれたのかという

と、以前、インドには約 500人の賢者が集まり、「私たち全員が文殊菩薩への賛

美の詩を作ろう。明日は再会し、一人一人が賛美の詩を持ちよって、誰の詩が最

高かを見よう」と言いました。それで、翌朝、文殊菩薩への賛美の詩を作曲した

後、彼らが集まったとき、彼ら全員が作曲したものをお互いに見せに合ったとき、

彼らはショックを受けました。それらの構成はすべてまったく同じでした。一言

も違いはありませんでした。彼らの作文がすべて同じだった理由は、彼らが賞賛

の詩を書きに行ったとき、最初に文殊菩薩に祈ったからです。そして、当然それ

らがすべて同じ形をとったのは、その嘆願を通してです。それで、それが実際に

帰属している作者については、それはユンテン・サンボという名前の作者です。

それで彼らは、「私たちの作曲はすべて同じですが、それを私たちの恩師に帰し

ましょう」と、ユンテン・サンボという名前で知られた彼らの先生の作としまし

た。この祈りのフルネームは、「ユンテン・サンボによる文殊菩薩への賛美」で

すが、しばしばその短いタイトル、またはニックネームの「ギャング・ロマ」で

呼ばれることが多いです。ギャング・ロマと呼ばれる理由は、祈りの最初の数音

節に基づいてその名前が付けられたためです。基本的には、最初に 500人の賢者

が文殊菩薩に祈りを捧げ、最終的に同じ賞賛の詩を作成し、その後、それは師匠

のユンテン・サンボの作品とされたという話です。そして後に、人々はそれを速

記でギャング・ロマと呼び始めました。これらの理由から、この祈りは非常に神

聖であり、文殊菩薩の祝福に満ちていると考えられています。それは、サキャ派、

ゲルク派、ニンマ派など、チベット仏教のさまざまな伝統すべてが共有する祈り

です。 

 

 

 

 



 

The lama chants the Gang Loma 

 

We are all people here, and people are human beings that have incredible 

power, incredible potential.  The reason we say this is because of the 

following.  Lama-lak quoted some scripture, which I will paraphrase, saying 

“it is through the human body that you can travel to liberation. It is through 
the human body that you can travel to the lower realms.  You are able to 

experience amazing things.  You are also able to experience terrible things, 

like going to the hell realms, and so forth.”  So, for example, if we think about 
the Buddha Bhagavan himself, he attained the great state of awakening with 

the human body, right?  He did not attain it through the body of a hell being 

or of a hungry ghost.  He attained it based on being a human, having the 

human body.  So it is for that reason that we say humans possess such 

incredible power and such incredible potential.  The word that we use for “a 
being” that we often use in Tibetan is called “khebu.”  Khebu has the sense 
of being one that possesses great potential.  And what kind of potential or 

power is that?  Well, it is this potential that if you travel on the path, that is, 

the path of awakening, the path of Buddhahood, you will be able to complete 

that path and see it through to its end.  The human body and being a human 

is really defined by having the freedoms and the advantages.  In the 

scriptures it says that being a human or attaining a human body is the result 

of merit.  So you might think that it is just due to random luck, right?  For 

instance, sometimes we say, oh today I got lucky.  But it is not through 

random luck that we attain the human body.  For instance, you might one 

day stick your hand in the trash can and find that you found gold.  And then 

you would say to yourself, today is my lucky day. I am so lucky.  But that is 

not how we attain the human body.  Not through random luck.  And it is 

also not through something very easy or very convenient that we attain the 

 

ラマがギャング・ロマを唱える 

 

私たちは皆ここにいる人々であり、人々は信じられないほどの力と信じられない

ほどの可能性を持っている人間です。これを言うのは、次の理由によるものです。

ラマラ（パチョック・リンポチェ）は、私が言い換えると、「あなたが解放へと

旅することができるのは人体を通してです。あなたがより低い領域に旅行するこ

とができるのは人体を通してです。あなたは素晴らしいことを体験することがで

きます。また、地獄の領域に行くなど、ひどいことを体験することもできます。」

それで、例えば、仏陀世尊ご自身について考えるならば、彼は人体で目覚めの素

晴らしい状態に達しましたね？彼は地獄の存在や餓鬼の体を通してそれを達成

しませんでした。彼は人間であり、人体を持っていることに基づいてそれを達成

しました。人間はそのような信じられないほどの力と信じられないほどの可能性

を持っていると私たちが言うのはそのためです。私たちがチベット語でよく使う

「衆生」という言葉は「ケブ」と呼ばれています。ケブは大きな可能性を秘めた

存在という意味合いを持っています。そして、それはどのような可能性や力でし

ょうか？さて、あなたが道、すなわち、目覚めの道、仏教の道を旅するならば、

あなたはその道を完成させ、それを最後まで見届けることができるという可能性

です。人体と人間であることは、実際には自由と利点を持つことを意味します。

仏典には、人間であることや人体に到達することは功徳の結果であると書かれて

います。それで、あなたはそれがただランダムな運によるものだと思うかもしれ

ませんね？例えば、時々私達は言う、ああ今日私は幸運になった。しかし、私た

ちが人体に到達するのは、偶然の運によってではありません。たとえば、ある日、

ゴミ箱に手を入れて、金を見つけたと思うかもしれません。そして、あなたはあ

なた自身に言うでしょう、今日は私の幸運な日です。私はとても幸運です。しか

し、それは私たちが人体に到達する方法ではありません。ランダムな運ではあり

ません。そして、私たちが人体に到達するのは、非常に簡単で便利なことでもあ

りません。たとえば、実行できる、または実行できない簡単なタスクはたくさん

ありますが、大きな違いはありませんが、簡単なことを実行することによって、



human body.  For instance, there are lots of easy tasks that you could do or 

you could not do – it does not make a big difference – but it is not through 

doing something easy that we attain the freedom and advantages.  No. 

Neither is it the case that we have a choice and we say I am going to make a 

human body now and I am going to attain the freedoms and advantages.  It 

is also not attained like that.  Nor is it the case that you can attain the 

freedoms and advantages through confidence, saying now I am going to attain 

them, I am going to do it, and you get the freedoms and advantages through 

that.  That is also not the case. It also says in the scriptures that it is not 

through strength and power that we attain the freedoms and advantages.  

You cannot just muscle your way into the freedoms and advantages, trying 

really hard.  It is not attained like that either.  So how then do we actually 

attain the freedoms and advantages? We have figured out that it is not 

through luck that we attain the freedoms and advantages.  It is not through 

this very easy way.  We do not make them on our own. Nor do we attain them 

through confidence, or through our power or skill.  So how is it that we attain 

the freedoms and advantages?  It is through merit, right?  The freedoms and 

advantages are said to be the result of our merit.  So the point is that we 

attain the freedoms and advantages through gathering the accumulations of 

merit.   

 

So how does one gather the accumulations of merit?  It is through three 

different things.  First one maintains a pure and stable discipline.  Then, 

through the cause of virtue, doing virtuous practices, and that combined with 

the condition of aspirations.  When these three all come together, then the 

process of merit accumulation takes place.  And when we say to gather the 

accumulations of merit, we are not talking about gathering one or two little 

things.  No, we are talking about gathering a whole huge host or collection of 

merit.  And it is based on that that we attain the precious human body 

自由と利点を得ることはできません。いいえ。私たちに選択肢があるわけでもあ

りません。私は今、人体を作り、自由と利点を獲得するつもりだと言っても、そ

のようには達成されません。また、自信を持って自由と利点を得ることができる

わけでもありません。今、私はそれらを達成するつもりです、私はそれをするつ

もりです、そしてあなたはそれを通して自由と利点を得ると言います。それもそ

うではありません。また、教典の中で、私たちが自由と利点を得るのは力と威力

を通してではないと述べています。あなたは本当に一生懸命に努力して、自由と

利点への道をただ無理やり獲得することはできません。そのようにも達成されま

せん。では、どのようにして実際に自由と利点を獲得するのでしょうか。私たち

が自由と利点を獲得するのは運によってではないことがわかりました。幸運とい

う非常に簡単な方法によってではありません。自分たちで作っているわけではあ

りません。また、自信や力やスキルによってそれらを達成することもありません。

では、どのようにして私たちが自由と利点を獲得するのでしょうか。それは功徳

によるものですよね？自由と利点は私たちの功徳の結果であると言われていま

す。つまり、功徳の蓄積を集めることで、自由と利点を手に入れることがポイン

トです。 

 

 

 

 

 

では、どのようにして功徳の蓄積を集めるのでしょうか？それは 3 つの異なる

ことを通してです。最初のものは、純粋で安定した規律を維持することです。次

に、美徳の原因を通して、美徳の実践を行い、それが願望の条件と組み合わされ

ます。これら 3つがすべて一緒になると、功徳の蓄積のプロセスが発生します。

そして、私たちが功徳の蓄積を集めると言うとき、私たちは 1 つか 2 つの小さ

なものを集めることについて話していません。いいえ、私たちは功徳の巨大な軍

勢や集積を集めることを言っています。そして、それに基づいて私たちが自由と

利点に恵まれた貴重な人体を達成します。その結果は非常に貴重なものと呼べ



endowed with the freedoms and the advantages.  So the result is something 

that we call very precious.  We can also explain that saying in order to attain 

the freedoms, that comes through the practice of discipline, whereas in order 

to attain the advantages, that comes from an abundance of virtue, virtuous 

practice.  And to attain both the freedoms and advantages together, that 

takes place through our aspiration, our aspiration prayers.   

 

So just to recap, basically there are three causes:  discipline, virtue and 

aspiration prayers.  It is through these three coming together that we attain 

the precious human body endowed with the freedoms and advantages.   

 

I cannot say whether you really want to attain a human body in the future or 

not, but from today onwards, if you do want to attain the precious human body 

in the future, then please keep these three key points in mind.  The three key 

points are discipline, an abundance of virtue, and aspiration prayers.  So 

these are the three key points.  So basically the result is the precious human 

body, whereas the causes are discipline, virtue and aspiration prayers.   

 

So now we have to ask, what is the benefit of having the freedoms and 

advantages?  What we are seeking is both temporary happiness in the short 

term and the state of liberation in the long term.  The temporary benefits or 

the temporary happiness include things like sense pleasures and so forth or 

rebirth in the higher realms of samsara, whereas the ultimate happiness is 

the state of Buddhahood, the state of awakening.  So if it is this goal that you 

have in mind for yourself, then you need to acquire the requisite cause. The 

requisite cause for this is the sublime dharma – the sacred dharma.  So we 

have to understand that the dharma here is the cause for attaining this 

ultimate happiness of awakening, the state of Buddhahood.  We want to 

attain happiness in this life.  We want to attain higher rebirths in the higher 

ます。また、自由の達成は規律の実践によってもたらされるのに対し、利点の達

成は美徳の豊富さ、善良な実践からもたらされると説明することもできます。そ

して、自由と利点の両方の達成は、私たちの願望、私たちの願望の祈りを通して

起こります。 

 

 

 

要約すると、基本的に 3つの原因があります。それは、規律、美徳、そして願望

の祈りです。 この 3つが一体となって、自由と利点に恵まれた貴重な人体を実

現します。 

 

本当に将来人体を得られたいかどうかはわかりませんが、今日から大切な人体

を得たいという方は、この 3つのポイントにご注意ください。 3つの重要なポ

イントは、規律、美徳の豊富さ、そして願望の祈りです。 これらが 3つの重要

なポイントです。 つまり、基本的に結果は貴重な人体であり、原因は規律、美

徳、そして願望の祈りです。 

 

 

それでは、自由と利点を持つことの利点は何でしょうか。私たちが求めているの

は、短期的な一時的な幸福と長期的な解脱の両方です。一時的な利益や一時的な

幸福には、感覚の快楽や、輪廻のより高い領域での再生などが含まれますが、究

極の幸福は、成仏の状態、目覚めの状態です。それで、あなたがあなた自身のた

めに心に留めているのがこの目標であるならば、あなたは必要な原因を獲得す

る必要があります。これに必要な原因は、崇高な仏法、つまり神聖な仏法です。

ですから、ここの法は、この究極の目覚めの幸福、つまり成仏を達成するための

原因であることを理解する必要があります。私たちはこの人生で幸せを手に入

れたいと思っています。私たちは、輪廻のより高い領域でより高い生まれ変わり

を達成したいと考えています。そして、私たちは永続的な幸福、目覚めの究極の

状態を達成したいと考えています。そしてそれらへの道は仏法です。ですから、



realms of samsara.  And we want to attain the ultimate state of lasting 

happiness, awakening.  And the path to those things is the dharma.  So 

through our dharma practice we attain happiness in this life, good rebirth and 

ultimately the state of Buddhahood.  Who then is able to understand and 

realize the dharma?  Well, from among the six classes of sentient beings, it 

is only humans that can fully and properly understand the dharma.  We can 

ask ourselves, are hell beings able to practice the dharma?  Of course they 

are not.  Are hungry ghosts?  Of course they are not.  But we cannot see 

hell beings and hungry ghosts, right?  So what about the animals.  We can 

see the animals, right?  So ask yourself, if you teach the animals dharma, do 

they understand?  If you show them how to practice, can they practice?  

They cannot, right?  So if you did try to teach the animals how to practice the 

dharma, they simply would be unable to grasp it or comprehend it, right?  It 

is for this reason that they say that the animal realm is classified by ignorance 

or stupidity.   

For instance, if you have a parrot and you tell the parrot “do not bite me,” the 
parrot can reply, saying “do not bite me. ” But as the parrot squawks, “do not 
bite me”, he is going to bite you at that very same moment.  So if you say to 

the parrot, “do not bite me” and point your finger at him, he is going to say “do 
not bite me” as he bites your finger.  So he might be able to repeat the sound 
but the parrot does not realize the meaning behind the words.   

 

In this way we can understand that it is really only humans that are able to 

understand the dharma, comprehend it and practice it.  To really practice the 

dharma in a genuine way, you need to possess the eight freedoms and the ten 

advantages.  If you are missing even one of these, you might still be able to 

practice the dharma in some capacity but you will not be able to practice the 

dharma in a genuine manner.  And therefore you will not be able to attain 

the state of awakening.  In order to attain a state of awakening, we have to 

私たちの法の実践を通して、私たちはこの人生の幸福、良い生まれ変わり、そし

て最終的には成仏の状態を達成します。では、だれが仏法を理解し、実現するこ

とができるのでしょうか。さて、衆生の 6つの種類の中で、仏法を完全かつ適切

に理解できるのは人間だけです。私たちは自分自身に問うことができます、地獄

の存在は仏法を実践することができますか？もちろんそうではありません。餓

鬼はできますか？もちろんそうではありません。しかし、私たちは地獄の存在や

餓鬼を見ることができませんよね？では、動物はどうですか。動物は見えますよ

ね？それで、あなたが動物に仏法を教えるなら、彼らは理解しますか？あなたが

彼らに修行の仕方を教えたら、彼らは修行できますか？できませんよね？それ

で、もし、あなたが動物に仏法の修行の仕方を教えようとしたら、彼らは単にそ

れを理解することも了解することもできないですよね？動物の世界は無知また

は愚かさによって分類されると言われるのはこのためです。 

 

 

 

たとえば、オウムがいて、オウムに「私を噛まないでください」と言うと、オウ

ムは「私を噛まないでください」と答えることができます。 」しかし、オウム

が「私を噛まないでください」と声をだすと、その同じ瞬間にあなたを噛むでし

ょう。ですから、オウムに「私を噛まないで」と言って指を向けると、あなたの

指を噛むときに「私を噛まないでください」と言うでしょう。だからオウムは音

を繰り返すことができるかもしれませんが、オウムは言葉の背後にある意味を

理解していません。 

このようにして、仏法を理解し、会得し、実践することができるのは、実際には

人間だけであることが理解できます。仏法を本物の方法で実際に実践するには、

8つの自由と 10の利点（有瑕具足）を持っている必要があります。これらのう

ちの一つでも欠けている場合でも、ある程度の能力で法を実践することはでき

るかもしれませんが、本物の方法で法を実践することはできません。したがっ

て、あなたは目覚めの状態を達成することができなくなります。目覚めの状態を

達成するために、私たちは本物の方法で仏法を実践しなければなりません。そし



practice the dharma in a genuine way.  And the support for practicing the 

dharma in a genuine manner is the eight freedoms and the ten advantages.  

So please keep this in mind that the cause for practicing the dharma in a 

proper way is the basis of the eight freedoms and the ten advantages. So today 

I just wanted to talk to you all about the potentiality of human beings.   

 

So now we can proceed to the actual questions about retreats.  The teaching 

is in the form of questions and answers.  So the people who asked the 

questions were you all and the person who is going to be providing the answers 

is me today.  As for myself, I have neither the wisdom nor the intellect that 

comes naturally or from study.  There are some people that are naturally 

endowed with wisdom.   Maybe they studied a lot in their past life and this 

life they do not need to be taught much.  They just automatically learn things 

and understand things.  There are people who did not do a lot of study in 

their past life but in this life they do a lot of study and also gain great wisdom 

and intellect.  I unfortunately am neither one of these.  What that means is 

that we do not really know if I will be able to answer your questions 100% but 

I will try my best and I will try to give you the best answer possible.   

 

The first question is, how do we choose where we will go for retreat, if not in 

Nepal, near our teachers.  In general, one should opt for a place that has 

great solitude and isolation.  When we say isolation and solitude, we are 

talking about a place that does not have a lot of business and activity, a place 

that is free from lots of noise and chaos, and a place where you are not going 

to be interrupted all the time.  And moreover, within the term of isolation, 

we can understand external isolation and internal isolation.  The traditional 

measurement that is given for isolation is said to be one league in distance 

from a city or from a town.   

This is also the definition for a gompa, which we often translate as monastery 

て、本物の方法で仏法を実践するためのサポートは、8つの自由と 10の利点で

す。ですから、正しい方法で法を実践するための原因は、8つの自由と 10の利

点という基礎であることに注意してください。今日は人間の可能性について皆

さんにお話ししたいと思いました。 

 

 

これで、リトリートに関する実際の質問に進むことができます。 教えは質疑応

答の形で行われます。 ですから、質問をしたのは皆さんであり、答えを提供す

るのは今日の私です。 私自身は、自然に、あるいは勉強から生まれる知恵も知

性も持っていません。 自然に知恵に恵まれている人もいます。 たぶん彼らは過

去の人生でたくさん勉強しました、そしてこの人生で彼らはあまり教えられる必

要はありません。 彼らはただ自動的に物事を学び、物事を理解します。 過去の

人生であまり勉強しなかったけれど、この人生ではたくさんの勉強をし、また素

晴らしい知恵と知性を身につける人もいます。 残念ながら、私はこれらのどち

らでもありません。 つまり、私があなたの質問に 100％答えられるかどうかは

本当にわかりませんが、私は最善を尽くし、可能な限り最善の答えを提供するよ

うに努めます。 

 

 

最初の質問は、「ネパールの教師の近くでなければ、リトリートをする場所を、

どのように選択すればよいか」です。一般的に、大いに孤立した孤独な場所を選

ぶべきです。私たちが孤立と孤独と言うとき、私たちはビジネスや活動があまり

ない場所、たくさんの騒音や混乱のない場所、そしていつも邪魔されることのな

い場所について話しています。さらに、孤立という用語の中で、外的な孤立と内

的な孤立という二つの意味を理解することができます。孤立に関する伝統的な尺

度は、都市または町からの距離が 1由旬であると言われています。 

 

 

これはゴンパの定義でもあり、私たちはしばしば僧院と訳しますが、文字通り孤



but which literally means an isolated, remote place.  Nowadays, we call any 

monastery a gompa, colloquially.  However, technically speaking, a gompa 

should be in isolation.  So really only the monasteries that are far away from 

the towns and cities should be called a gompa, whereas the monasteries that 

you find within cities or towns are called in Tibetan, Tsuklak Kang, or in 

Sanskrit, vihara, which we could translate as just a temple.  For instance, 

you can think about the Jokang Temple in the city of Lhasa.  We refer to it 

as a Tsukla Kang, the Jokang “temple” not gompa or monastery.   

 

With respect to external solitude or isolation, this really refers to the place – 

that is the physical location where you are staying.  And ideally, this isolated 

place would be a place that has blessings – a place that is imbued with the 

blessings of the past realized masters and Buddhas.  When we talk about 

these sacred places that are imbued with the blessings of the Buddha, these 

could be different places where the historical Buddha stayed or travelled, or 

where someone like Guru Rimpoche also travelled, or perhaps the retreat 

places of the accomplished masters of the past.  We refer to these places as 

being graced by the feet of the masters.  What that means in more 

straightforward terms is simply that they had been there – that they had 

travelled there, stayed there and so forth.  And when we say that the place 

is imbued with the blessings of the Buddhas or so forth, what that means is 

that those places are where the Buddhas and past masters practiced and 

attained realization.  So if future practitioners go there and make 

aspirations, they can achieve great benefits from that.  The process is that 

the Buddhas of the past have blessed forth these locations.  They have 

granted forth their blessings and the later practitioners like us when we go 

there receive the blessings within our own being.  So that is how we should 

understand blessings.   

The word “blessing”in Tibetan, which you have probably heard, is “jinlab”. The 

立した遠隔地を意味します。今日、私たちはどんな僧院も口語的にゴンパと呼ん

でいます。ただし、厳密に言えば、ゴンパは隔離されている必要があります。で

すから、実際には町や都市から遠く離れた僧院だけをゴンパと呼ぶべきですが、

都市や町の中にある僧院はチベット語のツクラクカン、またはサンスクリット語

のヴィハラで呼ばれています。寺院。たとえば、ラサ市のジョカン寺院について

考えることができます。私たちはそれをツクラカンと呼びます。ゴンパや僧院で

はなく、ジョカンの「寺院」です。 

 

 

外部の孤独または孤立に関して、これは実際には場所を指します–それはあなた

が滞在している物理的な場所です。そして理想的には、この孤立した場所は、祝

福のある場所、つまり過去に悟った師匠や仏陀の祝福が染み込んだ場所になるで

しょう。仏陀の祝福が染み込んでいるこれらの神聖な場所について話すとき、こ

れらは歴史的な仏陀が滞在または旅行したさまざまな場所、またはグル・リンポ

チェのような方が旅行した場所、またはおそらく過去の熟練した師匠の隠れ家の

場所である可能性があります。私たちはこれらの場所を成就者の足によって祝福

されていると呼びます。つまり、より簡単に言えば、彼らがそこにいたこと、つ

まり、そこに旅行したり、そこに滞在したりしたということです。そして、その

場所に仏陀などの祝福が染み込んでいると言うとき、それは仏陀と過去の師匠た

ちが修行し、悟りを得た場所であるということです。したがって、将来の修行者

がそこに行き、願望を抱くならば、彼らはそれから大きな利益を得ることができ

ます。その過程は、過去の仏陀がこれらの場所を祝福してきたということです。

仏陀たちは彼らの祝福を与えてくれました。そして私たちがそこに行くとき私た

ちのような後の修行者は私たち自身の存在の中で祝福を受け取ります。それは私

たちが祝福を理解する方法です。 

 

 

 

おそらく聞いたことがあると思われるチベット語の「祝福」という言葉は



first syllable, “jin” refers to this majesty or potential.  In other contexts we 
can understand “jin” as “giving” or “generosity.”  So what potentiality do 
these sacred places then have to offer us?  By going to these sacred places 

and practicing and so forth we can obtain the mundane and supreme siddhis. 

It is based on these sacred places in relation to them that they are able to give 

us these blessings.  They have this power or potentiality to imbue us with 

blessings.  The second syllable for “jinlap” or “lap” has the sense of change or 
transformation.  It is also the word for “wave” like “waves on an ocean” 
because they are changing and transforming.  So what is it then that we are 

transforming?  Well, at first you are someone without the mundane and 

supreme siddhis.  However, through practicing at blessed locations, you can 

transform yourself and attain the mundane and supreme siddhis.  So that is 

how we can understand the blessings of physical location.   

 

Of course we use the term “blessings” in many other contexts, for instance in 

the case of Guru Yoga we talk about the blessings of the guru.  So in that 

context, if we talk about the blessings of the guru, what kind of power or 

potentiality is the guru giving us?  Well, the guru is giving us their power, 

the potentiality of their awakened body, speech and mind.  It is that they are 

giving us in their blessings.  Likewise, as for the second syllable, “lap” what 
is being transformed here?  What is being transformed is our ordinary body, 

speech and mind that is in this inter-state. And as the guru gives his 

awakened body, speech and mind to us, it transforms our ordinary body, 

speech and mind into awakened body, speech and mind.  So it is important 

to bring this sort of understanding when we are talking about sacred places 

or blessed sites.   

 

So what Guru Rimpoche said was that better than practicing in an ordinary 

place for 1 year, it would be preferable to practice for a single day in a blessed 

「jinlap」です。最初の音節である「ジン」は、この威厳または可能性を指しま

す。他の文脈では、「ジン」を「与える」または「寛大さ」として理解すること

ができます。では、これらの神聖な場所は私たちにどのような可能性を提供する

のでしょうか？これらの聖地に行って修行するなどして、通常の成就および最高

の成就（悉地）を手に入れることができます。彼らが私たちにこれらの祝福（加

持）を与えることができるのは、それらに関連するこれらの神聖な場所に基づい

ています。彼らは私たちに祝福を吹き込むこの力や可能性を持っています。 

「jinlap」の 2番目の音節「lap」には、変化または変容という意味合いがありま

す。 「海の波」のように「波」を指す言葉でもありまます。それは変化し、変

容しているからです。では、私たちが変革しているのは何でしょうか。さて、最

初、あなたは平凡な成就も最高の成就も持たない人間です。しかし、恵まれた場

所で修行することで、自分自身を変革し、平凡な成就と最高の成就を手に入れる

ことができます。それは私たちが物理的な場所の祝福を理解する方法です。 

 

もちろん、私たちは他の多くの文脈で「祝福」という用語を使用します。たとえ

ば、グルヨーガの場合、私たちはグルの祝福について話します。それで、その文

脈で、私たちがグルの祝福について話すならば、グルは私たちにどのような力や

可能性を与えていますか？グルは私たちに彼らの力、彼らの目覚めた体、言葉、

心（身口意）の可能性を与えています。それを彼らが祝福を通して私たちに与え

てくださっているのです。同様に、2番目の音節である「ラップ」については、

ここで何が変換されているのでしょうか？変容しているのは、この中間状態を行

き来する私たちの普通の体、言葉、心です。そして、グルが自らの目覚めた体、

言葉、心を私たちに与えるとき、それは私たちの普通の体、言葉、心を目覚めた

体、言葉、心に変えます。ですから、神聖な場所や祝福された場所について話す

ときは、この種の理解を持つことが重要です。 

 

 

ですから、グル・リンポチェがおっしゃったことは、普通の場所で 1年間修行す

るよりも、恵まれた場所で 1日修行する方が望ましいということでした。普通の



site.  It is better to practice in a sacred site for one day than it is to practice 

in an ordinary place for one year.  So what happens if it is difficult to travel 

to one of these blessed places?  Now we are getting to the heart of the 

questions here.  In the texts it says “if it accords with your mind, then even 
the town is OK.” So what that means is that if the location is kind of pleasing 
or suitable for you, then it is fine to practice wherever that may be. So the real 

answer to your question, then, is that if you are unable to go to Nepal or 

wherever, than you can go to retreat wherever you like.  But it just has to 

accord with you.  You have to find it suitable for yourself.  So, in short, if you 

are unable to come to Nepal, and unable to do practice or retreat with your 

lama, and you have to stay abroad where you are and practice there, that is 

OK.  We can see that there is a scriptural reason for this, right?  As it says 

“if it accords with you, then even a city is fine.”  So you can practice wherever 
then, right?  The most important thing is that you must find it suitable, 

right?  Suitable for your perceptions, your feelings, and whatever, and also 

suitable for the practice that you are doing.  As for how to choose where to do 

retreat, basically you should choose a place that you find is most suitable for 

yourself.  So it might be a place that the Buddhas of the past have not gone 

to.  It might be a place without any blessings.  But as long as it is free from 

business, noise and chaos, this is still an unblessed place where we can 

practice.  

 

When we talk about places to do retreat, we have all these different 

terminologies.  We talk about the snow mountain hermitage, we talk about a 

forest hermitage, we talk about a cliff hermitage, so a place with lots of cliffs 

or caves like Asura, we talk about a kind of slate mountain hermitage where 

there is very little vegetation, and we talk about mountain hermitages in 

general and so on and so forth.  There are many different terms to refer to 

the retreat places. So that is me giving a very extensive answer to this 

場所で 1年間修行するよりも、聖地で 1日修行する方が良いです。では、これら

の恵まれた場所の 1 つに旅行するのが難しい場合はどうなりますか？ここで、

質問の核心に迫っています。教典には「心が合っていれば町でも大丈夫」と書い

てあります。つまり、その場所があなたにとって心地よい、または適切である場

合、それがどこにあっても修行するのは問題ないということです。ですから、あ

なたの質問に対する本当の答えは、ネパールやどこにでも行けない場合は、好き

な場所でリトリートすることができるということです。しかし、それはあなたに

適していなければなりません。あなたはそれがあなた自身に適していることを見

つけなければなりません。つまり、ネパールに来ることができず、ラマと一緒に

修行したりリトリートしたりすることができず、海外に滞在してそこで修行しな

ければならない場合、それは問題ありません。これには経典上の理由があること

がわかりますよね？ 「それがあなたに適していれば、都市でさえ大丈夫です」

と書かれているからです。だからどこでも修行できますよね？最も重要なこと

は、あなたがそこを適切と感じることです。いいですね？あなたの知覚、感情、

その他何にでも適しており、あなたがしている修行にも適している場所です。リ

トリートする場所の選び方は、基本的に自分に合った場所を選ぶべきです。です

から、過去の仏陀が行ったことのない場所かもしれません。祝福のない場所かも

しれません。しかし、それが騒がしさ、騒音、混乱のない場所である限り、それ

は、祝福されていないけれど修行できる場所です。 

 

 

 

私たちがリトリートをする場所について話すとき、私たちはこれらすべての異な

る用語を使います。雪山庵、森庵、断崖庵など、阿修羅洞窟のように断崖や洞窟

がたくさんある場所、植生が少ないスレート山の庵などですが、山の庵全般につ

いて話します。リトリートの場所を指す多くの異なる用語があります。このよう

に私はこの質問 1 に対して非常に詳しい回答をしました。端的に答えるなら、

「あなたのニーズに一致することを確認してください。それが適切であることを

確認してください。」と言えば済むでしょう。はい、私はこの質問に広範囲に答



question number one.  To make a very short answer, we can say, just make 

sure it accords with your needs.  Make sure it is suitable.  Yes, I wanted to 

give an extensive answer to this question because if I only give a very short 

and brief answer, maybe those individuals with lesser learning might not be 

able to penetrate the real key point of the answer. Not only that but when I 

give a more extensive answer, there are a lot of interesting points to mull over.  

There are a lot of things you can take interest in in these more extensive 

answers.   

 

So let’s take a look at question number two. It reads:  “Could you please give 
us suggestions or tips for someone who wants to do retreats but has 

commitments like family and children?” 
 

First we talk about retreat. The word in Tibetan is Tsam, which literally 

means a boundary.  We also use it in the word for a border demarcating two 

areas.  It is important to bring this understanding of a boundary or border to 

retreats.  Just like how we talk about the border dividing one country from 

the next, you can understand your retreat place demarcated by this boundary 

– this Tsam border.  When you are staying within a retreat boundary, we talk 

about the highest yogi who practices without any session breaks.  Everything 

is one big long session.  Then we talk about the middling yogi, who practices 

three sessions in the morning and the day, and three sessions by night, for a 

total of six sessions.  Then we talk about the lowest yogi, who practices four 

sessions per day.  Then there will be the lowest of the low, I guess, type of 

yogi who does three sessions, two sessions, or just a single session per day.  

The highest yogi practices like the flow of a river.  You can imagine that the 

flow of a river is uninterrupted.  In the same way, the yogi practices this 

continuous session, uninterrupted.  This kind of practitioner is extremely 

rare these days.  Perhaps we might think of someone like Milarepa, the great 

えたいと思いました。なぜなら、私が非常に短く短い答えを与えるだけでは、学

習が少ない人は答えの本当の要点に見抜くことができないかもしれないからで

す。それだけでなく、もっと広範囲に答えると、興味深い点がたくさんあります。

これらのより広範な回答には、興味を持っていただける内容がたくさんあるだろ

うと思います。 

 

 

 

 

それでは、質問 2を見てみましょう。 「リトリートをしたいが、家族や子供た

ちのようなコミットメントを持っている人のために、提案やヒントを教えていた

だけませんか？」 

 

まず、リトリートについて話します。チベット語の単語は Tsam で、文字通り

「境界」を意味します。また、2つの領域を区切る境界線という意味の単語とし

ても使用します。この境界または境界線という理解をリトリートに当てはめるこ

とが重要です。ある国と次の国を分ける国境について話すのと同じように、この

境界、つまりこのツァムという境目によって区切られたあなたのリトリート場所

を理解することができます。リトリートの境界内にとどまっているとき、セッシ

ョンの休憩なしで修行する最高のヨギについて考えることができます。すべてが

1つの大きな長いセッションです。次に、朝と昼に 3回、夜に 3回、合計 6回の

セッションを行う中程度のヨギについて話します。次に、1日に 4回のセッショ

ンを行う最低のヨギについて話します。そうすると、1日に 3回、2回、または

1回だけのセッションを行うタイプの最低中の最低のヨギもいると思います。最

高のヨギは川の流れのように修行します。川の流れが途切れないことを想像する

ことができます。同じように、ヨギはこの継続的なセッションを中断することな

く実践します。この種の修行者は最近非常にまれです。おそらく、偉大なヨギで

あるミラレパのような人のことを考えるかもしれません。彼はこのように川のよ

うに修行したからです。川の流れが途切れないように、彼の修行も途切れること



yogi.  Because he practiced in this way, just like a river. Just like the flow of 

a river is uninterrupted, his practice too was uninterrupted.  So we might 

describe Milarepa as the yogi with the practice of the flowing river.  So, when 

we think of Milarepa and his life story, sometimes Milarepa would be in the 

cave practicing his meditation but sometimes he would also be outside, going 

for alms rounds, begging for food.  So maybe we might think “oh, his session 
is interrupted.”  But in fact, for Milarepa, whether he is sitting, sleeping, 
eating or so forth, he was always practicing.  This is not just my own idea 

that I am making up.  No, instead this comes from the life story of Milarepa, 

his biography.  Milarepa himself said “when I am travelling, I travel like this.  
When I am eating, I eat like this.  When I am sleeping, I sleep like this.  

When I am sitting, I sit like this.”  It all means he is constantly practicing, 
constantly in a state of practice.   

 

For us to practice like Milarepa is not so easy.  It is incredibly difficult.  So 

next what we have is the six session practice, which is three sessions by day 

and three sessions by night.  This too is quite rare to be found these days.  If 

you are unable to do this, you can do the practice of four sessions, right?  The 

practice of four sessions is quite common to find these days.  For instance, 

when I was in retreat, we practiced according to the four session schedule.   

 

 

The practitioner who practices like the flow of a river is extremely hard to 

find.  Those who practice according to six sessions are also very hard to come 

by.  But there are many people who practice according to this four session 

schedule.  The schedule is like this.  You have the session at dawn, then you 

have your morning session, following that you have your afternoon session 

and finally you have the dusk or evening session.   

 

はありませんでした。ですから、ミラレパは流れる川の修行をしたヨギとして説

明できるかもしれません。ミラレパと彼のライフストーリーを考えると、ミラレ

パは洞窟の中で瞑想をしていることもありましたが、外に出て施しを受けたり、

食べ物を物乞いしたりすることもありました。したがって、「ああ、彼のセッシ

ョンは中断されている」と思うかもしれません。しかし実際、ミラレパは、座っ

ている、寝ている、食べている時など、いつも修行していました。これは私が作

り上げている私自身の考えだけではありません。いいえ、むしろ、これはミラレ

パのライフストーリー、彼の伝記から来ています。ミラレパ自身、「私が旅行し

ているとき、私はこのように旅行します。食べているときはこんな感じで食べま

す。寝ているときはこんな感じで寝ます。私が座っているとき、私はこのように

座っています」と仰いました。それは彼が常に修行していたことを意味します。 

 

 

 

私たちがミラレパのように修行するのはそれほど簡単ではありません。それは信

じられないほど難しいです。次に、6セッションの修行があります。これは、昼

は 3セッション、夜は 3セッションです。これも最近、非常にまれにしか見られ

ません。これができない場合は、4つのセッションの練習をすることができます

よね？最近では、4つのセッションの修行が非常に一般的です。例えば、私がリ

トリートしているとき、私たちは 4 つのセッションのスケジュールに従って修

行しました。 

 

川の流れのように修行する修行者を見つけるのは非常に困難です。 6 回のセッ

ションで練習する人もなかなか見つかりません。しかし、この 4つのセッション

のスケジュールに従って修行する人はたくさんいます。スケジュールはこんな感

じです。夜明けにセッションがあり、次に朝のセッションがあり、続いて午後の

セッションがあり、最後に夕暮れまたは夕方のセッションがあります。 

 

 



If we are to assess the qualities of these different types of retreats, practicing 

according to four sessions is actually the least, the lowest or the worst.  From 

among the highest, the mediocre and the lowest, practicing according to four 

sessions is actually classified as being the lowest.  But again, within the 

lowest, there is also the lowest of the low.  This is doing three sessions, two 

sessions, or just one session.  Just one session per day in a retreat is the worst 

of the worst.   

 

The suggestions or tips that I would like to give to this person who has lots of 

commitments like family and children is that, if you have a lot of work, just 

do one session.  But if you have not so much work, then you will be able to do 

two sessions.  Whereas if you are mostly free from work, then try to do three 

sessions.  So you can adjust accordingly.  There is no one telling you that you 

absolutely have to do four sessions or six sessions per day.  You just have to 

see for yourself how much you are able to do.  If you are able to do two 

sessions today, great, do that.  If you are able to do three sessions, then do 

three sessions.  If you try to do the impossible, you are going to find that you 

simply are not able to do it.  You are simply not able to do this kind of retreat.  

For instance, if a five year old child tries to carry something extremely heavy, 

it is simply not going to work, whereas a 25 year old person is going to be able 

to carry this heavy item with no problem.  So you really have to assess your 

level and where you are at.  See how much you can do and do just that.  So 

it is really all about finding a balance, checking in with where you are at.  

That was my more extensive answer to this question.  The short answer is 

basically to see how much you are able to do, and simply do that.   

 

So here I have provided an introduction to the many different ways in which 

retreats can be structured.  From among these different options, find what 

works best for you.  Find what is most appropriate.  And practice 

これらのさまざまなタイプのリトリートの質を評価する場合、4つのセッション

に従って修行することは、実際には最低、最小、または最悪です。最高、平凡、

最低の中で、4つのセッションに従って修行することは実際には最低に分類され

ます。しかし、繰り返しになりますが、最低の範囲内には、最低の最低もありま

す。これは、3つのセッション、2つのセッション、または 1つのセッションの

みを実行することです。リトリートでの 1日 1回のセッションは、最悪の最悪で

す。 

 

家族や子供たちのようにたくさんのコミットメントを抱えているこの人に私が

与えたい提案やヒントは、「たくさんの仕事をしているなら、ただ 1つのセッシ

ョンをする」ということです。しかし、あまり仕事がない場合は、2つのセッシ

ョンを行うことができます。一方、ほとんど仕事がない場合は、3つのセッショ

ンを試してみてください。したがって、状況に応じて調整できます。絶対に 1日

4回または 6回のセッションをしなければならないと命じる人は誰もいません。

あなたは自分がどれだけできるかを自分で確かめる必要があります。今日 2 つ

のセッションを行うことができれば、それは素晴らしいことです。 3 つのセッ

ションを実行できる場合は、3つのセッションを実行します。あなたが不可能な

ことをやろうとすると、単にそれができないことに気付くでしょう。とにかく、

その種のリトリートをすることができないでしょう。たとえば、5歳の子供が非

常に重いものを運ぼうとすると、うまくいきませんが、25 歳の人はこの重いも

のを問題なく運ぶことができます。だから、あなたは本当にあなたのレベルとあ

なたの状況を評価しなければなりません。どれだけできるかを判断し、ただ、そ

れをしてください。つまり、バランスを見つけ、現状に即して実践することがす

べてです。それがこの質問に対する私のより広範な答えでした。簡単な答えは、

基本的に、どれだけできるかを見定め、とにかく、それを行うということです。 

 

ここでは、リトリートを組み立てるさまざまな方法を紹介しました。 これらの

さまざまなオプションの中から、自分に最適なものを見つけてください。 最も

適切なものを見つけ、それに応じて修行してください。 



accordingly.   

 

Question 3 then reads:  “I prefer solitary retreats.  It seems that many 
retreats are planned as group retreats.  What are the advantages and 

disadvantages of solitary versus group retreats?”   

 

As for the benefits of practicing in a group retreat, there is something called 

the blessing of the sangha – the blessing of the community.  There is a kind 

of a unique, special type of blessing that comes from practicing with groups of 

others.    For example, if you are building a house, it is going to take a very 

long time for a single person to complete the construction of a building.  

However, if you have a few hundred or thousand people, then you are able to 

build the building extremely quickly.  In that very same way, if you are trying 

to accomplish the state of awakening, it is all the more swift if you practice 

together in a group setting.  I think this is something you guys know from 

experience.  You have seen how building with a few workers takes a long time 

versus building with many workers gets completed very quickly.  This is 

something I think we all know, right?  It is just like that.   

 

As for other benefits of group retreats, well, if there is something of the 

practice that you do not understand, you can ask your retreat mates and they 

can clarify your different questions on the practice.  Those are the benefits of 

the group retreat.  As for the disadvantages, there can be the problem that 

there ends up being a lot of conversation if there are too many people.  And 

of course, with lots of conversations, we get lots of problems.  What kind of 

problems are we talking about here?  Everyone has a different disposition 

and different modes of behavior.  As a simple example, think of food.  Some 

people might like a lot of salt, some people might like little salt, some people 

might like a lot of chili, some people might like little chili, right?  So you get 

 

 

質問 3は次のように述べています。「私は孤独なリトリートを好みます。グルー

プリトリートとして多くのリトリートが計画されているようです。単独リトリー

トとグループリトリートの長所と短所は何ですか？」 

 

グループリトリートで修行することの利点については、サンガの祝福、つまりコ

ミュニティの祝福と呼ばれるものがあります。他のグループと一緒に修行するこ

とから来る、ある種のユニークで特別なタイプの祝福があります。たとえば、家

を建てる場合、一人で建物を建てるのに非常に長い時間がかかります。しかし、

数百人または数千人の人がいる場合は、非常に迅速に建物を建てることができま

す。同じように、悟りの状態を達成しようとしている場合、グループで一緒に修

行すると、さらに迅速になります。これは皆さんが経験から知っていることだと

思います。数人の労働者で家を建てるのに時間がかかるのに対し、多くの労働者

で建てるのは非常に迅速に完了することを確認しました。これは私たち全員が知

っていることだと思います。そうですよね？そんな感じです。 

 

 

 

グループリトリートのその他の利点については、よくわからない修行がある場合

は、リトリートの仲間に聞いて、修行に関するさまざまな疑問点を明確にするこ

とができます。これらは、グループリトリートのメリットです。不利な点として

は、人が多すぎると会話が多くなってしまうという問題があります。そしてもち

ろん、たくさんの会話で、私たちはたくさんの問題を抱えてしまいます。ここで

話しているのはどのような問題ですか？誰もが異なる気質と異なる行動様式を

持っています。簡単な例として、食べ物について考えてみましょう。たくさんの

塩が好きな人もいれば、少しの塩が好きな人もいれば、たくさんの唐辛子が好き

な人もいれば、唐辛子少なめが好きな人もいますよね？したがって、これらすべ

ての種類のトラブルが発生します。 



all these kinds of complications.  Whereas if you are just a single person in a 

solitary retreat, well, if you want a little bit of salt, you only put a little bit of 

salt in and it is done, it is finished. And in the same way, if you have a lot of 

people in retreats, you can also end up with a lot of drama, right?  People get 

talking, and then this person is wondering, you know, “what is this person 

saying to this other person,” and they get doubts and suspicions and basically 
in the end you get some disputes and all that different types of drama.  So 

you can see that if you have a large group, there are benefits and 

disadvantages.   

 

And in the same way, if you practice a solitary retreat, there are both 

advantages and disadvantages.  For instance, if you stay in solitary retreat, 

there is no issues regarding food, there is no possibility for doubts or 

suspicions or drama.  For instance when you are just by yourself, whatever 

you happen to eat is what you happen to eat and there is no problem with 

that.   In the same way, when you are all alone, there is no one to harbor 

doubts about because you are all by yourself.  For drama to get started, you 

really need like a small society, a small group of people. So we can see that, 

indeed, solitary retreat has lots of advantages.  So what about the 

disadvantages?  Well, say, you are doing a certain practice and you realize, 

“oh, I forgot how to do this part of the practice, or that part.”  Well, there is 
no one to ask about that and there is no real way to resolve your question or 

your lack of understanding.  Furthermore, there is a risk that you might err 

in the practice, might make a mistake in the practice.  You might get 

confused or you might stray onto the wrong path.  Erring in your practice, 

making a mistake in your practice, means that you might chant something 

the wrong way.  You might not do the practice in the proper manner.  

Whereas confusion is a bit like being drunk, right?  You are not so sure what 

you are doing. You can fall prey to these states of confusion.   

一人のリトリートをしている人なら、まあ、塩を少しだけ入れたいのなら、塩を

少しだけ入れて終わりです。同じように、リトリートにたくさんの人がいると、

ドラマもたくさん出てしまうのですよね？人々が話し始めると、この人は「この

人はあの人に何を言っているのか」と疑問に思い、疑いや憶測を抱き、最終的に

論争やさまざまな種類のドラマが発生します。したがって、大規模なグループの

場合、メリットとデメリットがあることがわかります。 

 

 

 

 

同様に、孤独なリトリートを実践する場合、長所と短所の両方があります。たと

えば、孤独なリトリートに留まる場合、食べ物に関する問題はなく、疑いや憶測

やドラマの可能性はありません。例えば、あなたが一人でいるとき、あなたがた

またま食べたものは何でもあなたがたまたま食べたものであり、それで問題はあ

りません。同様に、一人でいるとき、疑いを抱く相手は誰もいません。ドラマを

始めるには、小さな社会、小さなグループが必要です。ですから、確かに、孤独

なリトリートには多くの利点があることがわかります。では、デメリットはどう

でしょうか？特定の修行をしていて、「ああ、修行のこの部分、またはその部分

のやり方を忘れた」と気づいたとしましょう。それについて尋ねることのできる

相手は誰もいませんし、疑問点や理解の欠如を解決する方法がありません。さら

に、修行を間違えたり、修行を誤った方法で行ったりするリスクがあります。混

乱したり、間違った道に迷ったりするかもしれません。修行を間違えたりすると、

間違った方法で何かを唱える可能性があります。適切な方法で修行をしないかも

しれません。混乱は酔っ払うようなものです。自分が何をしているのかよくわか

らなくなります。これらの混乱状態の餌食になるかもしれません。 

 

 

 

 



And likewise, you can stray from the path and end up doing things in the 

wrong way, heading in the wrong direction.  To counter this, it is great if you 

have a retreat master who can guide you, or if your guru is there.  They can 

help guide you to avoid these mistakes, whereas if you are away, all by 

yourself, there is no retreat master or anyone to help or guide you through the 

retreat.   

Another disadvantage of solitary retreat is boredom.  If you are all by 

yourself, doing, say, three sessions, you might get tired of them and switch to 

doing two sessions.  And you can do that because you are all alone, right?  

There is no one to hold you accountable. Whereas if you are with a group and 

you are doing three sessions a day, you have no choice but to participate in the 

sessions.  So you might go from three to two sessions when you are on your 

own, and then your boredom only increases, and you reduce two sessions to 

one session, and eventually that single session gets reduced to just sleeping 

the whole day.  What a great loss!  Because in solitary retreat, you are all 

by yourself, so you have all the control, it is all your choice.  If you want to 

practice that day, that is great, and if you want to spend the whole day 

sleeping, that is also great.  It is all your choice, right?   

 

As for question three, really, the answer is that you just have to assess your 

options.  You have to look at the opportunities that you have.  If you have 

an opportunity for group retreat, then go for it.  If you have an opportunity 

for solitary retreat, also go for it. You see, it really depends a lot on the person, 

right?   I cannot give you advice and say, “do solitary retreat” or “do group 
retreat.”  As you can see, they both have their advantages and 
disadvantages.  So you really have to look at yourself and say, “how do I get 
along with groups”and “how do I deal on my own.” So you have to look at 
yourself and make your own choice based on that.  My request is that you 

make a choice informed by your disposition and your personality.  So try to 

同様に、道から外れて、間違った方向に向かって、間違った方法で物事を行うこ

とになりかねません。これに対抗するために、あなたを導くことができるリトリ

ートマスターがいる場合、またはあなたの師匠がそこにいる場合は素晴らしいで

す。彼らはあなたがこれらの間違いを避けるのを助けることができますが、あな

たが遠く離れている場合、一人でいる場合、リトリートマスターやリトリートを

通してあなたを助けたり案内したりする人は誰もいません。孤独なリトリートの

もう一つの欠点は退屈です。たとえば、一人で毎日 3つのセッションを行う場合

は、それらに飽きて 2つのセッションに切り替える可能性があります。そして、

一人でいるのでそうすることができますよね？あなたに責任を負わせる人は誰

もいません。一方、グループで 1日に 3回のセッションを行っている場合は、セ

ッションに参加するしかありません。ですから、一人でいるときに 3セッション

から 2セッションに移行すると、退屈が増すだけで、2セッションが 1セッショ

ンに減り、最終的には 1 セッションが 1 日中寝るだけになってしまいかねませ

ん。なんと大きな損失でしょう。孤独なリトリートでは、あなたは常に一人でい

るので、すべてをコントロールできるので、すべてあなたの選択です。その日、

修行したいのならそれは素晴らしいことであり、一日中眠りたいのならそれを誰

も咎めません。それはすべてあなたの選択ですからね。 

 

 

質問 3に関しては、実際には、答えはあなたが自分の選択肢を評価する必要があ

るということです。 あなたが持っている機会を見なければなりません。 グルー

プリトリートの機会があれば、ぜひ行ってみてください。 孤独なリトリートの

機会があれば、それも行ってください。それは本当に人に大きく依存します。「一

人でリトリートしなさい」あるいは「集団でリトリートしなさい」などとアドバ

イスできません。 ご覧のとおり、どちらにも長所と短所があります。 ですから、

あなたは本当に自分自身を見つめて、「グループと上手く付き合えるかどうか」、

「自分独りで対処できるかどうか」と自問しなければなりません。 ですから、

自分自身を見て、それに基づいて自分自身で選択しなければなりません。 私か

らのお願いは、ご自身の気質と性格をよく理解した上で選択してほしいというこ



choose what works best for you.   

 

Question number 4 reads:  “is it advisable to do personal retreat at home?  
What are some tips for doing that?”   

 

Generally when talking about retreat, it is really great if you can do a retreat 

at home.  It is really great if you can do a retreat in a mountain hermitage.  

It is really great if you can do a retreat in a blessed place.  Basically, it is 

really great if you can do a retreat.  However, the issue about doing a 

personal retreat at home is that there are a lot of interruptions.  There are 

lots of obstacles.  So to deal with that, what you need to do is to make a 

commitment to yourself, saying “for this period of one month, I will allow 
myself to meet these people, but I will not allow myself to meet these certain 

people.” You make this kind of choice, this division, this commitment to 
yourself.  Whether you are doing retreat at home or elsewhere, what is 

important to do is to make this commitment and also make preparations.  

You have to take into account what types of food, clothing and so forth that 

you will need for this period of one month, for instance.  These are all things 

included in what we call materials for subsistence or basic necessities.  We 

needs things for physical subsistence.  You have to take into account food and 

clothing and so forth.  So if you plan to go for a one year retreat, but do not 

prepare any of these things, then after one month, this person without any 

food or clothing will likely have died, one month into the one year retreat.  

You might have the aim to complete a one year retreat, but if you do not have 

one year retreat’s worth of preparations, then you are going to find yourself 

one month into the retreat and having to cancel or conclude the retreat.  So, 

those are what we call materials for subsistence – the things you need for 

basic survival.   

 

とです。 ですから、ご自分に最適なことを選択してみてください。 

 

質問 4は次のように述べています。「自宅で個人的なリトリートを行うことをお

勧めしますか？それを行うためのヒントは何ですか？」  

 

一般的にリトリートについて話すとき、家でリトリートをすることができればそ

れは本当に素晴らしいです。山の庵でリトリートができたら本当に良いことで

す。祝福された場所でリトリートができれば本当に素晴らしいです。基本的に、

リトリートができれば本当に素晴らしいです。しかし、自宅で個人的なリトリー

トを行うことに関する問題は、何度も中断されやすいということです。たくさん

の障害があります。ですから、それに対処するためには、「この一ヶ月の間、私

はこれらの人々に会うことは許しますが、これらの特定の人々に会うことは許し

ません」と自分自身にコミットする必要があります。あなたはこの種の選択、こ

の区別、自分自身へのコミットメントを行います。自宅でも他の場所でもリトリ

ートをしている場合に重要なことは、このコミットメントを行い、準備をするこ

とです。たとえば、この 1か月の期間に必要な食品、衣類などについて考慮する

必要があります。これらはすべて、私たちが生存のための材料または基本的な必

需品と呼ぶものに含まれます。私たちは肉体的な生存のためのものが必要です。

食べ物や服装などを考慮に入れる必要があります。したがって、1年間のリトリ

ートに行く予定であるが、これらの準備をしなかった場合、1か月後、食べ物や

衣服を持たない人は、1年間のリトリートの 1か月後に死亡する可能性がありま

す。 1年間のリトリートを完了することを目標としている場合、1年間のリトリ

ートに相当する準備をしない場合は、リトリートの 1か月後に、リトリートをキ

ャンセルまたは終了する必要に迫られるでしょう。ですから、これらは私たちが

生存のための材料と呼んでいるものです–基本的な生存に必要なものです。 

 

 

 

 



In addition to that you need medicine to treat diseases.  If you plan to stay 

for retreat for one year, if you do not prepare yourself with an ample supply of 

medicine, then at best, you might find yourself having to cancel your retreat 

early or at worst finding yourself dying.  So it is important to make sure that 

you have proper medicine for the time of the retreat.  And in addition to that 

you need a weapon for self-defense.  You might encounter some adversity in 

your retreat and if you do not have a proper weapon for self-defense, it can be 

a major obstacle.  Long ago they did not have guns.  When they went to 

retreat, they were not able to take any weaponry with them.  These days, you 

can take your rifles and so forth with you to retreat.  Lama said he was just 

kidding.  This is just a joke.  When you are in this kind of very isolated place, 

there is a risk that someone might come and try to attack you or rob you and 

so forth.  There is nothing you can do when you are all alone in the 

wilderness.  So they might cause you great harm or injury.  They might rob 

you of all these essential supplies that are indispensable for your survival in 

the wilderness.  That is why it is said that you need to carry a weapon with 

you.  Of course, the weapon is just to be carried.  It is not actually to be used.  

You are not supposed to inflict harm on others.  It is just supposed to be put 

on display, or shown off to ward off any enemies that might come.  For 

instance, if a tiger comes to your retreat place and you are completely 

unarmed, the tiger is going to attack that kind of person that has no weaponry, 

whereas if they saw you wielding a weapon, if you can wave it or use it to scare 

off the tiger, then it can actually be very beneficial.  So it is in this way that 

carrying a weapon to your retreat place actually comes with some benefits.  

Long, long ago, these kinds of risks of harm being caused to yourself or theft 

were actually very real considerations for people in that time.  In the modern 

era, this is less of an issue.  As for whether you really need to bring a weapon 

with you to retreat, I have my doubts and I don’t actually think you need to 
bring a weapon with you.   

それに加えて、病気を治療するための薬が必要です。 1 年間のリトリートを計

画している場合、十分な薬を用意していないと、せいぜい、早期にリトリートを

キャンセルしなければならないか、最悪の場合、死んでしまう可能性があります。

したがって、リトリートに適切な薬を持って行ったことを確認することが重要で

す。それに加えて、自己防衛のための武器を必要とします。リトリートで逆境に

遭遇する可能性があり、自己防衛のための適切な武器がない場合、それは大きな

障害になる可能性があります。ずっと前に人々は銃を持っていませんでした。彼

らがリトリートしたとき、武器を持って行くことができませんでした。最近では、

ライフルなどを持ってリトリートすることができます。ちなみに、これは単なる

冗談です。非常に孤立した場所にいると、誰かが来てあなたを攻撃したり、物を

奪ったりするリスクがあります。あなたが荒野に一人でいるとき、できることは

何もありません。そのため、大きな危害を受けたり、怪我したりする可能性があ

ります。盗賊は荒野でのあなたの生存に不可欠なこれらすべての不可欠な物資を

奪うかもしれません。だから武器を持っていく必要があると言われています。も

ちろん、武器は運ばれるだけです。実際に使用するものではありません。他人に

危害を加えてはなりません。それはただ飾っておくか、来るかもしれない敵を追

い払うために見せびらかされることになっています。たとえば、虎があなたのリ

トリート場所に来て、あなたが完全に丸腰の場合、虎は武器を持たないその種の

人を攻撃しますが、武器を振るうのを見た場合、あなたがそれを振ったり、虎を

追い払うために使用したりすることができれば、実際には非常に有益です。です

から、このようにして、武器をあなたのリトリート場所に運ぶことには、実際に

いくつかの利点があります。ずっと昔、危害を加えたり盗難を引き起こしたりす

るこの種のリスクは、当時の人々にとって実際には非常に現実的な課題でした。

現代では、これはそれほど問題ではありません。リトリートするために本当に武

器を持参する必要があるかどうかについては、疑問があります。実際、武器を持

参する必要はないと思います。 

 

 

 



My answer to this question is basically that, when you do your retreat, you 

know your commitment on who to include in the retreat and not, so make sure 

to include them in your visualization.  Then make your preparations with all 

the necessary materials – food, medicine and so forth – and I think there is no 

need to bring weapons.  Leave that out.   

 

We will have to stop here for now.  The time has run out.  We would like to 

continue but unfortunately we cannot.  So I really hope that the dharma that 

I have shared with you all today is of benefit.  If it is, in the future it is my 

aspiration that we can continue to do these types of programs and engage in 

dharma teachings like this.  If it is the case that the dharma teaching today 

was not of benefit to yourself, then please do not tell me, but go directly to 

Phakchok Rimpoche and tell him that Lama Sonam Tsering’s teachings are 
terrible and they do not benefit me.  You can also do that.  I told Lama-lak 

that of course that is not the case. What Phakchok Rimpoche is aiming for is 

that all of you – and you are all his students, right? – that all of you are 

benefited by these dharma teachings.  That is really the main aim that he 

holds in his heart: that his students experience this type of benefit that comes 

from dharma teachings.  It is because Phakchok Rimpoche holds this 

aspiration in his heart to benefit his students by organizing these dharma 

teachings, that he invited or commanded me to come here and teach, which is 

why I am here teaching today.  If it is of no benefit, then Phakchok 

Rimpoche’s wishes will go unfulfilled – his hopes go unfulfilled.  In case it 

happens to be of benefit, then please formally make the request to Phakchok 

Rimpoche saying that “these types of dharma teachings are very beneficial” 
and “please, we would like to get more and more of them.”    

What kind of benefit should you be expecting from these types of dharma 

teachings?  Well, you can expect that your faith grows greater and greater, 

whereas your renunciation also deepens.  You experience greater sadness for 

この質問に対する私の答えは、基本的に、リトリートを行うときは、リトリート

に誰を含めるか、誰を含めないかについてのコミットメントを明確にし、観想に

含めるべきだということです。次に、食べ物や薬など、必要なすべての材料の準

備をします。武器を持参する必要はないと思います。それを省いてください。 

 

 

とりあえずここでやめなければなりません。時間がなくなりました。継続したい

のですが、残念ながらできません。ですから、今日皆さんと共有した仏法がお役

に立てば幸いです。そうだとすれば、今後もこのようなプログラムを継続して、

このような仏法の教えをしていきたいと思っています。今日の仏法の教えがあな

た自身に利益をもたらさなかった場合は、私に言わないでください。直接パチョ

ク・リンポチェのところに行き、ラマ・ソナム・ツェリングの教えはひどいもの

であり、私には利益がないことを彼に伝えてください。あなたもそれを行うこと

ができます。もちろんそうではないことをラマに話しました。 P パチョク・リ

ンポチェが目指しておられるのは、あなた方全員、（皆さんは彼の弟子ですよね）

あなた方全員がこれらのダルマの教えによって恩恵を受けることです。それは本

当にリンポチェが心に抱いている主な目的です：彼の弟子がダルマの教えから来

るこの種の利益を経験することです。パチョク・リンポチェは、これらの法の教

えを組織することによって弟子に利益をもたらすという願望を心に抱いており、

そのために私にここに来て教えるように招待し、命じたので、今日ここで教えて

います。それが役に立たない場合、パチョク・リンポチェの願いは叶わないでし

ょう–彼の望みは叶わないでしょう。もしも有益である場合には、「これらの種類

の法の教えは非常に有益である」と述べ、「お願いします、もっと多くのことを

学びたい」と正式にパクチョク・リンポチェに要請してください。 

 

 

これらの法の教えからどのような利益を期待すべきですか？信仰がますます大

きくなることを期待することができますが、あなたの出離の思いも深まります。

あなたは輪廻の事柄に対してより大きな悲しみを経験します。あなたの菩提心が



samsaric affairs.  You might find your bodhicitta flourishing and growing 

greater, while your conceptual thinking diminishes, and you get closer to the 

realization of emptiness.   These are the types of benefits.  That is because 

the word “dharma” actually means “transformation.”  So we should look for 
this kind of transformation to take place within ourselves.  So today, when I 

gave this dharma teaching, if there is no transformation that takes place 

within your own mind, then we can say it was of no benefit.  So it is these 

benefits of faith, renunciation, bodhicitta, realization of emptiness and so 

forth that we need to attain.  Those are the benefits we are looking for.  

Alan, you can go on. 

 

Alan:  Very nice.  Thank you so much, Drupla Sonam.  Lowell, thank you 

for your excellent translation.  Lama-la, what a great teaching – so thorough 

and precise!  Thank you for your years of intensive retreat on our behalf and 

on behalf of all sentient beings and for sharing with us today your experience 

and wisdom.  I am sure I speak on behalf of all of us when I say we now feel 

inspired to plan and go forward with our own personal retreat.  Thank you 

so much.   

 

 

Lama:  You are welcome. 

 

Alan:  Your words of advice and your presence will surely be of benefit to all 

beings.  Tuduche.   

 

Lama:  OK OK I am so happy.  I could teach some dharma .  I also am very 

happy.  I also – what call – what Rimpoche say I follow.  I do teaching you.  

You like – enjoy.  Not like – no need to mind.  Yeah?  Today I teach I also 

very happy.  I need you also changing the mind.  Become opposite in 

高められ、大きく成長しているのに気付くかもしれません。他方で概念的思考は

減少し、空性の悟りに近づきます。これらは利点の種類です。それは、「ダルマ

（法）」という言葉が実際には「変容」を意味するからです。ですから、私たち

は自分自身の中で起こるこの種の変化を探すべきです。ですから、今日、私がこ

の法を教えたとき、あなた自身の心の中で起こっている変化がなければ、それは

何の利益もなかったと言うことができます。ですから、私たちが達成する必要が

あるのは、信仰、出離の念、菩提心、空性の悟りなどのこれらの利益です。これ

らが私たちの探している利益です。アランさん、ここからお願いします。 

 

 

 

アラン：素晴らしいです。 ソナム先生、どうもありがとうございました。 ロー

ウェルさん、素晴らしい通訳をありがとう。 ラマラ、なんて素晴らしい教えで

しょう–とても徹底的で正確です！ 私たちのために、そしてすべての衆生のため

に何年にもわたる集中的な修行をなさってこられたことに感謝します。今日ご経

験と知恵を私たちと共有して下さり、ありがとうございました。 私たちは今、

自身の個人的なリトリートを計画し、実施することにインスピレーションを感じ

ています。皆様もきっと同じように感じていると確信しています。 どうもあり

がとうございます。 

 

ラマ：どういたしまして。 

 

アラン：あなたのアドバイスの言葉とあなたの存在は確かにすべての存在に利益

をもたらすでしょう。 トゥドゥチェ（ありがとうございます）。 

 

ラマ：OKOK 私はとても嬉しいです。私はいくつかのダルマを教えることがで

きました。私もとても幸せです。私はリンポチェのおっしゃくことに従います。

私は皆さんに教えました。良かったと思われれば–喜んでください。良くないと

思われれば、–気にする必要はありません。そうでしょう？今日は私も教えるこ



samsara.  See you next time again.  Bye. 

 

 

Alan:  Thank you.  We also want to thank all of you who participated today 

and those of you who submitted questions.  I would also like to thank Lowell.  

I would like to thank the translators on the other channels, Harry, Victor, 

Marcela, Titsiana and Midori.  A final announcement.  We are going to have 

a link to the events page of the Samye website of the Manjushri prayer that 

Drupla Sonam recited.  And I think Hillary might be posting a link to that 

page on the chat.  So So that concludes the second installment of the senior 

lama teaching series.  You will see a screen coming up that announces the 

next one.  You will see a screen announcing the next installment of the senior 

lama teaching series.  And after that, if you want to stick around, you can 

thank Lama-lak and socialize a bit. OK, take care, everybody.   

 

Lama:  Thank you.   

 

 

 

 

 

 

 

とができて、とても幸せです。皆さんは心を変える必要があります。輪廻に対す

る出離の心を持って下さい。また会いましょう。さようなら。 

 

アラン：ありがとうございます。また、本日はご参加いただきました皆様、ご質

問をいただいた皆様にも感謝申し上げます。ローウェルさんにも感謝します。他

のチャンネルの翻訳者、ハリー、ビクター、マルセラ、ティッティアナ、ミドリ

に感謝します。最後に報告事項です。 ドルプラ・ソナム師が唱えた文殊菩薩の

祈りへのリンクが Samyeウェブサイトのイベントページにあります。ヒラリー

さんはチャットでそのページへのリンクを投稿しているのではないかと思いま

す。以上で、シニアラマティーチングシリーズの第 2弾は終了です。次にアナウ

ンス画面が表示されます。シニアラマティーチングシリーズの次回作を告げる画

面が表示されます。この後、残りたければ、ラマラに感謝し、少し交流すること

ができます。 では、皆様、お元気で。 

 

 

ラマ：ありがとう。 

 

 

 

 


