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序章

言葉のカ



「平和の文化と持続可能性に関する世界会議」によせてのスピーチ

序章 言葉のカ

日本からご挨拶申し上げます。

私は西園寺昌美と申します。 本日、 このような機会を頂き、 誠

に有り難く光栄に思っております。

私たち 一 人 一 人が、 地球の平和を創造するために出来ることは

何でしょうか。
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私たち 一 人 一 人は、 どうすればそれを行動に移すことが出来る

でしょうか。

皆様は、 未来を作る上での地球上で最も力強い道具を、 すでに

一 人一 人が持っていることをご存じですか。

皆様はその道具を使って、 戦争を勃発させることも平和を作る

ことも出来ます。 そして健康あるいは病気を、 豊かさあるいは貧

困を、 幸福あるいは不幸を作り出すことも出来ます。

皆様は、 その力をどれほど用いているか理解することなく、

日々その道具を使っておられるのです。

おそらく皆様は、 私が今、 何について話しているのか、 お気づ



きになっていることでしょう！

世界を光あるいは闇のどちらかに追いやろうとするこの力は

何でしょうか？

…•••そのとおりです。 それは、 言葉の力です！

古代から、 日本人は言葉の持つ創造の力を信じてきました。

言葉は、 生きています。

言葉には、 作り出す力があります。

言葉は、 人々を魅了します。

言葉は、 人々を動かします。

言葉は、 奇跡的な力を持っています。

言葉には、 影響力があります。

言葉は、 伝染します。

また、 言葉は、 鋭い刃を持っています。

言葉は、 幸運や不運をもたらすことが出来ます。

この地球に生きる人々は、 誰もが例外なく、 言葉を自由に選

び、 使っています。

言葉は人を元気づけることも出来るし、 人を死に至らしめるこ

とも出来ます。

言葉は人に希望を与えることも出来るし、 人を絶望に陥れるこ
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とも出来ます。

人々は平和を築くた め に言葉を使いますが、 同様に戦争を起こ

すためにも使います。

私たちが、 数ある中から何気なく選び取り、 口にする言葉の一

つ一 つには、 私たち自身の想像をはるかに超えた力がこめられ、

それによって世界は今も瞬々刻々と作り上げられているのです。

言葉は、 生命です。

言葉は、 エネルギ ー です。

言葉は、 力です。

言葉は、 真実です。

私たちは、 言葉の力を信じています。 言葉によって、 文化、

宗教、 そして国家間の壁が生じることもありますが、 反対 に言葉

は、 それらの架け橋になることも出来るのです。

一人一人の人生、 家族、 コミュニティ、 国、 世界、 そしてこの

惑星は、 私たちの選ぶ言葉、 話す言葉の力 によって、 良いほうに

も悪いほうにも導かれていきます。
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私たちが語る言葉は、 この世に 起こるすべての原因となりま

す。

したがって、 私たちは自らが語る言葉に対して責任があります。



あなたは、 街頭に貼られたステッカ ー や、 路傍のピー スポ ー ル

などで「世界人類が平和でありますように」という言葉を何度と

なく見かけていらっしゃるのではないでしょうか。

この言葉は今、 世界中の国で広く認知されています。 多くの世

界的リ ー ダ ー が、 私たちの平和活動（ワ ー ルドピ ー スプレヤ ー ソサ

エティの活動）を支持してくださっています。

「世界人類が平和でありますように」という言葉の「世界人

類」の中には、 私たち自身が含まれ、 私たちの愛する人たちが含

まれ、 そして私たちが憎んでいる犯人やテロリストさえも含まれ

ています。 そして地球上の生きとし生けるもの一一重り物、 植物、

鉱物、 水、 空気、 母なる大地も、 すべて含まれているのです。

この言葉は、 無限なる愛の表現です。 この言葉には、 光、 エ ネ

ルギ ー 、 力、 そして叙智がこめられています。 この言葉を通し

て、 私たちの愛のメッセ ー ジは、 世界中にあまねく届けられま

す。 この無限に広がる愛の言葉を使いつづけることによって、 私

たちは自分自身で幸せを見つけられるようになります。

本日、 私は、 拙著『ザ・ ゴ ー ルデン ・ キ ー ・ トウ ・ ハピネス』

からの抜粋を皆様にご紹介したいと思います。
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もしこの世の中に言葉を購入するシステムがあった場合、 あな

たは無条件にそれらの言葉をすべて買い占めますか？ 私はそう

は思いません。 購入する前に一生懸命に考え、 言葉を吟味するこ

とでしょう。 あなたには、 すべての言葉を買うのに十分なお金や

エネルギ ー がないかもしれません。 それならば、 なおさら、 あな

たを不快にするような言葉やあなたに悪影響をもたらす言葉を、

わざわざ買ったりはしないでしょう。

では、 あなたが最も買いたい言葉とは、 どのようなものでしょ

うか。 きっと、 あなた自身や周りの方を励まし、 勇気づけ、 触発

する言葉… •••幸せとか、 平和とか、 元気づける言葉ではないでし

ょうか。
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そうです、 それでいいのです。 あなたは言葉を買うように、 よ

＜吟味して慎重に選んだ言葉を使うべきです。 決して妥協しない

でください。

では次に、 誰があなたの言葉を買うかについて考えてみてくだ

さい。 あなたが常に人の心に突きささる低俗な言葉や、 人々を傷

つけ、 苦しませる言葉を発するならば・・・… 誰もあなたを相手には

しなくなるでしょう。



あなたを愛しているあなたの両親や友人さえも、 あなたの言葉

を買うのを躊躇するでしょうし、 あなたが口にした言葉を売ろう

という人物も現われはしないでしょう。 あなたのエネルギ ー は不

足し、 否定的になります。 あなたは、 貧しくなり、 生きることが

出来なくなります。 あなたは、 自分自身で語った言葉で苦しむこ

とになるのです。

ですから―あなたの子どもたち、 夫または妻を非難するの

を、 止めてみましょう。 あなたは誰に対しても、 少しの先入観も

持つべきではありませんし、 偏見がもたらした個々の印象にどん

な名前や形容詞も付けるべきではありません。 アホ、 馬鹿、 いい

加減な人、 怠惰な人、 うそつき、 野獣！ あなたが悪口を言った

人は、 そのとおりの人になってしまうのです。

たとえこれらの印象が、 あなたの頭をふっとよぎったとして

も、 そのような言葉を決して人に投げかけないでください。 あな

たは、 自らの言葉が世界にもたらすものすごいエネルギ ー に、 も

うすでに気づいているはずです。

あなたの愛している人々に、 次のような言葉をかけてあげてく

ださい。
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「私は、 心からあなたを必要としています！」

「私は、 あなたを頼りにしています！」

「あなたは、 私にとって必要な人です！」

「あなたは、 素晴らしい人です！」

「あなたは、 聡明で明るい人です！」

「あなたは、 優しくて親切な人です！」

「あなたは、 美しい人です！」

「あなたは、 頭が良い人です！」

「あなたは、 優秀な人です！」

「あなたは、 気前がよくて寛大です！」

「あなたは、 心の温かい人です！」

あなたの子どもたち、 夫または妻に、 このようなポジティブな

言葉をたくさん伝えてください。 すると、 彼らは瞬く間に、 これ

らの言葉のとおりになってゆくのです。

常に、 あなたの子どもをほめて、 賞賛してください。 常に、 あ

なたの妻や夫をほめて、 賞賛してください。 常に、 あなたの父と

母をほめて、 賞賛してください。 常に、 あなたの友人や知人、 あ

なたの隣人、 そしてすべての人々をほめて、 賞賛してください。
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常に、 怒りの言葉を語らず、 それを遠ざけてください。

常に、 嫉妬の言葉を語らず、 それを遠ざけてください。



常に、 苦しみの言葉を語らず、 それを遠ざけてください。

常に、 悲しみの言葉を語らず、 それを遠ざけてください。

今、 人類を代表して、 私たち一人一人が出来ることは、 常に明る

い言葉、 希望に満ちた言葉を語ることです。 そうすれば、 これから

生まれてくる子どもたちは、 輝きに満ちた世界の中で、 それぞれの

人生を育むことが出来るのです。

ある日、 未来の住人たちは、 昔々の地球では否定的な言葉が語ら

れていて、 それらの言葉の否定的なエネルギ ー によって、 この美し

い地球に果てしない暴力と戦争、 対立と差別がもたらされ、 その時

代を生きていた先祖たちはみな惨めさと失望、 苦悩と絶望に陥っ

ていたと知り、 驚愕することでしょう。

そして未来の住人たちは、 過去のある時、 突然、 地球に神聖な

人々が現われ、 歴史を素晴らしい方向に書き直したという史実

を、 教科書で知ることでしょう。

人類の最前線で、 私たちは現在、 この偉大な歴史の1ペ ー ジを

作り上げているのです。

世界人類が平和でありますように
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