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2016年 6月 第 14巻第 6号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「男女にかかわらず万人を神と見なし

なさい。あなた方は人を助けることな

どできない。できるのは、仕えること

だけだ。神の子供たちにお仕えし、神

ご自身にお仕えするという恩恵に恵ま

れたのなら、お仕えしなさい」 

（スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ） 

 

「施しをするときは、右の手のするこ

とを左の手に知らせてはならない。あ

なたの施しを人目につかせないためで

ある。そうすれば、隠れたことを見て

おられる父が、あなたに報いてくださ

る」 

（イエス・キリスト マタイによる福

音書 6:3-4 『和英対照聖書』日本聖書

協会） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・2016 年 8 月の予定 

・2016 年 5 月の逗子例会 

「アッシジの聖フランチェスコ―― 

聖なる愛の体現と無私の奉仕の実践」 

レオナルド・アルヴァレスさんの講話 

・ヴェーダーンタ読書会「まざーず熊

本」による、熊本地震被災者支援活動 

幸 信彦さん寄稿 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

今月の予定 

 

2016 年 8 月の予定 

 

・8 月の生誕日 

 

スワーミー・ニランジャナーナンダ  

8 月 18 日（木） 

クリシュナ・ジャンマシュタミ   

8 月 25 日（木） 

スワーミー・アドヴァイターナンダ  

8 月 31 日（水） 

 

・8 月の協会の行事 

 

8 月 6 日（土）  14:15〜16:00 

東京・インド大使館例会  

講義：『バガヴァッド・ギーター』 
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（無料）  

場所：インド大使館 03-3262-2391  

http://www.gita-embassy.com/ 

※入館に写真付きの身分証明書が必要

ですので、忘れずにご持参ください。 

 

8 月 7 日（日）  サットサンガ in 浜松  

※詳細は特別プログラムをご覧くださ

い。  

 

8 月 7 日（日）、21 日（日）、28日（日） 

14:00〜15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス   

※日程はお問い合わせください。  

場所：逗子本部 別館 

※体験レッスンもできます。  

お問い合わせ：080-6702-2308（羽成 

淳）  

   

8 月 9 日（火） 14:00〜16:30 

火曜勉強  

場所：逗子本部 本館  

   

8 月 20 日（土）  14:15〜 

ウパニシャド スタディークラス   

講義：『ウパニシャド』（無料） 

場所：インド大使館 03-3262-2391  

http://www.gita-embassy.com/ 

※入館に写真付きの身分証明書が必要

ですので、忘れずにご持参ください。 

 

8 月 21 日（日） 10:30〜16:30 

クリシュナ生誕祭 

場所：逗子本部 本館  

朗誦・輪読・講話・賛歌など  

 

8 月 27 日（土）～28 日（日） サット

サンガ in 今治 

お問い合わせ：塩路 090-9542-1477 

      

※８月のホームレス・ナーラーヤナへ

の奉仕活動はお休みです  

 

2016年 5月の逗子例会 

「アッシジの聖フランチェスコ―― 

聖なる愛の体現と無私の奉仕の実践」 

レオナルド・アルヴァレスさんの講話 

 

アッシジの聖フランチェスコは、カト

リック教会の歴史の中で、また恐らく

はキリスト教全体の歴史の中で最も重

要な聖者の一人で、イタリアの守護聖

人にもなっています。生前は

「Poverello D’Assisi」（アッシジの

貧乏人、乞食）と呼ばれていましたが、

これは、一切所有物を持たず放棄の精

神が強かったためです。また、生前か

ら偉大な聖者と見なされていたため、

特に晩年は「Alter Christus」（ラテ

ン語で「もう一人のキリスト」の意）

とも呼ばれていました。 

 

幼少期と青年期 

 

フランチェスコ、またはフランシスコ

は、1180 年か 1181 年頃に、イタリア中

部にあるウンブリア地方のアッシジで

生まれました。アッシジは高台にあり、

http://www.gita-embassy.com/
http://www.gita-embassy.com/
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自然が豊かで野原がたくさんある美し

い所です。 

 
フランチェスコが生まれたとき、フラ

ンスとの商売が多かった父親のピエト

ロ・ベルナドーレはフランスに出張中

でした。フランチェスコの母親のピカ

は、アッシジの貴族の出身で信仰深く

宗教心が強い人で、「ヨハネ」のイタ

リア語にあたる「ジョバンニ」という

名で生まれた息子を呼んでいました。

息子に、神の福音を伝え述べるような

人間になってほしいと願っていたから

です。 

 

父親がフランスから戻ったとき、息子

がジョバンニと名付けられたのを知り

怒りました。宗教家になるのは望まし

くないと思っていたからです。そして、

自分がフランスを非常に好きだったこ

とから、息子の名前を「フランス人」

という意味のフランチェスコに変えま

した。 

 

父親が裕福だったため、幼少時代のフ

ランチェスコは生活の心配がなく、豊

かに暮らしていました。また、性格が

よく皆に愛される子供で、人を惹きつ

けいつも楽しそうで、リーダー的資質

がありました。しかし、成長するにつ

れ、夜パーティーに行っては飲んで騒

ぐような若者らのリーダーになり、「酒

盛りの王様」として知られていました。 

 

一方で、フランチェスコは騎士道に憧

れており、自分も騎士になって名誉と

名声を得たいと考えていました。騎士

の栄光を簡単に手に入れられる場所は

戦場だったので、アッシジと隣町ペル

ージャとの戦争に騎士として参戦しま

したが、戦いに敗れて捕虜になりまし

た。暗い土牢で一年過ごしましたが、

この間、周囲の捕虜らを元気づけてい

ました。その後、父親が身代金を払い、

フランチェスコは釈放されました。し

かし間もなく病気になり、生きること

の苦しみというものを味わいました。

母親は病床のフランチェスコの傍らで

ずっと祈り続けました。このような大

変な思いをしたにもかかわらず、病気

が治ったとき、フランチェスコは騎士

になる夢をまだあきらめずにいました。 

 

霊的目覚め 

 

間もなくフランチェスコは、教皇のた

めにドイツ人との戦争に参戦する騎士

の中隊がアッシジから馬で南下するの

で、それに参加しました。自分の望む

栄光を手にする格好の機会と考えたの
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です。父親がくれた素晴らしい鎧とマ

ントを身にまとって、フランチェスコ

は出発しました。しかし初日に、ぼろ

ぼろの服を着た騎士に会い、同情して

自分の服と交換しました。その晩、フ

ランチェスコは夢を見ました。自分の

家が城になり、壁には十字架の模様の

付いた鎧がたくさん掛かっていて、「フ

ランチェスコよ、この鎧はお前とお前

の兵士のものだ」という声が聞こえた

のです。これできっと戦いに勝ち騎士

の栄光を手に入れるのだろうと自信を

持ったのですが、次の日、フランチェ

スコは再び病に倒れました。もうろう

とする意識の中、「お前は召使と主人

のどちらに仕えたいのだ」という声が

聞こえてきました。召使とは人間、す

なわち戦争をしていた当時の領主のこ

とであり、主人とは神様のことです。 

 

これに困惑して家に戻ったフランチ

ェスコには、大きな変化が現れ始めま

した。野原などで何時間も一人で過ご

すようになり、はかなくて意味のない

物に対して嫌悪感を覚えるようになり

ました。霊性の大きな転換期を迎えた

のです。ある日馬でアッシジの草原を

歩いていると、ハンセン病を患ってい

る人に出会いました。皮膚のできもの

を見て嫌な気持ちになり恐れを感じま

したが、勇気を出して馬から下り、持

っていた物をすべてその人に手渡すと、

その手に口づけをしました。これが人

生の転機になり、病院や、人々が避け

るハンセン病患者らの住まいをたびた

び訪ねるようになりました。 

 

その後ローマへ巡礼の旅に出、聖ペテ

ロの墓の前で財布からお金をすべて出

して、入口にいる物乞いらの所に行き

最も貧しそうな者と自分の服を交換し

ました。そしてぼろをまとい、一日中

腕を差し出してその場にたたずんでい

ました。こうして裕福な家の息子は、

貧乏の苦しさと辱めを身を以て経験し

たのです。 

 

ローマから戻ったある日、アッシジ郊

外にある質素なサン・ダミアノ教会で

祈っていると、十字架に掛けられたキ

リストの目が自分を見ているように感

じ、「フランチェスコよ、行って私の

家を建て直しなさい。ご覧の通り荒れ

果てている」と言う声が 3 回聞こえま

した。確かに教会の建物は古くて今に

も崩れそうでした。フランチェスコは

これが自分の使命だと思い、家に戻る

と、ひたむきで無邪気な性格から、父

親が商品として売っていた服を倉庫か

ら持ち出してロバに積み、服とロバを

市場で売り払いました。 

 

そしてフランチェスコはサン・ダミア

ノ教会に向かうと、神父にお金をすべ

て差し出し、自分は教会にいてもいい

かと尋ねました。神父はフランチェス

コが留まることは許したもののお金を

受け取ろうとはしなかったので、フラ
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ンチェスコはお金を窓枠の所に置きま

した。父親は息子が言うことを聞かな

いことに大いに腹を立て、息子を連れ

帰ろうと教会にやって来ましたが、フ

ランチェスコは身を隠していたので息

子を見つけられませんでした。 

 

数日祈りを捧げて過ごしましたが、フ

ランチェスコは父親に会いに行きまし

た。やせこけてぼろぼろの服をまとっ

たフランチェスコを見て、通りにいる

子供たちは「気の狂った人がいるぞ」

と笑いました。父親は激しく怒ってフ

ランチェスコを叩くと、足かせを付け

て部屋の中に閉じ込めてしまいました。

しかし母親が逃がしてくれたので、サ

ン・ダミアノ教会に戻りました。後を

追ってきた父親は、ますます怒り、家

に戻るか、相続権を放棄してロバと商

品のお金を返せと詰め寄りました。フ

ランチェスコは、相続権の放棄は構わ

ないがお金は神様と貧しい人にあげた

から返せない、と言いました。 

 

父親は、アッシジの司教の前で息子に

裁きを受けさせました。司教はフラン

チェスコに、「不正な方法で得たお金

を神様は望まれないから返しなさい」

と命じました。するとフランチェスコ

は、お金を返しただけでなく服を脱ぎ

始めて言いました。「私の服も父のも

のだから、返します」そして、父親に

向かって言いました。「今まで私はあ

なたを父と呼んでいましたが、これか

ら私が父と呼ぶのは天におられる私の

父のみです」怒りと悲しみの中、父親

はその場を去り、司教は自分のケープ

をフランチェスコに掛けてやりました。

そして庭師の服が差し出されると、フ

ランチェスコは服の片方の肩の所にチ

ョークで十字架を書き、服を着ました。 

 

新たな生活 

 

その後、家族と縁を切り、神様の名を

歌いながらあちこちを放浪しました。

ある時盗賊らが彼を呼び止め、お前は

誰だと尋ねました。フランチェスコが

「私は偉大な王の使者です」と答える

と、盗賊らはフランチェスコをあざけ

ってドブに突き落としました。しかし、

フランチェスコは立ち上がると、再び

歌いながら歩き始めました。 

 

フランチェスコがサン・ダミアノ教会

に戻ると司教は喜んで迎え入れました。

そしてフランチェスコは、一生懸命に

教会を建て直し始めました。アッシジ

の通りで建材にする石の喜捨を乞い、

もらった石を運び、石工と共に自ら建

物を建て直し、1208 年、教会は再びよ

い状態に戻りました。 

 

伝道者として 

 

フランチェスコは、次に聖ペテロに捧

げた古い教会を修復しました。そして、

ポルツィウンクラのサンタ・マリアと
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して知られる小さな教会に心が惹かれ、

この教会も同じように建て直し、世を

捨ててここで平和に暮らそうと思い始

めました。そして 1209 年の聖マティア

の日に、その後の彼の生き方となる道

が示されました。その日のミサで、マ

タイによる福音書（10 章 7 節～19 節）

の言葉を耳にしました。「行って、天

国には近づいたと述べ伝えなさい。た

だで受けたのだから、ただで与えなさ

い。…帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入

れて行ってはならない。旅には、袋も 2

枚の下着も履物も杖も持って行っては

ならない。…私はあなたがたを遣わす。

それは狼の群れに羊を送り込むような

ものだ」 

 

フランチェスコはこれらの言葉をキ

リストから直接与えられた使命だと受

け止めました。疑いは消え、靴も革の

帯も杖もすべて捨て、粗末な毛織りの

衣の上に縄の帯を締めました。この衣

装は、翌年、仲間の修道士らの間で習

慣となりましたが、フランチェスコは

この衣装で翌朝アッシジに行き、宣教

を始めました。その短い生涯の間に出

会った人々に、心の琴線に触れる温か

さと誠実さで、「悔い改めなさい」「神

様を愛しなさい」と語りかけました。

また、道ですれ違う人には、「平和が

あなたにありますように」と挨拶をし

ました。 

 

教皇を訪ねる 

間もなく友人ベルナルドなどがフラ

ンチェスコの活動に加わり、しばらく

するとたくさんの人たちがフランチェ

スコに従うようになり、家を捨て行脚

僧となりました。仲間の数が増えてい

ったため、兄弟らがどのように生活す

べきかを述べた言葉を福音書から抜き

出して会則が作られました。少しして、

フランチェスコと仲間の修道士らはロ

ーマに行き、当時の教皇インノケンテ

ィウス 3 世に新たな修道士会を作る許

可を求めました。一行はみすぼらしい

身なりだったので、教皇は彼らの言う

ことを聞き入れず、枢機卿もただ 1 人

を除いては誰も相手にしませんでした。 

 

その晩一行はバチカンの近くの豚小

屋に寝ました。その夜、インノケンテ

ィウス 3 世は、フランチェスコがラテ

ラノ大聖堂を背負っている夢を見、こ

れはフランチェスコがキリストの教え

に従って生きる真の教会の重みを背負

っているのだと解釈しました。真のキ

リスト教徒とは、自分の周りにいる豪

華な服を身にまとった者たちではなく、

アッシジから来た清貧の生き方でキリ

ストへの道を庶民に示しているこの修

道士である、とはっきりと悟ったので

す。 

 

翌日インノケンティウス3世はフラン

チェスコらを呼び、彼らの会則に従っ

て生活する許可を直ちに与えました。

リーダーを選ばねばならなかったので
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すが、当然フランチェスコがリーダー

となりました。フランチェスコは、コ

ロンナ枢機卿から正式に剃髪を受けま

した。コロンナ枢機卿は、フランチェ

スコのために教皇に口添えしてくれた

人物でした。 

 

一行は大喜びでアッシジに戻り、悔い

改めて神の道に生きる喜びを宣教し始

めました。間もなく大勢の人々が彼ら

に従うようになり、ベネディクト会か

ら修道院を借りることになりました。

しかし、フランチェスコは建物を借り

ることにはしたものの、お金とは一切

関わりを持とうとしませんでした。ま

た、自分に従おうとする者は、決して

お金を受け取ってはならないと言いま

した。 

 

フランチェスコの逸話 

聖キアラと聖フランチェスコと聖なる

火 

 

1212 年、フランチェスコがアッシジに

いたとき、後に聖キアラとなった若い

シスターが、一度でいいから昼食を共

にする祝福を受けたいとフランチェス

コに何度も使者を送っては願いを伝え

ていました。キアラは数年前にフラン

チェスコがアッシジで教えを説くのを

聞いてその言葉に心を動かされ、サ

ン・ダミアノから家に戻るとすぐに尼

僧になりました。その後間もなく、妹

のアニェーゼも姉の後に続きました。2

人は他の女性らとフランシスコ（フラ

ンチェスコ）第二会を結成しました。

第一会は男子修道会、第二会は女子修

道会です。 

 

キアラは何度も懇願しましたが、フラ

ンチェスコは断り続けました。兄弟の

修道士らは、フランチェスコは厳しす

ぎる、神の愛の精神に反していると言

い、キアラはフランチェスコの「霊的

な植物」（Spiritual plant、霊的に育

てていくべき植物）、霊的な妹なのだ

から一度ぐらい一緒に昼食を食べたら

どうかと勧めました。そこでフランチ

ェスコは、キアラの願いをかねてやる

ことにしました。「君たちが賛成なら

私も賛成だ。昼食はサンタ・マリア・

デリ・アンジェリ教会で共にするのが

よいだろう。キアラはサン・ダミアノ

教会に住んでいるが、尼僧の誓いを立

てたのはサンタ・マリア・デリ・アン

ジェリ教会だったから、この教会で会

ったら喜んぶだろう」 

 

数日後この知らせが届き、キアラは尼

僧を 1 人連れてサンタ・マリア・デリ・

アンジェリ教会に行きました。二人は

聖母マリアに熱心に祈りを捧げました。

しばらくするとフランチェスコが到着

し、庭に昼食の席が用意されました。

フランチェスコは 2 人の兄弟僧と一緒

で、昼食が始まると神について恍惚と

して語り始め、その場にいた全員がこ

の喜びに共に浸りました。 
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ちょうどそのとき、少し離れた所にい

た村人らが、教会と周囲の森が炎に包

まれているのを見ました。恐れおのの

いた村人らは慌てて教会に駆けつけま

したが、驚いたことに何も燃えておら

ず、そこには兄弟らと共に恍惚として

神について語り合うキアラとフランチ

ェスコの姿があるだけでした。村人ら

は、あの火は家事ではなく神様の奇蹟

で起こされた火で、この聖なる愛の火

は聖なる僧侶や尼僧のハートに常に灯

されているのを示すためだったのだと

理解したのです。 

 

十字軍でスルタンに会う 

 

1219 年、フランチェスコと兄弟僧のイ

ルミナートは、第 5 回十字軍と共にエ

ジプトのダミエッタに向かいました。

殉教する覚悟で、イスラム教徒とキリ

スト教について平和に話し合うことを

望んでおり、ダミエッタの戦いでイス

ラム教徒に対する十字軍の攻撃を止め

ようとしましたが、失敗に終わりまし

た。十字軍が敗れた後、フランチェス

コはイルミナートと戦場を横切って、

「スルタン！スルタン！」と叫んでイ

スラム側の指導者に呼びかけながらイ

スラム陣営に近づいていきました。2

人はアラブ軍に捕らえられて打たれま

したが、遂にスルタンのメレク・アル

＝カーミルの前に連れて行かれました。 

 

アル＝カーミルは心優しく公明正大

で寛大な支配者として知られおり、サ

ラーフ・アッ＝ディーン（サラディン）

の甥でした。アル＝カーミルはダミエ

ッタだけでも十字軍に対し 5 回和平を

持ちかけ、十字軍側の記録によると、

敗北した十字軍兵士を人道的に扱いま

した。アル＝カーミルはキリスト教徒

との平和的共存の実現を目指していま

した。 

 

フランチェスコとアル＝カーミルは

最初、互いに相手を改宗させようとし

ましたが、すぐに、相手が既に神を知

っており神を愛していることに気付き

ました。フランチェスコとイルミナー

トは、アル＝カーミルとそのスーフィ

ズムの師 Fakhr ad-din al-Farisi と 20

日間も共に過ごし、祈りや神秘主義的

な生き方について語り合いました。フ

ランチェスコらがアル＝カーミルのも

とを去るとき、フランチェスコはアル

＝カーミルから象牙の角笛を贈られま

した。アッシジに戻ったフランチェス

コは、祈りや説教の前にはこの角笛を

吹いて人々を呼び集めたそうです。ま

た、自らが書いた修道会の会則も改め、

イスラム教に改宗を望む者には許可を

与えると決めました。1272 年、時のス

ルタンはエルサレムの高間（最後の晩

餐が行われた部屋）にフランチェスコ

会が定住することを許しました。 
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フランチェスコは修道会の仲間に、イ

スラム教徒に対する敵意と誤解を捨て

敬意を払うように教えました。イスラ

ム教徒への憎しみの連鎖は十字軍遠征

の原動力となっていました。フランチ

ェスコは、イスラム教徒が 1 日 5 回祈

りを捧げることと平伏して礼拝するこ

とに特に感動しており、キリスト教徒

らに同様の習慣を取り入れるよう手紙

で勧めていました。祈りを毎日の生活

の一部にすれば、何をするときにも神

を思い出すことになります。これはス

ーフィズムの伝統でも行われています。 

 

『太陽の賛歌』 

 

最後に、フランチェスコの書いた、自

身の性格がよく表れている詩があるの

で、これを読みます。『太陽の賛歌』

と言います。 

 

この上なく全能の、善い主 

賛美、栄光、誉れ 

また、祝福のすべてはあなたのもの 

 

それらはこの上なく高く 

あなただけのものです 

あなたの御名をふさわしく 

口にできる者は一人もいない 

 

私の主、あなたは称えられますように  

造られたものすべて 

とりわけ兄弟太陽と共に。 

太陽は昼を始め 

その光で 

あなたは私たちを照らします 

 

太陽は美しく、燃えるように輝き 

この上なく高い方 

あなたの姿を表します 

 

私の主、あなたは称えられますように 

姉妹月と星によって。 

あなたは、空に月と星々を明るく 

気高く、美しく造られました 

 

私の主、あなたは称えられますように 

兄弟風によって。 

また、空気、雲、晴れ渡った空 

あらゆる天候によって 

これらを通して、あなたはお造りにな

ったものを支えられます 

 

私の主、あなたは称えられますように 

姉妹水によって。 

水は、有益で謙遜であり、貴重で 

浄らかです 

 

私の主、あなたは称えられますように 

兄弟火によって。 

この火を以てあなたは夜を 

照らします 

火は美しく、喜ばしく、たくましく 

力強い 

 

私の主、あなたは称えられますように 

私たちの姉妹、母である大地によって。 

大地は、私たちを養い、導く 
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また、さまざまの実と色とりどりの草

花を生み出します 

 

私の主、あなたは称えられますように 

あなたへの愛のゆえに赦し、病いと 

苦しみを堪え忍ぶ者によって 

 

平和なうちに耐えられる人は幸い 

その人はこの上なく高い方 

あなたから栄冠を受けるでしょう 

 

私の主、あなたは称えられますように 

私たちの姉妹、体の死によって。 

生きる者すべて、一人もこの姉妹から

逃れられません 

 

大罪のうちに死ぬ人々は災い 

あなたの至聖な御旨のうちに姉妹を

見出す人々は幸い 

第二の死もその人々を害することは

できない 

 

私の主を褒め称えなさい 

主に感謝し、深くへりくだって 

主に仕えなさい 

 

ヴェーダーンタ読書会「まざーず熊本」

による、熊本地震被災者支援活動 

幸 信彦さん寄稿 

 

5 月 15 日に行った、支援活動の報告で

す。 

 

ヴェーダーンタ読書会「まざーず熊

本」のメンバー7 人で、大津市にある本

田技研体育館の避難所へ伺いました。

そこには、立野地区から避難されてい

る方が多くいらっしゃいました。支援

物資として、紙コップ、紙皿 2種類、

アクリル絵の具、筆、パレット、すの

こをお持ちしました。メンバー各自で

心ばかりの支援物資も提供させて頂き

ました。 

 

 

14 時に集合し、初めにサハナ・バヴァ

トゥをみんなで唱えました。私たちが

伺った時には、避難所の方には責任者

の方が不在だったため、ボランティア

スタッフ（料理長）のなるさんに支援

物資をお渡ししました。丸織りや糸紡
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ぎ体験を、同じく大津市にあるカフェ

「ウントネ」さんが提供されていたの

で、夕飯の炊き出しの準備が始まるま

で、まざーず熊本のメンバーも一緒に

楽しませて頂きました。 

 

 

16 時から夕飯の炊き出しの準備が始

まり、メンバーはそれぞれに料理と洗

い物のお手伝いをさせて頂きました。

夕飯は 150 人分を準備されるそうで、

使われる食材の量も普段私たちが使う

量とは比べ物にならないほど沢山使わ

れていました。 

 

18 時から配膳が始まりましたが、全て

配膳し終わったのは 19 時過ぎでした。

夕飯の配膳が終わったところで、まざ

ーず熊本のメンバーは解散させて頂き

ました。その後、ボランティアスタッ

フも各自夕飯を取られたとの事です。 
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忘れられない物語 

 

祈りが応えられない理由 

 

ある日、スーフィズムの聖者イブラヒ

ム・アドハムがバスラの都の市場を通

っていると、人々が彼を取り囲んでこ

う言った。「イブラヒムよ。アッラー

はコーランの中で『私に呼びかけなさ

い。そうすればあなたの祈りに応えよ

う』とおっしゃっている。我々はアッ

ラーに呼びかけているのに、祈りは応

えられない。なぜなのですか」 

 

イブラヒム・アドハムは言った。「そ

れは、あなた方の願いは 10 の理由で無

効だからだ。あなた方の願いは、誠実

ではなく、浄らかではなく、汚れてい

るのだ」 

 

人々が「10 の理由とは何なのでしょ

う」と尋ねると、イブラヒムは答えた。 

 

「第 1 に、あなた方はアッラーを受け

入れているが、アッラーの求めに応え

ていない。 

 

第 2 に、あなた方はコーランを唱えて

いるが、実践していない。 

 

第 3 に、あなた方はイスラム教の聖な

る預言者への愛を告白するが、彼の王

国には反対している。 

 

第 4 に、あなた方は悪魔を憎んでいる

と言うが、実は悪魔に従っている。 

 

第 5 に、あなた方は天国が好きだと言

うが、天国に入るためには何もしてい

ない。 

 

第 6 に、あなた方は地獄の炎を恐れて

いると言うが、自身の肉体をそこに投

げ入れた。 

 

第 7 に、あなた方は他人を悪く言い批

判することに明け暮れていて、自身の

欠点には気付かなかった。 

 

第 8 に、あなた方は世俗が好きではな

いと言ったが、欲深く世俗に従ってい

る。 

 

第 9 に、あなた方は死の現実を認めて

いると言うが、死への備えをしていな

い。 
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第 10 に、あなた方は死者を埋葬した

が、死者から教えや学びを得なかった。 

 

以上が、あなた方の祈りが応えられて

いない 10 の理由だ。 

 

祈りとは、困ったときに取り出して使

うスペアタイヤではない。生涯を通し

て正しい道を進むためのハンドルなの

だ」 

（出典： www.islamicoccasions.com ） 

 

 

今月の思想 

「常に福音を述べ伝え、必要なときに

言葉を使いなさい」 

（アッシジの聖フランチェスコ） 
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