
第第第第 1111 回回回回    男男男男のののの子子子子のののの会会会会    「「「「アッラーアッラーアッラーアッラーのことのことのことのこと」」」」    11111111 月月月月 14141414 日日日日    

＜今日の話を一生けんめいに聞くこと。覚えようとしなくてもいい。 

自分の感想をあとで一人ずつ言えるようにすること＞ 

 

1． 宇宙の主は、アッラー 

・ 人はもともとみんなムスリム、ところが人の心にたくさんごみが入ってく

るので、人は変わってしまう。 

・ 人間だけでは、生きていくのにまちがいが多いこと。けんかや失敗。 

・ 本当に信信信信用用用用できてできてできてできて、、、、自分自分自分自分がががが誠実誠実誠実誠実になれるになれるになれるになれる存在存在存在存在を求める気持ち。 

・ それは自分の両親、そして親がいなくてもアッラーはいつでもどこでもお

られること。 

  

2． ありがたいと思う心 

・ きらいでまずいものを食べても、食べれない人もいること。 

・ 人生は長くて、多くの恵みを与えていただく。体や見たり聞いたりする感

覚もその恵みの一つ。当たり前というものは何もない 

・ お金持ちの方がいい、と思っても、それで頭をいためるかもしれないし、

少なくてもありがたいといって、幸せになる人もいる。 

・ 生生生生きていることきていることきていることきていることにににに感謝感謝感謝感謝できるできるできるできる人人人人こそこそこそこそ幸幸幸幸せせせせ。 

・ 感謝を忘れれば、いくらたくさんお金があっても役に立たないどころか、

人としてまちがいの元になる。アッラー以外にこの巨大な恵みを与えられ

る存在はないこと。 

  

3． がまん強い心 

・ イチロー選手の記録はすごい。でもそれよりすごい人がやがて出てくる。 

・ 思ったとおりにならないことのほうが多いこと。人の能力は限られている。 

・ 思ったようにできると思う心がまちがいの元。できなくてもがっかりする

必要はない。大切大切大切大切なことはなことはなことはなことは、、、、しんぼうしてしんぼうしてしんぼうしてしんぼうして忍耐強忍耐強忍耐強忍耐強くなることくなることくなることくなること。 

・ 何でもできる存在がアッラー。人はそれと比べれば、アリのようなもの。 

 

4． だから、アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ・・・・アクバルアクバルアクバルアクバルと唱えること。       おわり 



第第第第２２２２回回回回    男男男男のののの子子子子のののの会会会会    「「「「預言者預言者預言者預言者のことのことのことのこと」」」」    11111111 月月月月 28282828 日日日日    

＜今日の話を一生けんめいに聞くこと。覚えようとしなくてもいい。 

自分の感想をあとで一人ずつ言えるようにすること＞ 

 

1． 言葉を預かるということ。 

・ 人の言葉で伝えられる教え。それを預かるのが、預言者。ナビー。アーダ

ムがその初め。 

・ またそれを広めるのが、使徒。ラスール。ヌーフがその初め。 

・ 最後最後最後最後ががががムハンマドムハンマドムハンマドムハンマド。 

・ 言葉が降ろされることを、啓示という。ワハイ。それを知る能力は、直観

という。イルハーム。 

 

2． いろいろの民族に言葉が伝えられたこと。 

・ 千人もいる預言者。クルアーンには 25 人ほど出てくる。 

・ 状況に合わせて、だんだん伝えられた。世界各地にいる賢人、宗教家など。

日本やアジアにもいたはずだが、名前は出てこない。 

・ 啓示はあらゆる状況を想定しているので、断片的抽象的な表現もある。 

・ そのそのそのその集成集成集成集成ががががクルアーンクルアーンクルアーンクルアーン。 

 

3． アッラーの祝福を受ける預言者ムハンマド。 

・ アッラーが最後の教えを伝えるのに、選ばれた人。それ自体が、ムハンマ

ドと人類全体に対するアッラーの恵み。 

・ ムハンマドの偉大な人格と業績は比較を超えている。われわれとして彼へ

のアッラーの祝福を願うこと。 

・ 祝福を願うことは、正しさと美しさを自分が理解していることの証明。 

・ サッラーサッラーサッラーサッラー・・・・ルラーフルラーフルラーフルラーフ・・・・アライヒアライヒアライヒアライヒ・・・・ワサッルラムワサッルラムワサッルラムワサッルラム    

 

4． 愛されるムハンマド。 

・ 立派な人を尊敬し、おしたいし、愛することを忘れない心は、人間として

の基本。 

・ また一人を愛することができれば、全体の人類愛を知る。それが慈悲。 

・ 慈悲は深く、慈愛は広く、の差くらい。ムハンマドを愛することは、アッ

ラーを愛することでもある。 

・ イスラームイスラームイスラームイスラームはははは、、、、慈悲慈悲慈悲慈悲・・・・慈愛慈愛慈愛慈愛のののの教教教教ええええ。 

おわり 



第第第第３３３３回回回回    男男男男のののの子子子子のののの会会会会    「「「「マスジドマスジドマスジドマスジドのことのことのことのこと」」」」    1111２２２２月月月月１９１９１９１９日日日日    

＜今日の話を一生けんめいに聞くこと。覚えようとしなくてもいい。 

自分の感想をあとで一人ずつ言えるようにすること＞ 

 

1． マスジドとは。 

・ 礼拝所のこと。決まったイマームがいなければ、それはムサッラーと呼ぶ。 

・ サジサジサジサジャダャダャダャダとはとはとはとは、、、、ひざまずくことひざまずくことひざまずくことひざまずくこと。。。。そのそのそのその場所場所場所場所ががががマスジドマスジドマスジドマスジド。 

・ アルマディーナの預言者の家の隣にあった空き地がその初め。 

・ マスジドがなくても礼拝はすること。 

 

2． 大事な部分は三つ。 

・ キブラという礼拝の方向を示す、ミフラーブミフラーブミフラーブミフラーブ。。。。 

・ ミンバルミンバルミンバルミンバルという説教台。 

・ 礼拝用の広間も、ムサッラームサッラームサッラームサッラーと呼ぶ。 

・ ミーダーアという洗浄の水場。クッバというドームや、ミイザナという塔

は不可欠ではない。 

 

3． 建物は質素が本来であること。 

・ 豪華に大きくする必要はないこと。 

・ イスラーム精神としては、簡素簡素簡素簡素であることであることであることであること。 

・ 日本式のマスジドはまだないこと。 

・ 世界のどこへ行っても、必ずマスジドを訪れるとよい。 

 

4． 作法 

・ マスジドの門を入る時、「慈悲の扉を開けてください」とお願いすること。 

・ 礼拝堂へは、右足右足右足右足からからからから入入入入りりりり左足左足左足左足からからからから出出出出るるるること。 

・ 中では静かにすること。でも寺や神社と違って神聖な場所ではないこと。 

・ マスジドへ行く人には、天国が約束されていることを忘れないこと。 

 

5． 歴史 

・ 史上初のマスジドは、カアバ聖殿。 

・ 日本の本格的なマスジドは、神戸モスク（マスジド、1935 年）や東京ジ

ャーミウ（1938 年）。 

・ 日本にはマスジドとムサッラーをあわせて、55555555 ケケケケ所所所所ほどほどほどほどある。  

おわり 



第第第第４４４４回回回回    男男男男のののの子子子子のののの会会会会    「「「「礼拝礼拝礼拝礼拝のことのことのことのこと」」」」    1111 月月月月 2222３３３３日日日日    

＜今日の話を一生けんめいに聞くこと。覚えようとしなくてもいい。 

自分の感想をあとで一人ずつ言えるようにすること＞ 

 

第一部 心の時間 － 礼拝 

1． 礼拝の意味 

サラーの言葉、アッラーアッラーアッラーアッラーをををを称賛称賛称賛称賛すること。同時に平安などをお願いしたり、

自分の誤りを反省したりする。預言者とその家族にもアッラーの祝福があるよ

うにお願いする。礼拝はすべてを含み、小さな断食、喜捨、巡礼の意義もある。 

 

2． 礼拝の心構え 

集中すること（イフラースイフラースイフラースイフラース）。他のことを考えない。良い伝統を見習うという

気持ち（イムティサールイムティサールイムティサールイムティサール）も大切。 

 

3． 礼拝の歴史 

初めはエルサレムに向かっていたが、624 年ごろ、マッカマッカマッカマッカのののの方向方向方向方向へへへへ転転転転換換換換。北

から南に変更したことになるが、当時のマスジドには二つ祈る方向が示された

こともある。預言者は初め、一日 50 回の礼拝をアッラーに教えられた。しかし

それは大変なので、5 回に減らしてもらった。 

 

第二部 イスラーム世界史 ― 第一回 

1. 7 世紀から 8 世紀へ  

 アラビア半島からイスラームの力は、爆発的に成長した。東はイランから西

はスペインまで延びた。それで地中海貿易を支配できた。そこでローマ帝国は

経済が成り立たなくなり、崩壊した。その代わり、北からの民族移動が始まり、

現在現在現在現在ののののヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパのかたちができたのかたちができたのかたちができたのかたちができた。ここにもイスラームの世界への役割があ

った。 

 

2. 9 世紀から 10 世紀まで  

 多くの文明世界を支配するイスラームは、一番よいとことを保存し発展させ

た。ギリシア、ローマの文明もイスラーム経由でヨーロッパに伝えられた。そ

れがルネサンスルネサンスルネサンスルネサンスのののの源泉源泉源泉源泉となったとなったとなったとなったのも、イスラームの世界への貢献。 

またこの期間、中央アジアからのトルコ系諸民族が中東に入ってきた。モン

ゴルも入ってきた。彼らはイスラームイスラームイスラームイスラーム支配地域支配地域支配地域支配地域をををを厖大厖大厖大厖大なものにしたなものにしたなものにしたなものにしたがががが、、、、これもこれもこれもこれも

大大大大きなきなきなきな貢献貢献貢献貢献であであであであったったったった。そしてその勢いは、現在も継続している。 



第第第第５５５５回回回回    男男男男のののの子子子子のののの会会会会    「「「「巡礼巡礼巡礼巡礼のことのことのことのこと」」」」    ２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日    

＜今日の話を一生けんめいに聞くこと。覚えようとしなくてもいい。 

自分の感想をあとで一人ずつ言えるようにすること＞ 

 

巡礼は世界の宗教に色々あること 

 

第第第第１１１１部部部部    巡礼のポイント    

１. 一生に一度は実施の義務 

 

２. 巡礼は最後の日の再現、その途中に死ぬ人は、そのまま天国行きとなる 

 

３. 巡礼に行く前には、勉強会があるので、それに参加すること 

 

４. 巡礼の時の祈りの言葉 

Labbaika Allaahumma Labbaik  

Labbaika Laa Shariika laka Labbaik 

      Inna al-Hamda wa n-Ni’mata  

laka wa l-Mulk,   Laa Shariika lak 

 

    

第第第第２２２２部部部部    巡礼の手順    

１． 小巡礼（ウムラ）と大巡礼（ハッジ） 

 

２． 白い服装（イフラーム）のこと 

    

３． カアバ聖殿周り（タワーフ）、早駆け（サアイ）、留礼（ウクーフ） 

 石投げ（ラムイ）、散髪（ハルク）など 

 

４． 巡礼月の 10 日は犠牲祭（イード・アルアドハー） 

 

５． 日本からは行きやすいーヴィザがたくさん出る 

 

 

 

 



第第第第６６６６回回回回    男男男男のののの子子子子のののの会会会会    「「「「世界世界世界世界ののののイイイイスラームスラームスラームスラーム」」」」    ２２２２月月月月 2222７７７７日日日日    

＜今日の話を一生けんめいに聞くこと。覚えようとしなくてもいい。 

自分の感想をあとで一人ずつ言えるようにすること＞ 

 

世界の国の数 193 カ国 ＋北朝鮮（日本はまだ認めていない） 

 

国際連合加盟国数 192 カ国（北朝鮮は入っている）＋コソボ、バチカン 

 

世界のムスリムの数 約 12－13 億人（世界人口の四人に一人） 

   どの国に一番ムスリムが多いか？ 

中国には約一千万人 

 

イスラーム諸国会議機構加盟国数 60 カ国 

 

アラブ連盟加盟国数 22 カ国 

 

パレスチナ問題； 

世界の一番難しい問題―欧米にユダヤ人が多いこと、エルサレムは三

宗教の聖地であること、現実に住民が住んでいることなど 

 

 1948 年第 1 次戦争 

    1956 年第 2 次戦争 

    1967 年第 3 次戦争 

    1973 年第 4 次戦争 

 

 

 

 

 

 

 

パレスチナの地図 

 

 

 



第第第第８８８８回回回回    男男男男のののの子子子子のののの会会会会    「「「「喜捨喜捨喜捨喜捨のことのことのことのこと」」」」    ３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日    

＜今日の話を一生けんめいに聞くこと。覚えようとしなくてもいい。 

自分の感想をあとで一人ずつ言えるようにすること＞ 

 

＊サダカとザカート 

 クルアーンでは両方あるが、前者の方が、頻度が少ない。意味上は、あまり

違わない。その後法学的には、後者が法的に義務的な内容のもので、前者は随

意で自由な喜捨を意味するようになった。 

 

＊ザカートの率などは学派によりけり。大体で言えば、2.5～4％程度。 

 

＊サダカは現金でも何でもよい。現物、時間、同情や思いを寄せることなど。

だから、礼拝も時間を費やすので、サダカの意味もある。 

 

＊貧者、患者、旅行者、巡礼者などに優先的に与えられる。そのほか、その家

族も対象となり、特に殉教者に対するものは重要。社会的には、共生を目指す

相互扶助の内容であり、イスラーム社会を支える一つの大きな支柱。 

 

＊貧しい人に無償で与えるという精神と定めは広く世界の宗教に見られる。そ

れは人の平等と慈悲の心の表れでもあるからだろう。しかしイスラームのそれ

は、寄付者はアッラーへ納めて、アッラーから裨益者に供与されるものである、

という点が鮮明。 

 

＊残り時間で、ドゥアーの復讐をしてみよう。 

１．礼拝後の初めの言葉。アスタグフィル・アッラー。（三回繰り返す） 

２．次いで、アッラフンマ・アンタ・アッサラーム、ミンカ・アッサラーム、

タバーラクタ、ヤー・ザールジャラール、ワルイクラーム。 

３．巡礼のとき; アッラーフンマ・ラッバイク、ラーシャリーカ・ラカ・ラッ

バイク、インナ・ルハムダ、ワンニウマタ、ワラカ・ルムルク、ラー・シャリ

ーカ・ラック。 

４．巡礼や断食月の礼拝時; アッラーフ・アクバル、アッラーフ・アクバル、

アッラーフ・アクバル、ラー・イラーハ・イッラッラー、アッラーフ・アクバ

ル、  アッラーフ・アクバル、リッラーヒ・ルハムドゥ。 

    



第第第第９９９９回回回回    男男男男のののの子子子子のののの会会会会    「「「「断食断食断食断食のことのことのことのこと」」」」    ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日    

＜今日の話を一生けんめいに聞くこと。覚えようとしなくてもいい。 

自分の感想をあとで一人ずつ言えるようにすること＞ 

 

� 断食はアッラーの命令、一ヶ月出来るようになること、人の平等なことを知

る、貧しい人のことを思うのが一番大事 

 

� 少し大人になれば、断食の効用はダイエットとしてはっきりする。断食で体

重を落として、その一ヵ月後に巡礼できるのはいい制度 

 

� 断食中は、出来るだけそれ以外でも正しい言動を取ること 

 

 Alla humma laka sumtu, wa ‘alaa rizqikaا��� �� ���، و�� رز�� أ���ت  �

aftartu、アッラーのために断食し、あなたの食事で断食を終わります。 

 

� 巡礼中の規則違反も断食で許されることがあるので、断食方法を知ることは

重要 

 

� 任意の断食―アーシューラー（新年ムハッラム月 10 日）の断食、シャウワ

ール（ラマダーンの次）月の 6 日間、毎月 13,14,15 日、毎週月、木曜日の

断食など 

 

＜以下は関係する事柄＞ 

 

� 特別な礼拝（タラーウィーフ）、クルアーンの読破 

 

� 運命の夜（クルアーンの降り始め）、おこもり（マスジドに居残ること） 

 

� 断食明けの食事（イフタール）－世界で盛んになっている 

 

� 断食明けの喜捨（ザカート・アルフィトル）、断食明けの祭り（イード・ア

ルフィトル） 

 

� 今年は 8 月の初めからラマダーン月になる 

 


