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企画書 
 

企画名 ： 「最高の祈りを、共に宇宙へ」 

会 場 ： 京都のスピリチュアルリーダーの拠点 

日 時 ： 2019 年 9 月 14 日（土） 10 時～15 時 

企画者 ： 鶴飼哲也（つるかいてつや）：「真の教育のための学校 NOW」共同代表 

イメージ： 以下の趣旨の企画です。この表紙で、まずイメージを共有させていただきます。 

※ なぜ、これほど急なのか、まずは、このことを受け入れて頂きたく存じます。詳しくは、企画

書本文に書かせていただきますので、ご覧ください。ありがとうございます。  鶴飼哲也 

 

 

あなたの知る最高の祈りを 

時を合わせ、心ひとつに 

共に宇宙へ捧げませんか 
 

満月の度に 
 

その行為こそが 

私たち人類の最高の祈りとなるでしょう 

 

Resonance of Every Greatest Prayer 

is the very Greatest One 
 

 

第 1 回   世界に先駆け、まず京都から 

 2019 年9 月14 日（土） 
 
 
 

●  10:00～11:30 トークイベント 
  － スピリチュアルリーダー達による 祈りの共有 － 
 
 

●  13:00～15:00 オーム・チャンティング（全国同時開催） 
  － 母なる地球・生きとし生けるものへ 癒やしと変容を届ける － 

 

          ※ オーム・チャンティングは、国際組織バクティ・マルガのプログラムです。 
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企画書 もくじ 
 
１．背景 
２．なぜ、京都なのか 
３．なぜ、これほど急なのか 
４．オーム・チャンティングについて 
５．今後のために 
 
 
１．背景 
 
世界中の「最高の祈り」を、人類が心ひとつに宇宙に捧げたら、地球に一体何が起きるでしょう。 
 
この問いに、まっすぐに向き合うと、内側に満ち渡っている愛と静寂を、より力強く体験します。 
人類は、必然的に、この「祈りの共鳴」という偉大なる潮流を辿ることになるでしょう。 
 
では、「最高の祈り」とは、どんな祈りを言うのでしょう。 
  
一人で祈るもの、大勢で祈るもの、祈り言葉があるもの、ただ静寂に向き合うもの、祈りの対象があるも
の、ただただ響きと一つになるもの・・・ 
  
祈りには、様々なものがありますが、「最高の祈り」とは、どんな祈りでしょうか。 
  
  
そもそも、「祈り」とは何でしょうか。 
（ここからの内容は、皆さんよくご存じのことですが、「共有」のため、しばしお付き合いください。） 
 
 
最近では、科学的にも祈りの力が実証されています。誰かに向けてポジティブな波動を送ると、遠くのそ
の人や祈った本人の心身にポジティブな影響が生じ、ネガティブな波動でも同様の結果が得られることが
確かめられています。 
  
その様な実験をせずとも、期待のない無条件の信頼の眼差しの中では、安心や充実感に満たされ、実力を
十二分に発揮できることは、子育ての現場でも、スポーツや芸能芸術の世界でも、多くの人が日々体験し
ています。また、誰かに対し無条件の愛を送っている時、自分の内側が幸せに満ちるのは、誰しも体験し
ています。 
  
  
しかし、より本質的に祈りと向き合うなら、祈りとは、想像または感得し得る最も偉大な存在に意識を集
中し、自分が選択し得る最高の波動を捧げることだと言えるでしょう。 
  
その、「想像し得る最も偉大な存在」や「選択し得る最高の波動」が、人によって異なるのでしょう。そし
て、それは、人の霊的成長に伴って、際限なく高まり、深まり、広がって行きます。 
  
  
実は、全ての人は、あらゆる瞬間、自分自身の祈りを実現しているのです。本人の自覚の有る無しに係わ
らず、どの人も常に祈りを成就しています。 
  
宇宙（現象）は、内的意識状態の鏡（投影）ですから、どの人も、自ら発振した波動を体験しています。
内側に不足感がある人は、その「不足感」と共に、叶えたいヴィジョンを想い、祈ります。しかし、祈り
とは、内側の意識状態ですから、この時の祈りは、描いているヴィジョンではなく、「不足感」です。 
  
内側に不足感がある人は、不足感を実現し、否定がある人は否定を、悲哀がある人は悲哀を、喜びがある
人は喜びを、感謝がある人は感謝を、幸せがある人は幸せを実現しています。多くの場合、これらの複合
型ですが、丁寧に観察すれば、全ての人は、あらゆる瞬間、完璧に祈りを叶えていることが分かります。 
  
「笑う門には福来たる」や「泣きっ面に蜂」に類する諺が世界中に沢山あるのは、人類が昔から、この法
則を本能的に、または、経験的に良く理解していたからでしょう。 
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「あなたが幸せになる唯一の手段は、あなたが今幸せであることです（今、幸せの意識状態で存在するこ
とを選択することです）。」と、よく言われますが、それは、この法則のことを言っているのです。 
   
  
最終的に、人は、最高の愛として存在することを望み、その発露として生き、行ない、与えることを望み、
また、そう在るために祈ります。 
  
そして、全てが既にそうであったことに氣づき、感謝し、真の自己、即ち、愛そのものに回帰するのです。 
  
  
その「愛」とは、思考や感情の範疇ではなく、この宇宙という偉大なる生命それ自体、その光、エネルギ
ー、叡智、調和、一体性、静寂、響き・・・神としか呼びようのないこの偉大なる生命、それこそが「愛
そのもの」であり、真の自己なのです。 
  
  
ですから、最終的に、私たちの祈りから、願いや祈り言葉は消え、響き・神名・感謝・一体性・至福だけ
が残ります。 
  
そこには、宗派宗教の別も、民族文化の別もなく、一切の制限が消え、すべてをひとつに結ぶ無限の静寂、
無限の光が、無限に無限に響き亘っています。 
  
  
そういった「光」に満ちた「最高の祈り」は、必ず世界中に存在します。 
  
その「最高の祈り」を、人類が、定期的に、時を合わせ、心ひとつに共有する流れこそが、これから人類
が辿る必然であることは、間違いありません。 
  
  
あなたが知る「最高の祈り」は、どんな祈りですか？ 
  
その祈りを、共に祈りましょう。 
  
  
  
最終的に、人は、祈りそのものとなり、祈りそのものを生きることになりますが、そうなるまでは、時を
決め、集中的に祈りに向き合うことは、とても大切なアプローチです。 
  
一日の祈りの時間を定めている宗派宗教も存在しますが、それはとても優れたアプローチだと思います。 
  
  
特定の地域やグループの制約を超えて、この地球に生を受けた我々人類が、心ひとつに祈るなら、「満月の
度に」というのは、最も相応しい時、頻度、タイミング、リズムと言えるでしょう。 
  
満月は、全ての波動を増幅しますから、祈りの波動と働きがとても大きくなります。 
  
また、「満月の度に」というのは、宗派宗教や民族文化の別もなく、歴史的事実にも左右されない、地球に
棲む生きとし生けるもの、在りとしあらゆるものに共通する、正に天地のリズムだからです。 
  
  
ぜひ、我々人類で、満月の度に、それぞれの「最高の祈り」を、心ひとつに宇宙に捧げましょう。 
  
  
その時の祈りは、出来るだけ、誰もが参加できる、制限や制約、限定性が少ない、シンプルでパワフルな
ものが望ましいでしょう。  
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あなたが知る「最高の祈り」は、どんな祈りですか？ 
  
満月の度に、その祈りを、共に祈りましょう。 
 
 
 
２．なぜ、京都なのか 
 
古くから、広く世界で言われている通り、人類の霊的覚醒において、日本の持つ役割は小さくありません。 
 
ある日の祈りの最中に、以下のメッセージを受け取りました。 
 
「日本のスピリチュアルな目覚めは、スピリチュアルリーダーたちの霊的一体性が鍵であるが、そのシフ
トは、京都から始まると、とてもスムーズである」 
 
私は、感覚的に、違和感なく、すっとそれを受け入れることが出来ます。「それは、本当に、きっとそうだ
ろう」と感じるのです。そして、その感覚を共有できるスピリチュアルリーダーの方は、沢山いらっしゃ
ると感じます。 
 
特に、実際に京都に拠点をお持ちの方々には、既にそのことを認識されている方もいらっしゃると思いま
す。 
 
9/14（土）の 13 時からは、全国一斉にオーム・チャンティングという太古のグループヒーリングが行な
われます。この動きに賛同した海外の方々も多く、日本と時を合わせ、彼らの国でも同様に開催されます。 
 
全国には、沢山のオーム・チャンティング オーガナイザーがいますが、組織ではなく、皆さん独立した個
人であり、ボランティアです。もちろん、母体であるバクティ・マルガのメンバーの方も多いです。 
 
私自身は、バクティ・マルガのメンバーではありませんが、オーム・チャンティングの国際的ムーヴメン
トに深く共感し、共に、広く社会に分かち合うことを選んでいます。 
 
そして、当日、私は京都でオーム・チャンティングをオーガナイズ致します。 
 
 
 
３．なぜ、これほど急なのか 
 
私が、「なぜ京都なのか」のメッセージを受け取ったのが、8/15、終戦の日にして満月の日、台風のさなか
でありました。そして、この企画書を書くことが許されたのが 8/17、具体的にアクションすることを許さ
れたのが、8/23 だったのです。 
 
その背後に、どの様な意味があるのかは、にわかに知ることは出来ません。しかしながら、人知及ばぬ深
遠な領域において、何らかの重要な意味があることは、その重厚な氣配から、充分に察することが出来ま
した。 
 
この急な動きに関しましては、ただただ受け入れていただく他なく、感覚的な部分で、一種の共感が生じ
ますれば、感慨至極、神、佛としか呼び様のない大いなるもののお計らい、恩恵に深く感謝するのみです。 
 
 
 
４．オーム・チャンティングについて 
 
オーム・チャンティング（OMC）は、参加費無料の、大変パワフルなグループヒーリングで、自分自身や
愛する人たち、動植物や母なる地球に、癒やしと変容を与える世界的ムーヴメントです。 
 
元々は、ヒマラヤのリシ、聖賢達が、原初の宇宙音であるOMの振動を使って、地球上のあらゆる不調和
を癒やし整えるために行なっていた太古のグループヒーリングテクニックでした。 
 



5 

それが、時代の要請により、誰もが参加できる形で、再び人類に紹介されたのです。 
 
今では、民族文化、宗派宗教、社会的背景を超え、全ての人に開かれています。オーガナイザーには、シ
スターや僧侶、ヨーガマスターや警察官、経営者や会社員、主婦や中高生など、多岐に亘ります。 
 
参加するのは、子供からご老人まで、すべての方が対象です。 
（重度の精神疾患を経験された方と、お酒やドラッグの影響下にある方は、共に唱えることは出来ません
が、彼らにヒーリングの効果を届けることが出来ます。） 
 
このOMC は、人口の 1%の平方根の人数が同時に行なうと、その国の波動が劇的にシフトすると言われ
ています。日本は、その数が 1200 人です。そして、地球を一つの国と捉えると、その数は 9000 人です。 
 
その実現のために設けられた日が、今年の 9 月 14 日（土）13 時～と、12 月 12 日（木）19 時～なので
す。いずれも、満月の日です。 
 
満月は、全ての波動を増幅する力がありますので、祈りの力も高まります。OMC も、満月の日には、世
界各国で開催されています。詳しくは、別紙をご覧ください。 
 
 
 
５．今後のために 
 
この企画書をご覧頂いた上で、ぜひお会いして、これから人類が辿る潮流について分かち合いたいと思っ
ています。そのことが実現することを、祈っています。 
 
企画書をお読み頂いての、率直な感想をお聞かせいただけますか。 
 
会場も、これから定める必要があるのですが、理想としましては、趣旨に共感共鳴が起きる方の拠点で開
催できるのが、本来の姿と認識しております。 
 
そして、この流れを通して、たったお一人でも、その様な方と出会えたとすれば、今回の目的は、完璧な
レベルで果たされたことになるでしょう。 
 
この企画書と共に、まずは、京都のスピリチュアルリーダーの皆さんに、可能な限りコンタクトし、その
都度、その時に相応しい着地を体験して行きます。京都を回り終えたら、次は奈良を回るように言われて
います。その次の流れは、その時に伝えて頂けるようです。 
 
 
企画書をご覧になって、どんなご感想があり得るかを感じてみました。 
 
 ・趣旨には賛同できない 
 ・趣旨には賛同するが、その日は予定が付かない 
 ・趣旨に賛同し、当日、個人として会場に集い、共に祈りを宇宙に捧げたい 
 ・仲間や弟子と共に参加する 
 ・グループとして参加する 
 ・午前中のトークイベントに登壇し、共に祈りを深めてもよい 
 ・自分たちの活動趣旨と通ずるものがあるので、会場として使って構わない 
 ・今後も、このムーヴメントを共に進めるつもりがある ・・・ など 
 
この短期間に、どんなご縁が生まれ、どんな流れが生じるかは、神のみぞ知る、でありますが、この流れ
は、今回限りのイベントでは決して無く、人類の霊的覚醒に向けて、継続的に成長を続けるムーヴメント
であると確信しています。 
 
 
私は、今年の 5/22、オーム・チャンティングの最中、とても明確で、氣が遠くなるほど美しい、あるヴィ
ションを見させていただきました。 
 
それは、満月の度に、満月と共に、人類の最高の祈りが、地球を一周する光景です。世界各国、近いタイ



6 

ムゾーンの国々が、同時にそれぞれの最高の祈りを宇宙に捧げ、その祈りが、次のタイムゾーンへとバト
ンリレーのように受け継がれ、24 時間途絶えることなく、その最高の祈りが満月と共に地球を一周するの
です。 
 
オーム・チャンティングは、先ほども書きました通り、人口の 1%の平方根の人数が同時に唱えると、そ
の国が劇的にシフトします。地球を一つの国と捉えるなら、その人数は 9000 人です。 
 
その時に見せていただいたヴィジョンの中では、9000 人以上のオーム・チャンティングが、途切れること
なく次のタイムゾーンへと受け継がれ、満月の度に地球を一周していました。オーム・チャンティング以
外の世界中の祈りも、同様に地球を一周していたのです。 
 
その余りに美しい光景に、特別強い感動を覚えることもなく、ただただ限りなく静かに、自分がその実現
に立ち会うことを知り、また、虚なる世界で既に実現していることを知りました。 
 
 
9/14 当日の 15 時以降は、その日生じるであろう新しいご縁や、発生する恩恵に満ちた流れに、一切の制
約無く乗って行けるよう、敢えて予定を定めず、オーム・チャンティング終了後の散会としておく予定で
す。 
 
 
 
あなたが知る「最高の祈り」は、どんな祈りですか？ 
 
今後も継続して、満月の度に、共に最高の祈りを捧げることができましたら、とても嬉しく思います。 
 
 
今回、この企画を通して、深く分かち合う機会を賜ることが出来ましたら、大変有り難く存じます。 
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 
いつもお働き、ありがとうございます。 
 
 
最大の感謝と共に 
 
令和元年八月十七日 
真の教育のための学校 NOW 
共同代表 鶴飼哲也 
 
〒633-0423 奈良県宇陀市室生田口元角川 433 
（090-9107-6453 ／ 0745-88-9014 ／ now@nowproject.info） 
 
 
 
 
 
※ 今後も、満月の度に、19 時～21 時は日本中でオーム・チャンティングが開催されることに、きっとな
るでしょう。更に、満月の日が、土日祝日に重なる時は、19 時～21 時に加え、13 時～15 時にも、大会場
で、普段より多くの人が一堂に会するオーム・チャンティングが、広く行なわれ続けることになるでしょ
う。オーム・チャンティング以外の祈りも、ぜひ、時を合わせ、心を合わせて、共に宇宙に捧げましょう。 
 
 
 
※ この企画（書）『最高の祈りを、共に宇宙へ』のコンセプトやエッセンスは、個人的なものではなく、
私たち人類のものです。必要な方は、ご遠慮なくご連絡ください。データをお渡しします。ハートの導き
に従って、相応しくご活用ください。いつもありがとうございます。合掌 



会場名 アクセス お問合せ・お申込み先

北海道 円山裏参道　Studio Pono 札幌市中央区南1条西24丁目1-11 今 絵理茶

札幌市 LEADビル3F konerisa3@gmail.com

福島県 二本松しんきん城山プール内 二本松市郭内四丁目170 安田

二本松市 多目的室⒈ 090-2276-3166（ショートメッセージにて）

東京都 ホリスティック・スペース＝ 中央区日本橋馬喰町1-5-10　林ビル4階 holist.aquarius@gmail.com

中央区 アクエリアス https://www.holisticspace-aquarius.com/access/ 03-6667-0570

台東区 茶の湯の郷　玄滴庵 浅草橋駅より徒歩5分 明日美

＊お申し込み後にご案内致します asu.wa.sato@gmail.com

板橋区 リンパドレナージュ 板橋区成増 Prasadinidasi 中島えり子 080-2550-5017 

お家サロンルビアンシュシュ http://reviens-chouchou.com/salonguide/ reviens.chouchou@gmail.com

三鷹市 沙羅舎 http://www.sarasya.com/pg38.html 髙﨑 麻里　090-7284-6904

＊お申込みお願いします 沙羅舎の地下１階 b104.mari-chandra@docomo.ne.jp

JR三鷹駅南口　徒歩約6分

八王子市 アミダステーション https://goo.gl/maps/KG3ekc53D6x 甲原

JR八王子駅北口　徒歩約8分 080-4416-3217（ショートメッセージにて）

神奈川県 アーナンダ www.ananda-yoga.net アーナンダヨーガスタジオ

川崎市 ヨーガスタジオ 川崎市宮前区土橋3-3-2カーサ鷺沼B1 info@ananda-yoga.net

川崎市 有馬野川生涯学習支援施設 http://www.ari-no.jp/access 鈴木陽子　070-5460-0266

「アリーノ」　　3階 和室 川崎市宮前区東有馬4-6-1 hjkps697@yahoo.co.jp

藤沢市 ヨガ＆クッキングサロン 藤沢市柄沢1-7-8 本多みより

ヴリンダヴァン https://yoga-vrindavan.com vrindavan.y2014@gmail.com

横浜市 横浜市永谷地区センター http://www.chikusen.ne.jp/nagaya/access/ 榊原和子　045-872-7075

二階 和室 横浜市港南区芹が谷5-47-5 kazu.skb@gmail.com

長野県 善光寺大本願別院 長野県千曲市大字上山田3510-7 北村 陽

千曲市 ＊お申込みお願いします 終了後にスワミニ・ダヤマティのサットサングを開催 omc2019nagano@gmail.com

新潟県 宮崎農機具店　二階 新潟県上越市三和区番町1608-1 むっさん（Mukai）　gypsyyogi63@gmail.com

上越市 https://map.goo.ne.jp/place/15000967818/map/ タカシマミチヨ　chaandridasi@gmail.com

愛知県 IMYホール 愛知県名古屋市東区葵3-7-14 加藤

名古屋市 （ IMYビル9階 ） http://kaigi-nagoya.com/access.html earth-1981@softbank.ne.jp

一宮市 一宮スタジオ2階 一宮市せんい4-5-1 ダラァダシ

0329hiromi0329@gmail.com

石川県 倶利伽羅不動寺 石川県河北郡津幡町字竹橋128 Kazuhiro Mukai (むっさん)：080-3748-0063

河北群 西之坊鳳凰殿 http://www.kurikara.or.jp/index.html gypsyyogi63@gmail.com

福井県 宝慶寺　本堂 福井県大野市宝慶寺1-2 大槻  大　080-3555-3004

https://azimano.info/archives/12019 m.otsuki926@gmail.com

三重県 青山ハーモニーフォレスト 伊賀市種生3137-1 岩井

伊賀市 yoga.studio.t@gmail.com

伊賀市 愛農高校同窓会館 伊賀市別府696 吾妻由梨：090-6251-3151

tmclyuri@gmail.com

伊賀市 野菜料理教室 伊賀市 上野桑町2201 西村織愛

はなのうてな orienishimura@icloud.com

伊賀市 岩井邸 三重県伊賀市阿保（青山町駅徒歩５分） 岩井マユミ

＊アクセスはお申込み後にご連絡いたします eka.33558@gmail.com

大阪府 さんだヨガスタジオ https://original3.html 三田由紀枝（トリプラダシ）

東大阪市 sandayogastudio@gmail.com

京都府 未定 http://nowprojectnow.org/free/the-greatest-prayer 鶴飼哲也　090-9107-6453

※ 企画書は右URLより ＊ 午前10時より、トークイベント開催 hanamatsuri.012345@docomo.ne.jp

奈良県 NOW HOUSE https://nowprojectnow.org/ 奥野裕紀子

宇陀市 宇陀市室生田口元角川433 now@nowproject.info

宇陀市 報恩寺 宇陀市大宇陀大東45 小山田：080-5816-3188

totonami.towa@gmail.com

香芝市 FLOW ARTS Yoga  -NARA- 奈良県香芝市西真美2丁目4－1 奥野裕紀子

ギャラリー大黒103号 now@nowproject.info

徳島県 書道教室 徳島市内 馬渕 清歌　090-8973-1664

徳島市 ＊お申し込み後にご連絡いたします hikarinoutagoe@nifty.com

長崎県 個人宅 ＊お申し込み後にご連絡いたします 090-9518-4228  shinobunaritas@gmail.com（成田忍）

大村市 池端　 080-4276-2412

※

omchanting@bhaktimarga.jpアレンジ致します。こちらまでご連絡ください。

2019年9月14日（土）13時～　　1200人オーム・チャンティング　会場一覧
※　本一覧以外にも、開催会場はあります。ご遠慮なくお問い合せください。　omchanting@bhaktimarga.jp

ご自分の住んでいる地域や、ヨガのサークルなどで開催希望の方は、日本各地にいるオーガナイザーを
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