親愛なる、バップダダの特別な愛しい子どもであるブラザーとシスターた
ち、
オムシャンティ。オムシャンティ。オムシャンティ。
私からの、そしてマドバンファミリーからの愛のご挨拶をお受け取りくだ
さい。
ここでディワリがあり、ダディは世界中のババの宝石たち皆を思い出し、
ババの愛と光を体験するこの特別な時をお祝いしています。新しいエネル
ギーと熱意を込めて世界中のすべての魂たちと共にこの特別な時を分かち
合っています。
魂の意識の自覚の内なる光を灯し続けることに特別な注意を払いましょう。
そうすれば、誰もが私たちの目の中にババの輝きを、私たちの言葉の中に
ババのスイートさを体験することができます。
今回は世界中からやって来たババの子どもたちがバップダダ、マドバン、
マドバンファミリーからとてもたくさん受け取った、とても豊かで満ちた
シーズンでした。沈黙、タパシヤ、学習、シニアたちやお互い同士とのス
ピリチュアルな会話、遊び、もちろん心と体のダンスのための特別な時間
がありました。
ババが私たちにくれた主なマントラは「オムシャンティ」です。それはあ
なた方皆が称賛しているに違いないものです。これは私たちを神に導くマ
ントラです。けれども私たちの心の中に正直さ以外何もないように。すべ
ての魂たち、特にサイクル中ずっとつながっているブラーミンファミリー
に対して、私たちの気持ちの中に愛以外何もないように。
ババは美しい維持と素晴らしい学習を私たちにくれました。今、ババから
受け取った達成を他の人たちにも体験させる時です。私たち自ら達成を現
していくほど、サトプラダーンのステージに近づいていきます。その体験
を人にも与えましょう。各センターの雰囲気を、バイブレーションを通し
て人々がババの存在を感じることができ、ババがそれぞれの場所に現れる
ようなものにしましょう。

ダディは特にディワリのお祝いのこのとても縁起の良い時に対する挨拶
を皆さんに送りたいと思いました。
ダディゴザールはデリーでファミリーと共にいます。ダディラッタンモヒ
ニはアメダバードでファミリーと共にいます。
ハートや目の中にババを保ちながら、ダディは皆さんに、ディワリと新年
のためにたくさんの愛に満ちた良い願いを送ります。
私たちの最もスイートなババの想いの中で
BK Janki

Dear Brothers and Sisters, special beloved children of BapDada
Om shanti. Om shanti. Om shanti.
Please accept greetings of love from myself and the Madhuban family.
Diwali is here and Dadi is remembering all Baba's jewels from around
the world and celebrating this special time of experiencing Baba's
light and love and sharing it with new energy and enthusiasm with all
souls around the world. Let us all pay special attention to keeping
that inner light of soul-conscious awareness ignited, so that everyone
can experience Baba's sparkle in our eyes and Baba's sweetness in our
words.
It has been a very rich, full season with Baba's children from all over
the world taking so much from BapDada, Madhuban and the family. There
has been special time for silence, for tapasya, for study, for
spiritual chitchat with Seniors and with each other, for playing - and
of course for dancing, both in the mind and physically.
The main mantra Baba has given us is 'Om Shanti', which is something
you must all be practising. This is the mantra that leads us to God

but also allows us to have nothing but honesty in our hearts and love
in our feelings for all souls, but, in particular, those with whom we
are connected throughout the cycle, the Brahmin family.
Baba has given us beautiful sustenance, wonderful study and now it’s
time to let others experience the prapti, the attainments we have had
from Baba. The more we ourselves keep the attainments emerged, the
closer we come to our satopradhan stage and give others that experience
too. Let the atmosphere at each centre be such that through the
vibrations people can feel Baba’s presence and Baba is visible at each
place.
Dadi especially wanted to send you greetings for this very auspicious
time of Diwali celebrations.
Dadi Gulzar is with the family in Delhi and Dadi Ratan Mohini is with
the family in Ahmedabad.
Keeping Baba in the heart and in the eyes, Dadi sends you lots of loving
good wishes for Diwali and for the New Year ahead.
In the remembrance of our Sweetest Baba.
BK Janki

