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序 

 本報告書は、2009 年 2 月 11 日、早稲田大学において開催した日本では初めての試みで

ある第 1 回モスク代表者会議「日本のムスリム・コミュニティを語る」（早稲田大学人間科

学学術院アジア社会論研究室主催）の報告書である。ちょうど100年前の 1909年 2月には、

日本のイスラーム社会に多大な功績を残したアブドゥルレシト・イブラヒムが早稲田大学

の創設者である大隈重信と会談しており、会議はまさに 100 年目という節目の年に開催さ

れ、主要なモスクや団体の代表者が参加して、活動の現状や日本のムスリム・コミュニテ

ィの将来について議論が交わされた。 
 2009 年 3 月現在、日本には、外国人ムスリム約 10 万人、日本人ムスリム約 1 万人が居

住しているものと推計され、全国各地にモスクも 50 カ所以上設立されている。ムスリム・

コミュニティのプレゼンスは高まってきているが、それと呼応するように、生活に根ざし

た問題群—教育・墓地・その他日本社会とのかかわり等など、今後乗り越えなければなら

ない課題は多い。今回の会議は、各地の活動の現状や問題への対処方法などの情報を共有

し、今後の活動に生かすことを目的として開催された。 
この報告書は、日本学術振興会科学研究費助成による調査研究「滞日ムスリムの生活世

界における多文化政策の影響と評価」(基盤(C),課題番号 21530567)の成果の一部として刊

行するものであり、第１回モスク代表者会議そのものは、2007～2008 年度の日本学術振興

会科学研究費助成による調査研究「在日ムスリムの社会経済的活動と宗教的ネットワーク

に関する調査研究」(基盤(C),課題番号 19530476)および人間文化研究機構「イスラーム地

域研究」における「アジア・ムスリム・ネットワーク」の助成をうけて可能となったもの

である。 
現在進行中の調査研究では、滞日イスラーム教徒（ムスリム）を対象とする調査研究に

加えて、日本人や日本の地域社会に関するフィールドワークを予定している。この会議の

記録は、上記のような調査研究に加えて滞日ムスリムに関する調査全般や、人間文化研究

機構「イスラーム地域研究」における「アジア・ムスリム・ネットワーク」に関する調査

研究の基礎的な参考資料としてまとめたものである。今回の会議にあたっては、各地域の

モスク代表者の方々をはじめ、滞日ムスリムの方々、また一般参加の方々など多くの人た

ちから多大なご協力をいただいた。改めて皆様に厚く御礼申し上げる次第である。 
 
 
 

2009 年 8 月 
 

早稲田大学人間科学学術院   店田 廣文 
          電子メール： htanada@waseda.jp 
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会議プログラム 

イスラム地域研究・早稲田拠点「アジア・ムスリムのネットワーク」 
早稲田大学人間科学学術院・アジア社会論研究室 主催        
第 1 回モスク代表者会議 プログラム   2009 年 2 月 11 日 
             於:早稲田大学・大隈記念タワー302 会議室 

「日本のムスリム・コミュニティを語る」 

                 司会：早稲田大学社会科学総合学術院 小島宏 
プログラム 
 
13:00-13:05 開会の挨拶          早稲田大学人間科学学術院 店田廣文 
13:05-13:10 イントロダクション      早稲田大学人間科学研究科 岡井宏文 
 
13:10-14:40 各モスク代表者による報告 （1 団体、10 分間） 
  13:10 札幌 
  13:20 大塚 
  13:30 神奈川 
  13:40 イスラミック・センター・ジャパン 
  13:50 イスラミック・サークル・オブ・ジャパン 
  14:00 名古屋 
  14:10 新居浜 
  14:20 戸田 
  14:30 日本人ムスリムの概況・・・・日本ムスリム協会・前会長  樋口美作氏 
14:45-15:15 休憩と礼拝  ( 14:54    サラート（ASR）  ) 
 
テーマ・セッション 
 Ⅰ．15:15-16:15 日本のムスリム・コミュニティの将来 

         （モスク代表者・関係者による意見交換） 
 Ⅱ．16:15-16:25 意見交換・質疑応答 

 
16:25-16:30 閉会の挨拶           早稲田大学人間科学学術院 店田廣文 
 
  参考： サラート・MAGHRIB  17：18     ISHA 礼拝  18：44 
 
  301 会議室・・礼拝室     303 会議室・・・休憩所 
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Program on Muslim Network in Asia,  Islamic Area Studies Center, Waseda University 
Laboratory on Asian Societies,  Faculty of Human Sciences, Waseda University 

“Muslim Communities in Japan” 
 

First Preparatory Meeting of Representatives of Masjids in Japan, 11 February 2009 
Venue: Meeting Room #302, Okuma Memorial Tower (Bldg. #26 Waseda Campus) 

 

Program: 
Chair: Hiroshi KOJIMA, Faculty of Social Sciences, Waseda University 
 

13:00-13:05  Opening Remarks     Hirofumi TANADA, WU Faculty of Human Sciences 
13:05-13:10 Introduction               Hirofumi OKAI, WU Faculty of Human 
Sciences 13:10-14:40 Short Speech by Representatives  (10 min. per person) 

    13:10 Sapporo 
    13:20 Otsuka   
    13:30 Kanagawa 
    13:40 Islamic Center Japan 
    13:50 Islamic Circle of Japan 
    14:00 Nagoya 
    14:10 Niihama 
    14:20 Toda 

    14:30 “Situation of Japanese Muslims”    Mr. Mimasaka HIGUCHI, Former President    
                                                   of the Japan Muslim Association 
 

14:45-15:15 Break/Salat (ASR  14:54) 

Roundtable Discussion  
Part 1  15:15-16:15  “Future of Muslim Communities in Japan” 

                    (Panel Discussion among Representatives) 
Part 2  16:15-16:25  Questions and Comments from the Audience 

16:25-16:30  Closing Remarks    Hirofumi TANADA 
 

Notes: Salat  MAGHRIB  17：18 ;  ISHA  18：44 
 

Room #301 is reserved for prayer and #303 for refreshments. 
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モスク代表者会議 会議録 

 
小島： 
本日司会をさせて頂く社会科学総合学術院の小島宏と申します。店田先生とは大学院の

同期で、2000 年からイスラム人口研究懇談会を三ヶ月おきに共催しています。昨年の夏に

は岐阜モスクの開所式にお招き頂き、クレシさんのおかげで最前列に座らせていただきま

した。岐阜モスクのプロジェクトのホームページを開くと、サウジアラビアのイマームの

隣に私が座っています。 
報道関係以外の方々の録音、撮影はご遠慮下さい。報告は 12 分以内にお願いします。北

海道からお越しになる予定だったアブドゥル・ガニ・エナムさんは、風邪で欠席されまし

たので、大塚モスクの代表者の方からお話をして頂きたいと思います。ではその前に、本

日のコーディネーターである店田廣文よりご挨拶申し上げます。 
 
店田： 
みなさんこんにちは。早稲田大学人間科学学術院の店田と申します。本日は第一回モス

ク代表者会議にご参加頂きまして、ありがとうございます。おかげさまで非常にたくさん

のモスク代表者の方々がお集まり下さいました。またオブザーバーの方々のご参加を頂き、

会議を開催することができました。大変嬉しく思っております。今回このような会議を早

稲田大学で開催できることは、非常に意義のあることではないかと思っています。と言い

ますのも、実はちょうど百年前の 1909 年 2 月に、当時来日していたアブデュルレシド・イ

ブラヒムというトルコ系タタール人ムスリムと、早稲田大学の創設者である大隈重信が対

談いたしました。ですから百年の月日が経って、このようなモスク代表者会議が行われる

ことに、感慨を感じております。1910 年には同じく来日していたエジプト人のアフマド・

ファドリが、早稲田大学の講堂でイスラームに関する講演を行ったという記録が残ってお

ります。このような、ある意味でイスラームとの様々な因縁のある大学においてモスク代

表者会議を開催できるということは、非常に喜ばしく思っています。 
さて、今回のモスク代表者会議は日本初の試みです。私達の研究グループは 2004 年から

ムスリムの方々の生活・意識調査や、北海道から九州まで 50 箇所以上のモスクを対象にし

た全国モスク調査、首都圏のムスリムのお子様方の教育に関する調査を行っています。こ

れらの経験をふまえて、今回の会議を企画させて頂きました。ただ、ご覧のように全国全

てのモスク代表者の方々をお招きすることはできませんでした。改めて、このような会議

を開催できればと思っております。本会議で、各地のムスリムのみなさん、それから一般

参加の方を含めて、ムスリムコミュニティに関する情報交換ができること、また忌憚のな

い意見交換が行われることを期待しています。ご出席のモスク代表者の方々、一般参加の

方々と共に、実りのある議論ができれば、これに勝る幸いはございません。長時間ではあ
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りますが、この会議が成功裏に終わることを望んでいます。どうぞみなさまも、本日の成

果を何らかの形で活用して頂きたいと存じております。 
それでは、以上をもちまして私の開会の挨拶とさせて頂きます。改めて本日はありがと

うございます。 
 
小島： 
それでは人間科学研究科の岡井から、イントロダクションをさせて頂きます。 
 
岡井：  
ただ今ご紹介に預かりました、早稲田大学の岡井宏文と申します。みなさんこんにちは。

本日はお集まり頂き、誠にありがとうございます。 
簡単にイントロダクションをさせて頂きます。先程店田の話にもありましたように、日

本社会とイスラームの交流の歴史はおよそ百年にもなります。しかし百年という長い歴史

の中で、現在ほどイスラームと日本社会の関係性について、深く考える時代は、特に私ど

もを含めた一般の日本人、あるいは日本社会に暮らす人びとにとって他に例を見ないので

はないでしょうか。と言いますのも、例えば、現在、日本におけるマスジドは、北海道か

ら沖縄までおよそ 50 以上になります。1990 年代始めには数えるほどしかなかったマスジ

ドが、今や全国に位置しておりますし、それと同時に全国各地にムスリムの方々の暮らし

が広がっています。ムスリムの方々の人口自体は、90 年代初頭にピークを迎えて以来、三

分の一程度になっています。とはいえ、地域に根ざしたムスリム・コミュニティが各地に

産声をあげつつあり、私どもにはイスラームは徐々に、そして確実に日本社会に根付きつ

つあるように感じます。しかし、それと同時にみなさまにご協力頂いた調査の中で、教育

や墓地の問題、モスク自体の維持存続、地域社会との折り合い、いわれのない偏見などに

ついて、問題の解決が多分にムスリムの方々による自力での解決に委ねられている状況を

お聞きしました。こうした様々なお話は時に現実的な緊急の課題として提示され、私ども

は日本社会とイスラームの関係性への問い直しのきっかけをお与え頂いたものと理解する

と同時に、そのような事柄についてお話し頂いたことを深く感謝する次第であります。誠

にありがとうございます。 
こうした状況におきまして、私どもは全国各地のムスリムの方々が抱える課題や問題、

それへの対応についてお互いに話し合い、望ましいムスリム・コミュニティのあり方、ひ

いては望ましい日本社会へのあり方について遺憾なく意見交換をする機会になればと考え

た次第です。そこでこの度そうした共同作業の第一歩といたしまして、七箇所のモスクや

団体の方々をお招きして、今回の会議の開催に至った次第であります。お手元のプログラ

ムをご参照ください。今回は関東だけでなく、名古屋や四国など様々な地域から代表者の

方にお越し頂きました。スピーカーの方々には大まかに五つのテーマについてお話を賜る

ことになっています。一つ目は、各地のムスリムの方々の暮らしの現状について、二つ目
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は各地もモスク団体の活動状況について、三つ目は周辺の地域社会や地域住民との関係に

ついて、四つ目は直面している問題あるいは将来の課題について、五つ目はその他特に伝

えたいことです。こうした事柄について、それぞれの地域や団体の状況に即してお話を伺

うことになっております。 
スピーカーの方々を簡単にご紹介いたします。今回北海道からお越しになる予定だった

アブドゥル・ガニ・エナム氏は、残念ながら欠席になってしまいましたが、東京の大塚マ

スジドにつきましては、永井彰氏及びアキール･シディキ氏、横浜を始めとする神奈川エリ

アに関してはメイモン･モハッマド・アンワル氏、イスラミック・センター・ジャパンにつ

いてはサリーム・ハーン氏、イスラミック・サークル・オブ･ジャパンにつきましてはイシ

ュラット・アリ・ハシミ氏、名古屋の状況につきましては、クレシ・アブドゥル・ワハブ

氏及びシェル･アフザル・レカ氏、新居浜マスジドを始めとする四国の状況については浜中

彰氏、そして埼玉の戸田マスジドにつきましてはライース･スィディキ氏にご報告を賜りま

す。以上に加えまして最後に日本人ムスリムの概況につきまして、宗教法人日本ムスリム

協会の前会長でいらっしゃいます樋口美作氏にご報告を賜ります。その後いったん休憩を

はさみまして、先の報告を受ける形で｢日本のムスリム・コミュニティの将来｣と題し、テ

ーマセッションを行います。会議での単にムスリムの方々の生活にとって有意義なものと

するだけでなく、日本社会に対するメッセージの発信として意味のあるものとするために、

議論を深めて参りたいと思っております。みなさま、本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。以上、簡単ではございますが、イントロダクションとさせて頂きます。 
 
小島： 
それでは早速ですが、大塚モスクの永井さん、よろしくお願いします。 
 
永井： 
アッサラームアレイクム。時間内に終わるようにしたいと思います。先に申し上げます

と、我々は大塚モスクという名称でよく知られているかと思いますが、本日はあえて大塚

マスジドと言わせて頂きます。大塚マスジドというのは、宗教法人日本イスラーム文化セ

ンターの活動の一部であると位置づけられます。活動の一番重要な拠点であり、通常我々

が大塚マスジドと呼ぶのと、宗教法人日本イスラーム文化センターもしくは英語名で、

Japan Islamic Trust というのは全く同じものであると思って頂いてよろしいかと存じます。

私は宗教法人の一理事でございます。今日はスィディキ会長が来ておりますから、私の話

で不足した部分を追加するという形をとりたいと思います。 
我々は四階建ての建物を所有しています。二階が男子の礼拝場で、収容人数は最大 70 名

です。一階は女性の礼拝場及び勉強室、三階は集会部屋、勉強室、四階は事務所となって

います。特に子どものクルアーン暗誦を希望する人が増えており、最近では専任のクルア

ーンの先生を、礼拝の先導者(イマーム)とは別に配置するようになりました。子どもの教育
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に力を入れています。 
ここからは与えられた課題に即してお話していきましょう。大塚マスジドの一番の特徴

は、JR 山手線大塚駅から徒歩五分という、交通の便の良さにあります。マスジドは集団礼

拝の場所ではありますが、それと同時に信者にとっては学び、何かがあれば相談できる場

所でもあります。イスラームに関心のある非信者にとっては見学の場所でもあります。で

すから、訪問しやすい場所にあることが大切な要素です。この点で、訪問しやすい駅の近

く、しかも山手線沿線にあることは非常に恵まれた要素であるといえるでしょう。集団礼

拝はもちろんのこと、学ぶためにたくさんのお母さんや女性が来られます。その時にはベ

ビーカーに乗せた小さいお子さんと、さらにもう一人二人こどもを連れて来る方もおりま

すし、マスジドで勉強する子どもだけで来る場合もあります。このため、駅から徒歩五分

という近さはとても大切であるということを、つくづく感じております。マスジドは熱心

な信者にとって、極めて大切な場所であり、出来れば近くに居住したいとみなさん願って

います。現在大塚マスジドの活動が定着するにつれ、近所に転居してきたり、自ら経営す

る会社の事務所をあえて大塚マスジドの近くにおく人々も見られます。しかし大塚マスジ

ドの周辺は商業地域であり、借家が少なく、質の点で選択の幅が非常に狭という問題があ

ります。また家賃も相当高い。ですから郊外から大塚マスジドの近所へ引っ越すことはな

かなか実現しがたいことです。現実には近所のムスリムの居住者は多くはありません。課

題の中に、居住者の暮らしの状況という項目がございますが、近隣居住者、つまり我々の

仲間の暮らし向きについては承知しておりません。ここでは割愛いたします。 
次に我々の活動状況についてお話いたします。都心であることと、交通の便が良いこと

で、金曜礼拝と土曜の勉強会及び夕食会には多くの参加者がおります。その他の活動と人

数については以下の通りであります。金曜礼拝の参加者は、平日ならば約 130 名、休日と

重なった場合は約 200 名です。両イード(イード・アル・フィトルとイード・アル・アドハ

ー)の礼拝には、金曜であっても午前中は休暇を取る人が多く、約 600 名が参加します。屋

上も含め、同時に礼拝できるのは約 250 名ですから、三回に分けて行わなければなりませ

ん。一回目を行っている間に二回目の人びとがつめかけて参りますが、入る場所はありま

せんから、前の道路にあふれ出てしまいます。ラマダーン期間中には毎年クルアーン全章

節を読み上げて礼拝しています。クルアーンの全章節を暗誦している方を 2 名お呼びし、

先導して頂いています。日によって人数は異なりますが、70 名から 40 名が集まります。断

食の期間中はイフタール(断食明けの夕食)を用意します。平日は 30 名、週末は 60 名程が一

緒に食事をとります。土曜日の午後には女性の定例勉強会が行われます。子どもを連れて

参加するお母さんが多いので、廊下や礼拝所に子どもの声が響き渡って、たいそう賑やか

です。日没の礼拝が終わりますと、女性の方は子どもと一緒に夕食をとって適宜帰宅され

ます。男性は日没のマグリブの礼拝後、イシャーの礼拝と勉強会を行います。夕食をとり、

遅い時間に帰宅します。月に一度、土曜日に泊り込んで勉強会を行うグループもあります。

インドネシアの方はインドネシア語で勉強したい。関東周辺に住む人たちは月に一度顔を
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合わせたい。このような思いから企画され、自国の言葉で学び、帰宅時間を心配すること

なくゆっくりと礼拝することができる機会になっています。 
子どものクルアーン暗誦教室もございます。希望に合わせて早朝、午前、午後の教室及

び土曜日のみの教室を用意しています。小さなお子さんは時間を自由に取れますが、送り

迎えの問題、就学児童は学校と重ならない時間の確保にそれぞれ配慮します。小学校高学

年、中学生は土曜のみの教室に通っています。 
義務の礼拝に集まる人数ですが、早朝のファジェルの礼拝は 10 名から 20 名、正午のグ

ループ礼拝は子どもも含めて約 20 名、日没のマグリブの礼拝、夜のイシャーの礼拝はそれ

ぞれ約 20 名です。イスラームの義務である遺体洗浄は容易にできるよう、洗い場を広く作

っており、依頼が多々あります。信者の奉仕活動によって遺体洗浄は円滑に行われます。 
四階建ての建物とは別棟の常設の幼稚園では、10 名近い園児が学んでおります。園児が

マスジドの近くに居住することが理想ですが、先程申し上げたような理由で親御さんが園

児を送り迎えしなければならず、一つの課題といえます。このため園児は 10 名程度しかお

りません。小さな子どもを預けてアルバイトに出るお母さんもおり、保母さんが必要です。

無料の奉仕を行う女性の信者のおかげで幼稚園が成り立っています。 
年に一度秋には、ラマダーンの時期と重ならないよう調整し、二泊三日のタルビーヤ?キ

ャンプを行います。山梨県や神奈川県などのキャンプ場のロッジを使い、家族連れが約 100
名参加します。 

大晦日には子どものクルアーンの朗誦会を開催します。去年は 59 名の子どもが発表しま

した。海外から来客がありますと、彼らの都合が許す限り、マスジドにおいて講演会や勉

強会を開催します。 
入信、結婚では、遠方からいらっしゃる方も多く、急な申し込みであってもできるだけ

対応できるようにしています。年間それぞれ 40 件程かと存じます。 
大学の課外授業の一環として、あるいは社会人教室として見学を受け入れています。事

前の申し込みがあって、10 数名が訪れる見学会が一年に二、三件ございます。 
一番重要だと思われる、地域社会との関係です。南大塚桜祭りには、カレーライスの販

売店を出店し、イスラームに関する資料を配布します。九月下旬に行われる大塚阿波踊り

でもカレーライスを販売し、近所にもお届けします。屋上に干された洗濯物について、景

観が悪いとマンションの上階の居住者から言われましたし、外付けのエアコンを取り付け

た際は、隣の家の窓が近いという苦情もありました。きちんと話し合い、直ちに解決する

よう努めております。両イードの礼拝には 600 名程の参加者があり、前の道路に人があふ

れるとお話しました。苦情があってしかるべき事件が、年に二回起こってしまうわけです。

これについてはあらかじめ警察署に届けており、苦情があっても冷静に対処ができるよう

配慮しております。 
直面する問題として特に大きなものはございません。きちんと運営されています。今後

建て替えにより敷地が広くなることがあれば、電気代がかかるなど、信者からあつまる資
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金だけでまかなえるのかという問題が出てくるかと思います。以上でございます。ありが

とうございました。 
 
小島： 
時間の制約がありますので、次に神奈川エリアからお越しのメイモン･モハッマド・アン

ワル氏より、早速お話を伺いたいと思います。 
 
メイモン：  
アッサラームアレイクム。みなさんこんにちは。神奈川のメイモン･モハッマド・アンワ

ルと申します。みなさまお配りした資料に沿ってお話していきたいと思います。 
神奈川には横浜地区にひとつのムスリム・コミュニティがあります。もう一つは海老名・

相模原地区です。両エリアに一つずつモスクがありますが、私は海老名や相模原地区の状

況はあまり把握しておりません。本日は神奈川東部の川崎・横浜地区及び東京都南部の大

田区、いわゆる京浜地帯についてお話させて頂きたいと思います。 
80 年代には日本の発展とともにたくさんの労働力が必要となり、多くの外国人労働者が

来日しました。その中にパキスタン、バングラデシュ出身者など多くのムスリムもおり、

京浜地帯で労働されました。大田区の小さな町工場にはたくさんのムスリムがおり、毎日

の礼拝は自宅で行っても、金曜の集団礼拝はモスクに集まりたいという切実な思いから、

最初は蒲田地区の大田産業振興会の施設を借りて礼拝をするようになりました。90 年か 91
年のできごとです。川崎や横浜の海沿いの地域から多くのムスリムが集まりました。内陸

の人びとには行きづらい場所だったため、1992 年か 93 年に、横浜の日吉駅の近くに別の

ムサッラーが作られました。96 年には港北ムサッラーもできました。マンションの一室を

借りてムサッラーとしていましたが、部屋が狭いことや近所とのトラブルから、大きなモ

スクを作る必要があると考えるようになりました。その間外国人ムスリムも日本に定着し、

経済的にも豊かになったことから、2006 年 12 月にジャーメマスジド横浜がオープンしま

した。蒲田でも主にバングラデシュの方々がムサッラーを運営しています。横浜マスジド

ができたことで、日吉ムサッラーとム港北ムサッラーが不要になり、大多数のムスリムが

横浜に集うようになりました。そのため、横浜マスジドは地域のムスリム・コミュニティ

の中心になっています。ただ、どうしても来られない方が、蒲田地域のムサッラーを利用

しているのが現状です。 
横浜マスジドは駅から離れており、公共交通の面では若干不便です。しかし、第三京浜

道路の都築インターのすぐ近くですので、車で来る方には非常に便利だといえます。なん

といっても場所が広く二階建ての建物で、二階は 450 人を収容する男性用の礼拝所です。

一階には女性のための礼拝スペース、ウドゥーもできるトイレ、キッチン、子ども達のた

めの勉強部屋があります。 
活動としてはもちろん毎日の五回の礼拝や金曜礼拝を行い、平日と休日では異なります
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が 50 名から 80 名の参加者があります。ラマダーンの間のタラウィー、イフタールでは 100
名程が一堂に会します。できて二年と少しですが、コミュニティの拠点にはなっています。

それ以外の活動として、きちんとした幼稚園の形というわけではないのですが、子ども達

の教育を行っています。金曜日には女性達の勉強会があり、新規ムスリムや子ども達にク

ルアーンを教えています。 
地域との交流としては、昨年地域のお祭りに出店しました。横浜マスジドのある地域は

主に産業地帯ですから、周囲に民家はほとんどありません。初期には地域にできたマスジ

ドが、近所の人びとにはどのような施設か理解できないだろうと思い、彼らや役所、警察

のみなさんをお呼びし、施設の目的などについて説明会を実施させて頂きました。さらに

このような活動が必要かと思います。 
課題については、横浜・神奈川エリアに限らず、日本のムスリム・コミュニティに共通

する課題としてお話させて頂きます。一つ目は、地域ごとにムスリム・コミュニティがそ

れぞれできていますが、それらが主に言語ベースになってしまっていることです。パキス

タンが主に集まるモスクでは、講演会や学者を呼ぶ際、どうしてもウルドゥー語が中心に

なってしまいます。バングラデシュのコミュニティではベンガル語が通じるため、ベンガ

ル語の学者を呼ぶでしょう。横浜マスジドではできるだけそのようなことがないように務

めていますが、日本全体でみるとこうした傾向があると思います。孤立しているように感

じています。ムスリム・コミュニティ同士のネットワークが全くないというわけではあり

ませんが、もう少しお互いの交流が必要ではないでしょうか。 
もう一つは子ども達の教育です。大塚マスジドには幼稚園もできていますが、横浜マス

ジドにはまだありません。他の地域では浦安のマスジドや海老名のマスジドが幼稚園を運

営できるよう努力をしているということです。もう少し統一してカリキュラム作りや、教

材の作成を行う必要があると思います。またそれぞれのマスジドでは、建設に関わった人々

が運営も行っております。日本人ムスリムや次世代の若い人びとがもっと運営に携わり、

活発な活動になればと願っております。日本では欧米のメディアの影響でしょうか、今で

もムスリムに対して偏見があります。ムスリムは宗教的に違っていますが、日本の法律を

守り日本で暮らしている人びとであるというメッセージを伝えたいと思います。特に日本

人ムスリムの数が非常に少ないですから、どうしてもムスリムの集まりは外国人の集まり

に見えてしまい。そこに偏見が生じます。横浜マスジドでは、ラマダーンで多くの人々が

集まった際、通りがかった人が警察に通報するという事件がありました。何かやられた、

何か言われたというのでもないのに、そこにたくさんの外人さんがいるから不安だという、

たったそれだけの理由です。外国人＝変な人びとというイメージを緩和するには、やはり

もっと日本人社会との交流が必要だと思います。 
現在は幼稚園のみですが、将来的にはムスリムのための小中学校を設立できたらと考え

ています。ムスリムのための学校というのは、イスラームの勉強だけではなく、普通のカ

リキュラムを含めてイスラームの環境を与える場であり、次の世代の教育を目指すもので
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す。50 年前のイギリスでは、ムスリムの自己認識について、二世での困難を越え、三世に

なって｢私はイギリス人ムスリムである｣という認識が生まれたと聞いています。イギリス

の例から学び、日本ではもう少し早い時期に、次の世代をムスリムとしてしっかり教育で

きるような施設が必要だと思います。以上です。ありがとうございました。 
 
小島： 
イスラミック・センター・ジャパンを代表して、サリーム・ハーン氏にお話を伺います。 
 
サリーム：  
ビスミッラー･ラフマーニ･ラーヒム。始めは英語で、疲れたら日本語でお話します。 
On behalf of Islamic Center-Japan, It’s Chairman Dr. Salih Ai Samarrai, Board of 

Directors and members we thank all Waseda University people for inviting us to this 
meeting.  Japan have good relations with Muslim countries from Meiji Era as history 
witnesses.  Waseda University have good relations with Muslims, Abdur Rashid 
Ibraheem Turk tatar visited Waseda University before 100 years, and his son studied in 
Waseda University, other Muslim graduated from Waseda University, among them was 
one of Islamic Center-Japan founder, director Dr. Musa Muhammed Omar.  Dr. Salih 
Al-Samarrai informed me that Marhoom Abubakr Morimoto received many important 
documents for his book “Islam in Japan” from Waseda University. 

In 1961, Dr. Salih Al Samarrai with others founded the Muslim Students Association 
I Japan. In 1974, Dr. Salih Al Sammarrai in cooperation with some others laid the 
foundation of Islamic Center-Japan.  It was legally registered (Shukiyo Hojin) with the 
Japanese government in 1980. As a result of the so-called “oil shock” in 1974, many 
Japanese were awakened to the Islamic world and they contacted Islamic Center-Japan 
for more information on Islam. 

Islamic Center-Japan has been one of the pioneering bodies of da’wah movement in 
Japan. Now, Alhamdo-Lillah, Islam has spread to all corners of Japan. 

In the beginning, Islamic Center-Japan provided both moral and material support in 
establishment of mosques, musallas and organizations all over country.  Thus the 
da’wah movement in Japan was built over many years and ICJ played a key role.  
Islamic Center-Japan is presenting Islam to Japanese and looking after Muslim 
matters according to Holy Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad, it’s slogan 
verses from Holy Quran :ビスミッラーヒル・ラフマーンラヒーム（アラビア語の発言が続

くが､省略）。 
ここからは日本語でお話しましょう。どのようにみなさんにイスラームのことを教えて

いるか。様々な場でレクチャーを行い、ダアワやイスラームのことをお話します。「イスラ
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ームの勉強をやって、自分の意志でイスラームに入信してください」と必ずみなさんに言

っています。たくさんの人が来られますが、結婚のための入信はよくありません。喧嘩で

結婚は終わってしまいます。けれどもイスラームは終わらない。このことを話した際、三

人の女性が入信をあきらめました。私はアッラーのためのムスリムです。なるべく多くの

人がイスラームを信じることが望ましい。けれども、夫のための入信であるとして、三人

の女性は帰ってしまわれました。私は泣きました。一週間後に電話があり、「今は本当にア

ッラーのために入信したい」と言うのです。他の女性は一カ月に三回やってきました。最

後には、「本当に心からイスラームに入る」と言いました。 
シャハーダ（信仰告白）も行います（アラビア語の発言が続くが、省略）。「ラーイラー

ハイッラッラーフムハンマドラスールッラー」。イスラームに入信することに強制があって

はなりません。改宗した後は、自分自身でイスラームを守ってください。私達はそのため

に勉強会を行ったり、本を送ったりします。日本語でイスラームの本も出し、ただでプレ

ゼントしました。50 冊ありましたが、今は 8 冊しか残っておりません。ラマダーンの礼拝、

特別講演会、クルアーンの勉強会も行っています。第二、第四土曜日には子ども達のため

のクルアーン教室も開催されます。50 人から 70 人が参加します。イード・アル・フィトル

とイード・アル・アドハーの礼拝も行い、150 人から 200 人が参加します。金曜礼拝につ

いては、東京ジャーミイができる以前は行っていました。ラマダーンの期間中、イフター

ルは日曜日のみで、毎日は行いません。イスラミック・センターは駅から遠く、頻繁には

みなさんが来られないからです。26 日には盛大なイフタールのパーティを行います。日本

語、アラビア語のホームページがあります。警察への連絡もきちんと行っています。NHK
や TBS など各テレビ局でもお話したことがありますし、国際会議にも参加します。ピクニ

ックも行います。以前は三日間でしたが、みなさんの経済状況により短縮され、東松原駅

の近くの湖畔で 150 名以上の参加者があります。バーベキューを行ったりカレーライスを

作り、公園の人々も楽しみにしており、料理を食べに来ます。ムスリムの子ども達は日本

人と一緒にサッカーを楽しみ、友達をつくります。大変楽しみな行事です。世田谷区では

毎年、神道、仏教、キリスト教、イスラーム教など様々な宗教がともに平和のために祈り

をささげます。15 年前から参加し、先日もみなさんと行いました。横浜の墓地にも礼拝に

行きます。墓地の問題を扱い、電話や E メールでイスラームの質問に答えます。 
私は東京ジャーミイや八王子モスク、横浜マスジドの金曜礼拝でイマームをやったこと

もあります。アラビック・イスラミック・インスティチュートのフトバはアラビア語だけ

でなくウルドゥー語で行われ、同じようにイマームを務めました。ハラール・フードに関

するサービスも行っています。日本人にはなかなかわからない問題です。これに関してレ

ポートを出すこともあり、サマライ先生はアラビア語でレポートを書いています。 
将来の計画で重要なのが、学校を設立することです。1990 年に三億五千万の土地を隣に

購入しました。しかしその後困難な時期を迎え、思うような資金を集めることができてお

りません。できるだけ早く開始されるよう、どうぞみなさん祈ってください。 
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最後に、本日の会議に関わった先生並びに学生のみなさま、そして参加者の方々に感謝

申し上げます(英語)。アッサラームアレイクム。ありがとうございました。 
 
小島： 
続いてはイスラミック・サークル・オブ・ジャパンのイシュラット・アリ・ハシミさん

よりお話を伺います。 
 
ハシミ：  
アッサラームアレイクム。 
Islamic circle of Japan has been established with a vision to seek the pleasure of 

Allah by following the guidelines as given by Allah in Quran and his Messenger 
Prophet Mohammed (SWAT) in the daily life and to create a pious and peaceful 
society . 

 
The aqeedah of ICOJ is "lailaha illal lahu Muhamadu rasoolullah" That there is no 

worship worthy but Allah and Prophet Muhammed is his Messenger. 
Every member of ICOJ has strong belief in oneness of Allah,His being the supreme 

authority ,creator of the world. Every member of the ICOJ believes in all the 
messengers sent by almighty Allah on various occasions prior to Prophet Muhammed 
(swat) including Prophet Jesus, Moses, Ibraheem, Zakriya, and all other prophets. 
Every member of ICOJ has strong belief that Prophet Muhammed is the last 
messenger of Allah and that there will be no other prophet after him. 
The belief on Angles of Allah, Life after death, the Day of judgement. 
 
Islamic Circle of Japan (ICOJ) is a non-ethnic, non-sectarian, open to all, independent, 

grass root organization based in Japan working for establishing pious, Allah fearing and 
peaceful society. For more than a decade now ICOJ has been working to spread the 
message of Allah by arranging various Dawah programs, publications, personal 
contacts and other means. Simultaneously its main focus has also been on tarbiyah of 
the members as well as other Muslims in Japan so that Muslims in Japan, who being 
the representatives of Islam here, can reflect a positive and true image of Islam to the 
locals. With a separate department of Taleem-u-Tarbiyah various tarbiyah programs 
are organized besides encouraging the members as well as other Muslims to read, learn 
and understand Islam by reading the Quran & Hadeeth and other Islamic literature. 
 

With the blessings of almighty Allah, a small number of young persons with a thirst 
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to create an Islamic society in Japan and to fulfill their responsibilities towards amar 
bil maroof wa nahiy anel munkar, established Islamic Circle of Japan in 1992. 

History of Islam in Japan is just around a century old only & the Muslim community 
in Japan is very small. Although there have been various efforts by individuals as well 
as collectively to introduce Islam here however the language being a major barrier in 
this part of world and with a small number of immigrants from Muslim countries there 
is need to spread the message of Allah and his Prophet (SAW) with zeal. Since the 
recent past number of immigrants from various Muslim countries has been increasing. 
For these immigrant Muslims in order to represent Islam in its true shape it is required 
that they follow Quran and Sunnah 

ICOJ was thus established with the sole purpose to attain the pleasure of Allah by 
creating a pious society and to follow Quran and Sunnah. Initially few individuals took 
the initiative to carry out Dawah work in Japan collectively and to observe set 
guidelines of Allah (SWT) and Prophet (SAW) in the day to day life. 

With this objective Alhamdulillah Islamic Circle of Japan was established on Oct.11, 
1992. 

ICOJ also works on the other requirements, which are essential for an Islamic society. 
With Japan Mosque Foundation (JMF) as one of its main departments establishment of 
mosques and prayer places has been one of major activities of ICOJ. At present with the 
grace of almighty Allah ICOJ has established five(5) permanent mosques, one each in 
central Tokyo,Chiba, Tochigi ,Ibaraki and Gumma Prefectures. Besides it is managing 
temporary prayer places (in rented apartments) as well as arranging Salatul 
Jumma(Friday prayers) at various other places. In the holy month of Ramzan ICOJ 
arranges for Huffaz to recite Quran in Salatul Taraweeh at various places in Japan 
besides the regular prayer places .ICOJ also takes the responsibilities of arranging Eid 
prayers at various places in Japan. 

With the establishment of a proper Baitulmal, ICOJ allhamdulillah has established 
the system of Zakat as well as Sadaqatulfitar. ICOJ also provides the relief to all 
deserving persons, Muslims as well as non-Muslims as much as possible with its 
meager resources. 

For Burial of dead bodies in accordance of Islamic procedures ICOJ has a separate 
department to look after the related matters. 

Islamic book service provides a variety of Islamic literature, Tafaseer of Quran, books 
of Ahadeeth, Seerah, books on seerah of Sahabah, Islamic books for children in Arabic, 
Urdu, English, and Japanese. 

Under the Islamic Research Academy ICOJ has published various booklets related to 
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basic Islamic teachings as well Introductory books on Islam in local Japanese language. 
Along with Dawah work, the relief and welfare work is one of the important tasks 

which ICOJ has been doing since its establishment. 
 

ICOJ has departments Shahadah, Audio & Video, Book service, Research Academy, 
Publication, Relief & Welfare, Public Relation, Taaleem & Tarbiyah, Bait-ul-mal, Burial, 
Education. 

 
And Japan Mosque foundation has established five mosques; one in Chiba, one in 

Gunma, one in Tochigi, one in Tokyo. like this Hira mosque in Chiba, Quba Mosque in 
Gunma, Babul Islam in Tochigi, and Masijid-E-Abubakar in Mito. 

 
Establishment of a Muslim International school is one of the main projects of ICOJ in 

hand at present. The beginning has been made with the establishment of Hira evening 
school & Quba Evening School at Gyotoku & Tatebayashi respectively. At present two 
evening schools are being run in Gyotoku & Tatebayashi wherby four subjects are 
taught v.i.z Quran, Math., Islamic Studies & English. Alhamdulillah evening schools 
have been successfully running with good number of students at both places.  
 
Organizational structure of ICOJ is one President, Naib Umar and Secretary general. 
 
以上がイスラミック・サークル・オブ・ジャパンの紹介です。先程お話した通り、イス

ラームが日本に入ってからそう長くはありません。百年前から少しずつみなさんの前に姿

を現しつつあります。少しずつ改善されているとは言え、イスラームやムスリム人のイメ

ージはまだ日本のみなさんにとって良いものでありません。課題は多く残されています。

後ほどみなさまとお話したいと思います。ありがとうございました。 
 
小島：ありがとうございました。次に名古屋モスクからお越しの、クレシ・アブドゥル・

ワハブさんよりお話を伺います。 
 
クレシ：  
アッサラームアレイクム。みなさん本当におめでとうございます。彼らのおかげで百年

後にこのような集まりができたこと、心から嬉しく思います。 
昭和 63 年から、隣のレカさんと一緒に色々と努力しております。ムスリムにとって礼拝

の場所がないことは非常に残念なことでした。アッラーのおかげで、みなさんの頑張りの

おかげで、なんとか各地にモスクができました。1998 年に名古屋モスクが開所して以来、
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十年かけて様々なことをやってきましたが、やはり日本人にとってモスクは入りにくい所

です。怖いということもあると思います。どのようにして私達は日本人と仲良くすること

ができるのか。日本人とどのように近くなれるのか。ただ礼拝をするだけなら、どこでも

できるのです。しかしこの国に来た以上は、なんとかして日本人と心を通わせたい。 
名古屋モスクができる際、たくさんの日本人が訪れました。見かけたときには声をかけ

て、中に入ってもらったのですが、ほとんどの人は冊子を取って帰ってしまいます。逃げ

てしまうのです。ムスリムにとって唯一の問題は駐車場に関するものでしたが、十年かけ

てまとまりました。やはり大切なのは日本人へのムスリムのイメージをどのように形成す

るのか、ということです。私達が日本人に対して、イスラームの顔をどのように見せてい

くのか。まだまだ力は足りていません。名古屋モスクとして、やはりモスクを日本人に入

りやすくすることから始めたいと思っています。その中で岐阜のバーブルモスクが生まれ

ました。力を注ぎ込んだのは、ムスリムのためだけではありません。目的は、日本人とど

のように近くなれるのか。喜んで申し上げるのは、多くの日本人が遠方からやってきて、

文化センターで話をして帰ることです。私としてはイスラームを紹介するだけではなく、

どのようにイスラームのイメージを示すことができるのか。ムスリムとノンムスリムを分

けるのではなく、どのように近くなれるのか。これを目的としてやっています。アルハム

ドリッラー、岐阜モスクの開所式には多くの大臣が参加し、ノンムスリムの国の大使館か

らも参加がありました。私達の顔を見たら逃げるのではなく、できるだけ近くなるため何

がどのようにできるのか。それが私の目的です。 
アルハムドリッラー、その目的のために努力を続けていますから、モスクに日本人が訪

れるようになりつつあります。目的のために、私達一人ひとりが、日本人と近しくなろう

と努力を続けなければなりません。また近くなるだけでなく、何かを見せなければならな

いと思います。私としては、｢パキスタン人｣ではなく、｢イスラーム｣が動いているように

感じます。私達を見かけると、｢あ、イスラームの人がいる｣と受け取ってしまうのです。

そうではなく、ムスリムを見たら｢安心だ｣、｢近くなりたい｣、｢話を聞いてみたい｣と思っ

て欲しい。この願いを胸にかなり頑張っておりますが、まだまだ遠い道のりです。けれど

も諦めてはなりません。 
私達名古屋モスクはイスラームの普及より、イスラーム人の顔、イスラームのイメージ

を、みなさんの前に素晴らしく近しい存在として示していきたい。ここでみなさんの話を

聞いていましても、やはりまだムスリムは怖い、離れたい存在であるようです。百年経っ

て、アルハムドリッラー、この場でこのような話ができたことで、早稲田大学やその他の

みなさんのおかげでこれから近くなっていくことはできると思います。嬉しいことに名古

屋モスクが開いたときには、少なくとも日本中から 1400 人がやってきました。今も多く

の人々が訪れます。私が信じているのはイスラームただ一つですが、それを説明すること

より、日本人と近くなることが大切だと思っています。私の友人であるシェル･アフザル・

レカさんが来ております。彼にも話をしてもらえると思いますから、私の話はここで終わ
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ります。ありがとうございました。 
 
レカ： 
アッサラームアレイクム。まず、店田先生、それから小島先生を始め、早稲田大学の方々、

スタッフの方々、研究室の方々、心から感謝します。このような機会を日本で初めて私達

に与えてくださったことは、非常に大切なことだと思います。私達と日本人の間のギャッ

プができるだけ小さくなるように、みなで力を合わせて頑張らなければなりません。最初

に少しジョークをお話したいと思います。私とクレシは同じモスクを代表して参加してお

ります。女の子と男の子の双子の兄弟がありまして、同じ小学校に通っていました。月曜

日に先生が、我が家の猫という題名で作文を書くようにと宿題を出しました。火曜日にな

って先生が宿題を集めて見てみると、双子の作文は全く同じでした。先生は子どもを呼び、

作文が全く同じだと怒りました。すると子どもは｢だって先生、うちに猫は一匹しかいま

せん。同じ猫ですから、同じ作文になって当然です｣と言うのです。ですから、私とクレ

シが話しても、同じことの繰り返しになってしまいます。 
他の代表者の方々の話を聞いていますと、私達名古屋モスクと似たような活動を行って

います。日本でモスクといえば、最初は東京、次は神戸です。モスクのブームが始まる前、

1980 年代の終わりに、私とクレシ兄弟はともに活動を始めました。ゼロからモスクを建て

ることが私達の夢でした。努力を続け、東京でブームが始まる前に、名古屋で初めて自分

達の手によるオリジナルのモスクを設立することができました。それが広がって現在岐阜

にもモスクがございます。地域によりプレハブで作られたモスクもあります。活動は他と

ほとんど変わりませんが、モスクらしい外観をもつのはやはり名古屋モスクです。将来的

な計画として、経済状況があまりよくありませんから、食事など、ホームレスの方々のお

手伝いをしたいと考えています。それから、私からクレシにも提案しましたが、地域の方々

と年に一、二度食事会をしたいと思っています。岐阜や名古屋など、地域の全ての方をお

呼びすることはできませんが、少なくともモスクのある地域の 10 人や 20 人はお呼びして

食事をし、交流を深めるための話し合いができるよう話を進めています。 
その他、他のモスクと同じような問題を私達も抱えています。最大の問題は、名古屋や

岐阜だけでなく、日本のイスラーム社会の全てが抱えるステレオタイプの問題です。残念

なことにその傷は非常に深いものです。日本社会はイスラームについての情報を直接にで

はなく、西側のメディアを通じて間接的に得ています。西側世界と私達イスラームとの関

係は、侵略の歴史があって、ご存じのようによくありません。そのような国のメディアを

通じて入ってくるものですから、イメージを悪化させるばかりです。はっきり申し上げて、

典型的なステレオタイプが日本社会には見えます。残念なことにイスラームと西側諸国の

間には侵略や戦争の歴史があります。しかし日本とイスラーム世界の間にはそのような歴

史は全くございません。にも関わらず、なぜそのような西側のメディアを通じて日本社会

にステレオタイプが育まれてしまったのか、私達には不思議な問題です。1200 年前からヨ
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ーロッパの人々とは付き合いがありますから、お互いによく知っています。日本の場合、

イスラーム世界とは全く交流がありませんでした。それなのに、日本ではメディアによる

ネガティブなプロパガンダが主流です。大きな迷惑です。私達は大きな期待をしていませ

ん。日本は非常にユニークな社会で、一つの民族からなっています。その中に私達はよそ

者としてやってきていますから、文化的な期待はそれほどしていません。しかしステレオ

タイプ、ダイバーシティの問題は少しでも軽減できるように、私達も努力しますし、日本

人のみなさんも西側の宣伝に乗らずに、私達を直接見て、あるいはイスラームを勉強して

頂きたいと思います。ギャップを埋められるよう、お互いに頑張りましょう。 
私達の子どもも、学校で同じような思いをしています。私はアフガニスタンの人間です。

2001 年に同時多発テロが起こった際、まだ小学校五年生だった私の子どもは、転校先でテ

ロリストだと言われ、毎日泣いて帰ってきました。何度先生に説明しても、ムスリムはみ

なテロリストだという気持ちは変わりませんでした。イスラーム＝テロリストではなく、

あくまでも政治家が利用した結果です。イスラームは平和という意味です。このような状

況を変えることができるよう、みなで努力しましょう。私の話は以上です。 
 
小島： 
次は新居浜モスクの浜中さんお願いします。 
 
浜中： 
お話を聞いていますと、正直申し上げて、四国からやってきた私などがここでお話する

のは気が引けるような気がいたします。代表者の方々のお話に聴き惚れてしまって、ほと

んど言いたい内容も出尽くした気がいたします。事前にメモを作成しましたが、意味がな

いなあと頭が真っ白になっています。とりあえず四国の状況をみなさんにお伝えしたいと

思います。関東や東海などの地域は、外国人の労働者がたくさん来ていてムスリムも多く、

マスジッドができるのは時間の問題であるでしょう。四国は外国人労働者もムスリムも非

常に少ない場所です。だけれども四国には四つものマスジッドがあります。それぞれのマ

スジッドの位置について、四国の地理関係とともに説明していきたいと思います。設立さ

れた順番に紹介していくと、最初は松山です。1981 年にマレーシアの留学生が中心となっ

て設立されました。当時の留学生の数は四、五人でしたが、愛媛大学の農学部の学生が中

心となり、土曜日の晩に定期的に『ウスラ』学習会を開こうと集まったのが始まりでした。

1994 年、留学生の数が増加し、MICC という団体を創設し、賃貸でムサッラーを作って

おります。ウスラという学習会は良いときも悪いときもあって、ずっと継続しています。

毎年一度選挙を行い、代表者が一年の行事予定を発表しますので、代表者次第でその年の

活動は全く異なります。非常に熱心な代表者のときには私達も呼ばれて一緒に活動したり、

県内のムスリムの情報を集めたりしますが、年によっては全く声をかけてくれないことも

あります。どのようなメンバーで構成されているかといいますと、留学生とその家族で合
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計約 50 名から 100 名です。それから 10 名程の日本人と、この地域に住んでいる主にイン

ドネシア人の外国人労働者が、トータルで 30 名程だと思います。 
ここで、ムサッラーとマスジッドに違いを説明していきます。本日の私の話では、ムサ

ッラーというのは賃貸です。消滅したり移動したりします。マスジッドは、既に購入し、

定着している礼拝所のことを指します。 
次に 2001 年 11 月、パキスタン人中古車業者の倉庫をムサッラーとして使用し始めたこ

とから高松ムサッラーが始まりました。しかしこの業者が移転することになり、倉庫も一

度手放さなくてはならなくなりました。ムサッラーは消滅してしまいましたが、ジュムア

の礼拝には必ず集まっていたものですから、金曜日のみ、その業者の事務所を借りて礼拝

を続けています。15 名から 20 名の参加者があるようです。高松の構成メンバーはパキス

タン人の中古車業者が中心で、その家族も含めると 20 名から 30 名です。十数名の日本人

と、10 名ほどの外国人留学生、アラブ人、インドネシア人の外国人労働者がいます。ただ

しインドネシア人は香川県内の町工場にいますが、なかなか連絡がつかず、このメンバー

の中にはあまり入っておりません。 
続きまして、新居浜マスジッドです。2003 年に店舗を建てる際、一階を店舗、二階をマ

スジッドとして建設しました。マスジッドと言うのですから、購入しており、移動するこ

とはありません。日本人 10 名ほどと、新居浜高専のマレーシア人留学生 10 名、インドネ

シア人労働者と家族の大体 150 名ほどで構成されています。 
次に徳島モスクです。2008 年 3 月に開所した最も新しいモスクです。徳島大学から徒

歩三分ほどの町工場に土地を購入しました。2009 年 1 月、先月のことですが、内装工事

も完了し、非常に美しいマスジッドができております。ムサッラーではなく、みんながお

金を出し合って購入したマスジッドです。構成メンバーは徳島大学医学部の留学生が中心

です。徳島モスクは一日五回の礼拝をきちんと行っています。医学部キュンパスからわず

か徒歩三分の位置にありますから、朝昼晩五回の礼拝で、それぞれ大体 10 名以上の参加

があります。イシャーの礼拝の後に勉強会を約一時間行うなど、非常に活動的なマスジッ

ドです。留学生とその家族で 20 名から 30 名、外国人労働者、日本人が 10 名弱で構成さ

れております。 
四国は今もお話したように、人数はそれほど多くはありません。器が先にできて、これ

からどうしようかという状態にあります。歴史を見て見ますと、四国の特徴として、1980
年頃徳島にハーリド学院というのがありました。日本人ムスリムが 10 名以上いたと書か

れています。しかしその後、今も日本人ムスリムが若干残っているとは思いますが、徳島

マスジッドとはつながっていません。徳島マスジッドは留学生の手によるものです。その

ため、これから日本人ムスリムの発掘をしていかなければならない状況にあります。 
松山は先ほど申し上げたように 1981 年開始ですから、ムスリムが少ないのにも関わら

ず早い段階から活動してきたといえます。 
びっくりするようなニュースをお話します。先ほど新居浜マスジッドのインドネシア人
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労働者は約 150 名だとご説明しましたが、最近の経済状況の悪化で失職し、30 名まで減

少しています。120 名が国に帰らざるを得なくなり、200 名近かったメンバーが今 50 名ほ

どに減ってしまいました。他の地域のマスジッドも、同じようなことがあるのではないか

と思っております。日本人でも削減されている状況ですから、各マスジッドでも非常に大

きな問題になっているのではないでしょうか。 
後ほどテーマ・セッションの中でまたお話させて頂きます。内容がなく、申し訳ありま

せん。ありがとうございました。 
 

小島： 
代表者の方としては最後になります。戸田モスクのライース･スィディキさん、よろしくお

願いします。 
 
ライース・スィディキ： 
アッサラームアレイコム。小島先生、店田先生、本当にありがとうございます。100 年ぶ

りにこういった会議を開いてくださり、心から感謝申し上げます。私の地域のムスリムに

ついてお話したいと思います。昭和 58 年まで東京ジャーミー（東京回教寺院）がありまし

た。私の地域の人たちは自分の家で礼拝をしていました。80 年代のはじめから、日本のバ

ブル経済を受け、パキスタン、バングラデシュ、イランといった国々から、労働者がやっ

てくるようになりました。そのため、埼玉県にも 3000 人ほどのムスリムが暮らしており、

彼らの多くは川口、西川口、蕨といった地域で働いていました。東京ジャーミーが昭和 58
年の 12 月 31 日に閉まるまでは、あそこ（川口、西川口、蕨）の人たちは金曜礼拝の際は

東京ジャーミーに来ていました。しかし、東京回教寺院が閉まってから、モスクを作ろう

という声が出てくるようになりました。まず金曜礼拝を始めようということになり、みん

なで話し合った結果、戸田市役所で部屋を借りることになりました。私が東京から呼ばれ

てイマームになりました。さらにその後、モスクを作ろうという運動が始まりました。モ

スク建設のための資金集めを行った結果、15，6 年かけてだいたい 650 万円を貯めること

ができました。それで土地を買おうということになったのですが、650 万とか 700 万とい

った資金では、土地は全然買えないだろうとういうことで、ともかく何とかしよう、そう

いう運動をした結果、平成 11 年に土地を購入し、戸田モスクを設立しました。私たちは今、

イスラミック・ソサイエティ・オブ・ジャパンで宗教法人に登録しようとしています。モ

スクの正式な名前はマディーナマスジド戸田です。 
モスクができた時は、埼玉に 3000 人ほどのムスリムが住んでいましたが、今は 1000 人

しかいません。この背景には、日本の不景気などで、ムスリム労働者が日本の工場で働け

なくなったということがあります。工場での仕事を失い、どうするかみんなで考えた結果、

車の商売を始めようということになりました。その後、ロシア向けの中古車輸出ブームが

到来し、多くのムスリムが富山、新潟、八潮などの地域に引っ越してしまいました。その
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結果、今では埼玉には 1000 人ほどのムスリムしかいません。 
平日にはだいたい大体120名ほどが、金曜日には大体200名ほどがモスクに集まります。

平日のファジルとイシャーには 20 名から 30 名が集まっています。土曜日の勉強会では、

心から大きい声でアッラーを呼ぶ、アッラーを言う、というズィクルをやっています。ま

たラマダンには、ハーフィズが１人か２人来て、夜の礼拝をやっていますが、みなさんと

違い、ラマダンの 1 カ月には、毎日エフタールの時と夜の礼拝が終わってから食事も出し

ています。ですので、みなさんどうぞいらして下さい。だいたい 80 名から 100 名に食事を

2 回出しています。また、みなさんと違うことは、私たちにはスペースがあります。モスク

は 91 坪の土地にあり、4 階建てです。700 から 800 平米の広さがあります。ですので、場

所はかなりあります。下の 300 平米がモスクになっています。また２階、３階には、（ベル

が鳴り）そんなに経った？20 分は欲しかったのですが・・・。 
次に周りとの関係についてですが、戸田でムスリムが多くずっと礼拝をしてきました。

だから、みなさんと違って周りの人たちはイスラームがどういうものか知っていました。

だから苦情はたまにしか出ません。その反対に、モスクでは夜にクルアーンを大きい声で

読むのですが、周りの人たちは家の中にいて、そのクルアーンを聞いています。一つの例

としてお話したいのですが、ガンを患ったお年寄りがモスクの近くに住んでいました。そ

の弟さんから聞いたのですが、その方は病院から、よく弟さんの所に来ていたそうです。

というのも、クルアーンを聞くと病気の苦しみがいくらか楽になったからだそうです。 
私たちのモスクは大きな通りに面していて、反対側にガソリンスタンドがあるのですが、

そのガソリンスタンドのオーナー以外との関係は悪くないです。そのガソリンスタンドの

オーナーは、ここにモスクができたから、自分たちの土地の値段が下がったのではないか

と思っているようですが、本当はそうではありません。日本全国で土地の値段が下がって

いるから仕方がないのです。 
将来についてですが、問題はそれほど多くないのですが、将来は子供のためのインター

ナショナルスクールと老人ホームを作りたいと考えています。老人ホームはモスクの中で

はとてもできませんが、近くに土地を買って、そこに作りたいと思っています。今でも、

スペースがあるので、ムスリムでなくても、住むところや食べるものがない人はどうぞい

らして下さい。これはひとつの宣伝です。他のモスクに行った人も、戸田モスクに行って

くださいと言われるそうで、われわれが受け入れています。パキスタンやバングラデシュ

から来日した人も、まっすぐに戸田モスクに来ます。 
その他に私が言いたいことは、イスラームは平和のメッセージ、愛のメッセージ、また

許容のメッセージであるということです。そして、このイスラームというのは我々のもの

ではありません。それは、アッラーのもの、アッラーが与えたイスラームなのです。そし

て、イスラームというのはクルアーンです。ムスリムは、ただそれを持っているだけなの

です。このメッセージは世界中の人たちのためのものです。アッラーがみなさんに呼びか

けているのです。だから私は相互理解のメッセージ、尊敬のメッセージを、愛のメッセー
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ジ、平和のメッセージとしてこのメッセージを日本の学者たちに、または先生たちに、研

究してもらいたいと思います。早稲田大学が１００年も昔にイスラームの講演を行ったと

いうのは、イスラームと縁があったからこそできたことだと思います。だから今日も、100
年ぶりにこういった会議を開いているのです。私が早稲田の先生たちにお願いしたいのは、

このメッセージをよく研究して、生徒さんと、または日本のみなさんと、先ほど名古屋の

クレシさんがおっしゃったように、私がこのような格好で喋るよりも、先生たちが本当の

このメッセージを持っていれば、関心のある人たちは必ずついてきます。だからわたしが

お願いしたいのは、イスラームをよく研究してください。少なくとも、イスラームに入信

させることではなく、イスラームについて知らせることが一番大事なのです。知らせれば、

人々は必ずイスラームに入ってきます。以上です。 
 
小島： 
ありがとうございました。時間が迫っておりますので、引き続き樋口先生から日本人ム

スリムの状況についてお話をいただきます。 
 
樋口：  
アッサラームアレイコム。この後、アスルの礼拝にかかってきますので、10 分で終わる

ようにしたいと思います。 
今日はお招き頂いてどうもありがとうございます。私に与えられたテーマは「概況」とい

うことですけれども、今皆様方がお話されたことが、日本の中のイスラームの概況だろう

と思いますので、また時間の制約もありますので、今日は別のタイトル「日本人ムスリム

のアイデンティティー」について話したいと思います。「日本人ムスリム」ですので、ここ

におられる外国人の方にとってはテーマが外れるかと思いますが。自己紹介も兼ねますが、

私は 1963 年、今から 45 年前、ですから皆さんのほとんどが生まれるに入信しています。

その当時のこともお話したいのですが、時間の制約もありますので、控えさせていただき

ます。 
私は大学を卒業した後、アラビア語を勉強しました。それが縁でムスリムに導かれ、ア

ズハル大学に 2 年半ほど留学しました。勉強といっても、私の場合は楽しんできたという

ことで、アラビア語を少し覚えた位です。ただアズハル大学の学生寮で過ごした 2 年半、

その寮には約 3000 人、75 カ国ぐらいの人がいましたが、その生活が、今の私の信仰の源

泉だろうと思っています。その後、私は日本航空に入社しました。当時中東ブームが巻き

起こりまして、イラクに 3 年、サウジアラビアに 4 年、そしてエジプトも含めて 13 年ほど

海外で生活しました。 
日本ムスリム協会との関係は、入信後すぐ入会して以来、45 年経った現在も会員です。

メンバーからはじまって、理事になって副会長になって、そして会長を 12 年間務めさせて

いただきました。ここにいる古い方とはずいぶんお付き合いがあります。 
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そんなことで自己紹介になりましたけれど、現在は日本の宗教者との対話、そういった

ことで時間を潰すことが多いです。これは自己宣伝にもなりますが、法華経の方から、宗

教を学ぶとき、「知る」、「わかる」、「できる」を意識しながら整理すると、教義が理解でき

ますよという言葉を聞きました。そこで、私も少し振り返ってみると、われわれが長老な

んですね。日本人にも古い方はいらっしゃいますが、実際は我々が日本人ムスリムの中で

は長老なわけです。貧しい長老ですけれども。「知る」とは教えの内容を勉強すること、「わ

かる」とはその学んだ教えを自分の信仰としてどう受け止めるかということ、「できる」と

は、理解し明確にしたことをどのように実践するかということです。 
人間、人生に限りがあります。それで思い立って、1 年半前に、『日本人ムスリムとして

生きる』という本を出版させていただきました。宣伝になりますが、ここに私のこれまで

のことを、ムスリムとしての体験を、思いを書いてあります。その中でやはり、日本人ム

スリムのアイデンティティーは何なのだろうかということを常に思いました。やっぱりア

イデンティティーは揺れるんです。ではアイデンティティーとは何なのか。自己の存在証

明、あるいは生きている証、自己の認識、帰属意識、そういった意味があります。それで

は私の自己の存在証明とは何なのかということになるわけですが、日本ムスリムの社会の

現状からしますと、私が入信した 1960 年代に比べて違うのは、非常に多様化しているとい

うことです。われわれの頃は画一的で、ムスリムといえば、戦前戦中生きた方々と、あと

は大学を卒業したばかりの海外をめざす若者で、その頃外国人は 2000 人しかいませんでし

た。日本人ムスリムが 3000 人と言われていた頃です。そういうことからして、ある意味で

は画一的でした。 
それが今は非常に多様性がある。その多様性の背景には、やはり、ご存じのように、イ

スラーム諸国の地位も非常に上がって、日本の経済発展により、人的交流、文化交流、経

済交流が深まり、そこに国際結婚が増えてきていることがあります。国際結婚でムスリム

になる方は非常に多いわけですが、その国際結婚の相手がここにおられるように、パキス

タン、バングラデシュ、アフガニスタン、インドネシアからアラブ諸国までいろいろある

わけです。そういうことからして、非常に多様性がある。それで、誤解していただきたく

ないのですが、私がお話しているのは、日本人ムスリムについてであるということです。 
私は企業で働くムスリムでした。企業は比較的外人に対しては甘いのですが、日本人に

対しては非常に厳しいんですね。ご存じのように、日本の企業というのは厳しさの中に、

一種の企業の戒律とも言うべきものをもっています。例えば、時間の厳守、競争原理、効

率性、生産性、目的の達成、こういったものがある意味では戒律なわけですね。そのなか

で連帯意識、企業連帯意識を持つ。私が思ったのは、この企業の連帯意識が、かつてのア

ザビーヤ、部族連帯意識に似ていのではないかということです。この戒律を破ったものは、

個人にしろ、法人、会社にしろ、業界から消えていく運命にあります。ですから、会社の

人間である以上、上司、同僚、部下は運命共同体であるわけです。実態は厳しいもので、1
年に 1 回業績評価があります。それによって自分の地位も決まり、自分のサラリーも決ま
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るわけです。これはイスラームにおいて大事な家庭に非常に影響するものです。男は外に

出て、一生懸命稼いでくる、これはイスラームにおいて男の使命、非常に重い使命である

わけですが、私が思ったのは、ムスリムの評価というのはイスラームの評価だろうという

ことです。ですから私は絶対に、「あいつはムスリムだから駄目だ」とは言われたくないと

思いました。もし私の評価が他の人間より悪く、「ほら見ろ、仕事の時間に礼拝したり、断

食したり、宗教をやっている人間はそんなもんだよ」というような噂がたったら、イスラ

ームの布教はできないと思います。私は数千人の社員のなかで、たった一人のムスリムで

した。そういった厳しい環境のなかで、マイノリティーというのがいかに厳しいものであ

ったかというのは、マジョリティーの側にいる人にはわからないと思います。 
数年前に、藤原正彦先生が書いた『国家の品格』という本があります。ミリオンセラー

となり、評判になった本ですけれども、私もそれを興味深く読ませていただきました。こ

のなかで、藤原正彦先生は、人間には一定の精神のかたち、道徳が必要だ、と述べられて

います。私もこの本を読みながら、ムスリムの品格とは何なのだろう、と思いました。会

社の中で同僚と付き合う生活の中で、品格は非常に重要視されると思います。日本人の品

格は、鎌倉時代の武士道によって育まれ、イスラームの品格はスンナによって育まれたわ

けですが、その人格、道徳が非常に似ています。ですから、我々は友人との付き合いの中

で、イスラームの品格を持って付き合えば、何も引け目を感じることはない、と思いまし

た。時間がないので飛ばしますが。 
それではアイデンティティーを意識する時とは何なのか。私が思うに、やっぱり仕事か

宗教か、ということではなく、仕事と宗教だと思います。これを両立させて、調和させる、

これが非常に大事だろうと思うんですね。自分がムスリム、日本人ムスリムだと一番意識

するのは、礼拝の時と、断食の時、その実践ですね。それと日本社会では欠かせない、酒、

豚の忌避と服装の問題があるかと思います。自分の信仰生活を守る、これは非常に大切な

ことだと思いますが、これに傾きすぎると、他人との間に壁を作ってしまいます。この壁

というのは、絶対に作ってはいけないと思います。どちらかというと、ムスリムの中には

自閉症になって、壁を作って、自分の中で、自分と神様のことだけを考えている人がいる

かと思いますが、これでは日本の社会の中では認められないと思います。やはり生活の基

盤、これがなければ布教も何もできないと思います。ですから、仕事にだけではなくて、

宗教といかに調和するか、それで生活の基礎を固めることが大切だと思います。ハディー

スですが、「この宗教は堅固である、柔軟さで信仰せよ。驢馬を急がせるものは、目的地に

も至らず、驢馬をも死なせることであろう」とあります。これは、湾岸の学者である、ア

ブドゥラ・アブイッラーさんの書いた『イスラーム』という本なのですが、これは私の友

人の近藤公隆君が翻訳した本です。これを最後に私のスピーチを終わらせたいと思います。

ありがとうございました。 
 
小島： 
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どうもありがとうございました。たびたびベルを鳴らして申し訳ないです。それでは休

憩に入ります。 
 
店田： 
ウドゥーの場所は、出て左側の給湯室となっています。礼拝室は 301 号室です。休憩時

間は 15 時 25 分までとします。それから 303 号室のほうにお茶・コーヒーなどが用意され

ています。また、ハラールのお菓子もご用意していますので、そちらもご賞味下さい。イ

ンド産の、我々にとってはおいしいかどうかわからないのですが、そういったお菓子も用

意してあります。それでは 25 分にまたよろしくお願いします。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
テーマ･セッション 
 
アキール・スィディキ：  
私は 63 年に学生として日本に来たのですが、参考になると思いますので、その時をちょ

っと振り返ってみたいと思います。63 年に私は学生として日本に来たわけですが、その時

は、モスクは 2 つ、神戸モスクと東京モスクだけでした。もちろんイスラームのことはあ

まり知られていませんでした。ムスリムも非常に少数で、大学生、会社の駐在員、パキス

タン人やイラン人、そういう人たちぐらいだったので、イスラームに対する知識は少なく、

食べ物にすごく困る時代でした。ハラール、ハラ―ム、・・・何ヶ月間かはパンと卵のみで

生活しました。それでも、後になって大変なことをしてしまったとわかりました。という

のは乳化剤というものがあって、どのパンにも入っています。しかし、当時は乳化剤に関

する知識がなくて、食べていました。今は食べることはできません。そういうことはあり

ましたけれども、その時のことを思い出すと、「礼拝したら、みんなどう思うだろうか。駅

でしたら、学校でしたら」と、とても気にしていたんですね。だから、まとめて家でやっ

たりしていました。私もその時はあまり真剣なイスラームへの信仰心がありませんでした

が、それでもやっぱり気をつけていました。そしてそれから 30 年、40 年になりますけれど

も、随分変わってきました。モスクもたくさんできましたし、ハラールフードショップも

たくさんできました。イスラームに関する知識も増えました。 
今、すごくいいことは、どこでも礼拝ができるということです。気にすることも、心配

することもありません。私自身は、どこかに電車で行っている時でも、どこかの駅で止ま

ったら、そこで礼拝します。デパートでも、店でも礼拝する、という気持ちになっている

わけです。私の友達と一緒に仕事の関係で行くと、「今礼拝の時間ですよね」と思い出させ

てくれるんですよ。「私たちはコーヒー飲んでいますから、礼拝してきて下さい」と。そう

いう時期になってきたということは、みなさんのイスラームに対する意識、またアッラー

アクバルの（以下、不詳）があると思うんですよね。ですから、今でも礼拝しにくいとい
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う方はいるんですけれども、心の問題ではないでしょうか。逆に、日本の方が思い出させ

てくれる、「今礼拝の時間ですよ」と教えてくれる時期になってきたということです。モス

クもたくさん増えてきました。 
ですから今後は、今みなさんがおっしゃっていたように、教育の問題を私は心配してい

ます。小学校、それから中学校、高等学校への進学の問題が出てきますけど、その時は早

稲田大学のような心のよい先生たちに恵まれて、さっきの話にもありましたが、日本の方

が率先してイスラームを紹介して頂くと教育問題も解決に近づけられる。私たちが鬚をは

やして行くと、テロリストといってすぐに間違われるし、離れようという気持ちになるの

で、日本人の方にお願いしたいと思います。イスラームを知るようになんとか努力してく

ださい。イスラームというのは平和の宗教なのです。これは実際に平和の宗教です、今は

テロリストなどと言われますが、それとかけ離れたものなのです。今はイメージが完全崩

れていますから、その崩れたイメージをまとめて、私たちの手伝い、助けをしてください。

ありがとうございました。 
 
小島： 
ありがとうございました。代表の方で、話し足りない方、5 分程度なら可能ですが。 
 
ライース・スィディキ： 
先ほどの話に続きなのですが、私が皆さんに言いたいのは、実はイスラームというのは

アラビアの言葉であって、意味は平和、Peace、であるということです。まず、その前に話

したいのですが、私は 17 年間パキスタン人協会の代表をしてきました。その間に、新聞、

メディアに出ていたので、警視庁、法務省、外務省と話したり、議論したりすることがあ

りました。その中で、彼らが一番心配していたことは、日本でテロが起きるのではないか

ということでした。特に 9.11 の後に、日本でテロが起きたらどうしますか、どうなってし

まいますかと、テロが起きるのではないかと非常に心配していました。私がいつも話した

のは、日本でテロは起きないということです。絶対に起きません。「保証しますか」。私が

保証します。「もし起きたらどうなりますか」。いや、起きません。そういう会話がいつも

行われていました。どうして日本でテロが起きないかというと、日本とイスラームは何も

敵対する部分がないということです。例えば、第 2 次世界大戦の時も、その前にも、日本

とイスラームとの間に対立することは何もありませんでした。戦争になるようなことは起

きてないし、第二次世界大戦で、アメリカが日本に原爆を投下した時、当時多くのムスリ

ムがいたインドのコミュニティを始め、サウジアラビアを含めたイスラーム社会が日本を

サポートしたんですね。そして、日本がそういう酷い目にあったのは、残念なことだった

とずっと思ってきたのです。だから日本では絶対テロは起きない。でも一番怖がっている

のは日本ですね。ここでテロが起きるのではないかと。でも絶対起きません。（9.11 の後の）

この 8 年間何も起きてないですし、これからもないと思います。それはなぜならイスラー
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ムと日本が近づいているからです。お互いに、ある程度の理解があります。それと、私が

日本に対して、日本の教授たちに言いたいのは、クルアーンというのはムスリムがつくっ

たものではないのです。クルアーンというのはアッラーが与えたもの、預言者ムハンマド

がつくってものでもないのです。預言者ムハンマドも「これは私の言葉ではない、私に天

使がもってきた、そしてそれを私がそのまま伝えます」と述べています。そういうメッセ

ージなので、日本のため、西、東、北、南、すべての人のためのメッセージなのです。で

すので、できれば早稲田大学で先生たちの力で、研究する、そういう部門を作ってもらい

たいのです。クルアーンを研究する場所ができれば、クルアーンがどういうものかわかり

ます。これがはじめて日本語に訳されたクルアーンで、何十年も前に始めてアブバカル森

本先生が翻訳しました。あっ間違えました、オマル三田先生がこれを訳したんですね。だ

からこれをもっと読んでもらいたい、研究する部門を作ってもらいたい。以上です。 
 
小島： 
ありがとうございました。それでは永井さん、よろしくお願いします。 

 
永井： 
みなさんのお話を聞いて、外国人だから逃げ行ってしまうというお話がありました。そ

こで、Niametullah さんのことをみなさんに思い出してもらいたいと思います。この間代々

木公園で、ガザの人たちのためにみんなで礼拝を行いました。あの時ネーマトラさんは、

やっぱりポケットに幸せのカード入れて持ってこられました。それだけではございません。

重たいパンフレットを提げてもって来られました。遠巻きに日本人のかたが居られたんで

すけれども、その方たちにネーマトラさんが配り始めると、みんなが寄ってくるんですよ。

要するに、私からみなさんに差し上げるのは簡単なんですが、みなさんやっぱり、ネーマ

トラさんからもらいたいんですね。寄ってくるのです。みなさんでネーマトラさんを思い

出して、ネーマトラさんになってくださいよ。それを目標にしてもらいたい、そうすれば

逃げて行きません、寄ってきますよ。以上です。 
 
サリーム： 
東京モスクを閉めた後で、一の割モスクを作りました。私もそこに入っていて、イブラ

ヒーム大久保さんと不動産屋に話をしにいきました。「今度モスクを作りますが、周りはみ

んな日本人の家です」と、反対がないかどうか聞きました。不動産屋は「日本人は宗教に

反対していない」と言いました。ゴミの日に気をつけること、夜に礼拝やスピーチなどで

大きな声を出さないことを守るように言われ、これを守るのであれば、モスクを作っても

構いわないと言われました。また八王子のモスクについての話もあります。八王子モスク

は、完成した後、一番私が金曜礼拝のイマームを務めたモスクなのですが、そこは隣人が

大変反対しました。仏教を熱心に信仰している日本人でした。彼は車がくると、すぐに電
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話して警察を呼びました。そこで、私と奥さんは相談に行きました。奥さんは日本人のム

スリムです。1983 年に結婚しました。彼女は結婚する前からムスリムでした。奥さんは「あ

なたたちは日本人のやり方を知らない。はじめに隣の人と、前の人と、後ろの人にお土産

を持って挨拶にいきなさい」と言いました。その時サウジアラビア大使館員と一緒でした

が、その人は「すいませんが、そんなお金はありません」と言われました。そこで、わた

しは、自分でお土産を買って行き、隣人に「これから私が金曜日の礼拝でイマームを務め

ます」と話しました。日本では、お土産はそんなに高いものでなくていいと聞いていたの

で、煎餅をもっていきました。その次の週に、先ほどの隣人は「先生、次は私の家の前に(車
を)停めてください」と言いました。これはとても大事なことですね。今、私は日本人と、

杉並区の一軒家に住んでいます。周りはみんな日本人です。私が博士号を取った時、ムス

リムの仲間がカラチラストランに集まってくれました。しかし、私は、「近所の人にも招待

しないと寂しいですよ」と言いました。「たぶん来ないと思いますよ」と奥さんは言いまし

たが、一度食事に招待しなければならないと思っていたので、私の責任で呼びかけてみま

した。すると、みんな喜んでカラチレストランにやってきました。一度、同じ日本人の方

の、おばあさんが病気になったのですが、夜はもう車がありませんでした。日本人に頼ま

ずに、私のところに来て、「先生お願いします、お母さんを病院に連れて行けますか」と言

いました。私はすぐに連れていきました。 
私は中央大学でアラビア語を教えています。今では、日本のマスメディアの影響でイス

ラームのイメージは 5 回の礼拝、豚肉を食べない、アルコールを飲まない、それだけがイ

メージになっています。イスラームでは両親をリスペクトしなければならないということ

を言っています。また、預言者ムハンマドが、「誰を一番大事にしなければならないか」と

尋ねられた時、あなたの母親であると 3 回も言っています。日本人は「私のお母さんはイ

スラーム教徒ではないです」と言うかもしれません。しかし、預言者ムハンマドはイスラ

ームのことをすべて教えています。たとえ両親がイスラームを信仰していなくても、両親

を尊敬し、親切にし、大切にしなければならないと言いました。それを日本人に伝えなけ

ればなりません。 
ある日本人が亡くなって、2000～3000 万円を私の葬式のために使ってくださいとの遺言

を残しました。これに男の人は反対し、女の人は賛成しました。奥さんはこれについてど

うすべきか私に聞きました。例えば、私が全財産をイスラミックセンターに財産を寄付す

るとの遺言を残したとします。しかし、イスラームではこれはできないのです。預言者ム

ハンマドの話の中に例があります。全財産の 30％のみその使途を決める権利はありますが、

残りは子供たちや他の人のものになります。イスラームは小さなことから大きなものまで

全部決めています。それを守れば、私たちも、私たちの隣の人も幸せになります。 
最後にひとつ言います。預言者ムハンマドはハディースの中で「天使ジブリールはいつ

でも私のところに来て、『隣の人に気を付けてください。もしイスラームがなくなったら、

隣の人がお金や家を持っていってしまう』と忠告する」と言っています。 
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日本人は細かいことを見ています。一回この服を(クリーニングに)出しに行ったんですね。

するとおばあさんが「先生ですか」といいました。私は初めて来たのにどうして知ってい

るのかと思いました。すると、おばあさんは「あなたのこと知っています。月曜はイスラ

ミックセンターに行って、そのあと（中古車）オークションにいってこれ買って。全部知

っています」と言いました。 
15 年前日本人の女の人とアラブイスラミックセンターで働いたことがありました。彼女

は私たちの杉並区にきました。その時、みんなが、「一人、インド人でイスラーム教徒の人

がここに住んでいます」と言いました。彼女はサリームさんじゃないですかねと思いまし

た。ちょうどその時、私が出てきました。そこに私の名前は書いてありません。日本人は

いいことをやれば絶対忘れません。私たちは日本の若い人たちにイスラームを教えていか

なければなりません。 
 
メイモン：  
最初に言わなければならなかったのですが、こういった機会を作っていただき本当にあ

りがとうございます。全国のモスクの代表者を集めて、いろいろな話をするということは、

ある意味では私たちイスラーム団体がやらなければならない仕事です。ただ、日本社会と

の共存、共生のためという意味では、早稲田大学でやっていただいたことは非常に重要か

と思います。先ほどからみなさんのお話にありますように、また私自身も（スピーチの中

で）言ったのですが、日本社会とイスラームとの交流が問題となっています。日本社会に

おいてもいろんな例があるのですが、先ほどサリームさんがおっしゃったように、不動産

屋や日本人はイスラームに反対していない、という例もあるし、宗教のためだったら絶対

貸せないという場合、また、まず外国人対しては貸したくない、そして宗教のためなら尚

更貸したくない、売りたくない、というケースもあるわけです。ですから、それを改善す

るためにはどうすればいいかを考えるにしても、特殊なことから普遍的なことまでいろい

ろあるわけです。日本社会全体の問題、メディアが西側のフィルターを通さないで、直接

イスラーム世界からイスラームの情報を入手するということもあるのですが、やはり、我々

一人一人も個別的な行動に気をつけなければならないと思います。 
先ほどサリームさんの話にもあったように、日本人は我々のことを見ています。われわ

れ外国人はただでさえ目立っているのですが、それに宗教活動などをしていたならば、さ

らに目立つわけです。やはり、個人的にいいことをしていると、周りの人には話が行くん

ですね。ですから一人一人の行動も非常に大事です。しかし、それと同時に、次の世代の

教育をどうすればいいかというのが、みなさんの社会の課題だと思います。樋口先生の話

にあったように、日本人ムスリムのアイデンティティー(樋口先生はご自身が入信されたの

でそれが問題になったわけですが)、の問題もあります。日本で生まれた子どもたち、特に

ハーフ、最近ではダブルといいますが、どちらかの親がパキスタン、バングラデシュ、ア

ラブなどですが、彼らはそこの文化も学ぶのですが、日本の学校の影響というものが非常
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に強く受けています。特に日本は、出る杭は打たれるというか、みんな同じことをしなけ

ればいけないとかダメだとかいうインパンクトがあります。その中でどうやって自分のイ

スラームをきちんと守っていくか、そこにアイデンティティー、日本人として生きていく

か、ムスリムとして生きていくかという問題が生じてくるわけです。 
先ほどの話でも少し触れたのですが、やはりイギリスでも同じような問題があって、特

に 2 世は非常に混乱したらしいのですが、3 世になって、我々の祖先がトルコ人だったとか

パキスタン人だったいうことは関係ない、我々はムスリムのイギリス人だということにな

った。しかし、そこまでたどり着くのに 50 年、60 年かかったわけです。日本でも、同じよ

うに、また 50 年、60 年かけてやるのか、それともイギリスの例から教訓を得て、そのプロ

セスを早めることはできないか検討していくのか。これが、非常に大事だと思います。で

すから、これからの 1 番の課題は、コミュニティの中で次の世代をどう育てるかというこ

とです。すなわち、いいムスリムとして、いい人間として、そして、いい日本人として、

どういう風に育てるかが非常に大事だと思います。 
 
樋口：先ほど自分勝手に日本人ムスリムのアイデンティティーということをお話したの

ですが、今振り返ってみて、日本人ムスリムではどうなっているのかいうことについて話

した方が全体的なバランスがとれるのではないかと思いますので、もう少しお話しておき

たいと思います。 
日本ムスリム協会は 1953 年に 47 人の発起人により設立されました。ですから、もう設

立から 50 数年経っているわけです。ここには永井さんもおられるので何かあれば補足して

もらいたいのですが、会員には家族単位で、一人の人もいますが、250 から 280 家族から

年会費を頂いて、運営されています。1968 年に宗教法人を取って、みなさんがやっている

のとほとんど同じ活動をやっているのですが、やはり大事なことは、発足以来留学生の派

遣のものすごく力を入れてきたということです。私もその内の一人でしたので、そういう

意味では先輩に非常に感謝しなければならないと思っています。これまでに、もう 60～70
人留学生を派遣しています。ですから、その人たちが現地で勉強して、日本に帰って来て、

ご存じのように、今日本の各大学で教職についてらっしゃいます。同志社大学一神教学部

ではムスリムにしたり(改宗させる)ということもやっていますし、京都大学、それから拓殖

大学は伝統的にイスラーム世界との関わりが強く、田中逸平さんという方がおられました。

私がカイロに行った時、6 人で行ったのですが、あとの 5 人はすべて拓殖大学の人でした。

そういう人たちが、我々の世代よりも若い人たちも含めて、現地で勉強し、アズハルを卒

業し、マディーナ大学を卒業し、僕らが卒業し、アラビア語を読み書きできる人たち、し

っかり勉強した人たちが、今帰国して活躍している。拓殖大学ではシャリーア研究所を設

立し、定期的にタフスィールをやっています。クルアーンの 1 章からはじまって、それぞ

れ担当章を決めてやっているようです。そういう教職について、目立ちませんが、非常に

まじめにやっています。 
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私が入信したころは、そういった日本人はいませんでした。ですから先ほどから話題に

出ている、サマライさん、ムーサさん、ラフマーン・スィディキさん、アキール・スィデ

ィキさんといった留学生がそういった知識を持っていて、我々はそういった方から学んだ

んですね。イスラームの本もないわけです。そういう状況の下で、日本ムスリム協会は 53
年に設立されました。もちろんその頃はトルコ人の影響が強かったんですが、1956 年にパ

キスタンのタブリーグが来日し始めます。タブリーグは 5，6 年続くのですが、この間に入

信した人たちは、全部パキスタンに研修に出したりしてるんですね、これは我々の世代で

はないのですが。そういうふうにトルコとパキスタンの影響を受けて、1957 年にはじめて

日本人の 2 人の青年がアズハルに行きます。60 年代には、8 名と 6 名、一時 14 名が学生寮

にいたことがあります。それが我々の世代なのですが、それから今度はマディーナに 2 人

ほど行っています。その後、サウジアラビア、シリア、ヨルダン、リビア、浜中さんなん

かはリビアに留学されて、これは日本ムスリム協会とは別に、独自に行かれたのだと思い

ますけど、こうした方々が中心になって日本ムスリム協会を支えているということだと思

います。50 周年を機に奨学金制度を設けまして、一生懸命勉強している学生には、奨学金

を支援しています。それと、もうひとつ大事なことは出版ですね。ライース・スィディキ

さんから紹介がありましたけど、このクルアーンですね、今 9 版までいっています。1 回に

2000 部刷るので、18000 部はもう交付されているということです。本屋には出していませ

ん。それはここにアラビア語のコーランがあるので、部数を売るというよりも、取扱いを

大事にしているという部分があります。それとハディースを出版している。これが出版活

動です。 
それからもうひとつ大事なのが墓地の管理です。今山梨県の塩山市に正式に墓地の認可

を取って、イスラーム霊園を運営しています。今現在、120～130 の遺体が埋葬されている

と思いますが、これも将来的ムスリムが増えていっているということは、当然みな死んで

行くわけですから、どうするのかといことが問題になっています。イスラームは墓地の再

利用が許されていますから、大変助かるわけですが、それとて簡単なことではないと思い

ます。 
もうひとつは、国内、国際関係です。国内では宗教間対話と言いまして、日本の宗教団

体 5 団体によって形成される、「世界連邦日本宗教委員会」、「世界宗教者平和会議」の 2 つ

のグループのメンバーになっています。ここでは対話において、イスラームの指導者から

話を聞きたいという要望が強いので、我々が窓口になってエジプト、サウジアラビア、シ

リアあたりからイスラームの指導者を呼んでいただいて、イスラームの話をしようと、日

本の宗教者と話を深めています。それから、国際的には、メッカの「世界イスラーム連盟」

のメンバーであり、東南アジアの「ライズアップ」、「太平洋南アジアイスラム協会」のメ

ンバーにもなっています。またエジプトのイスラーム問題最高評議会のメンバーで、ここ

では常に、国際会議が開かれております。みんなアラビア語ができる人間が行っています

ので、非常に交流ができているということです。活動的にはまだいろいろとありますが・・・。
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永井さんに何か補足があればお願いします。日本ムスリム協会の名前が出ないとバランス

が悪いので。というわけで、日本人ムスリムは、数は少ないですが、頑張っています。時

間がかかります。どうぞご理解ください。 
 
浜中： 
聞いているばかりで申し訳ありません。僕らが現場でどのような悩みがあるのか、お話

します。四国はかけ離れた場所にありますから、墓地の問題は非常に大変です。四国で死

者が出た場合、いつも大慌てで対応を考えなくてはなりません。現状ではどうしようもあ

りませんので、先の課題として考えています。 
先ほどお話しましたが、器はできても大した活動をしていないという問題があります。

四国四県でおよそ各十名ずつ日本人ムスリムがいます。それぞれどのようなムスリムかと

言いますと、自分で入信してイスラームが続いている人、自分で入信してイスラームから

遠のいている人、奥さんが外国人、あるいは旦那さんが外国人で、結婚で入信した人、こ

の四種です。旦那さんが外国人である場合、きちんと教育されていて、マスジッドに来な

くても、それなりにイスラームを理解していることが多いです。反対に奥さんが外国人で

旦那さんが日本人という国際結婚の場合に問題があります。最近お見合いツアーのような

ものがあり、多くはインドネシアで結婚して帰国するケースで、男性が結婚のために改宗

しています。本人はほとんどイスラームの知識がなく、こちらがパーティーをする場合に

は奥さんだけで、旦那さんがなかなか参加してくれません。なんとかして参加してもらお

うと色々と働きかけるのですが、あまりにもイスラームを全面に押し出すと、次から来な

くなってしまいます。四国の中の少ないムスリムの仲間ですから、名前だけのムスリムの

人もなんとかして徐々に引っ張っていってあげたいという思いがあります。ムスリム人口

密度が非常に少なく、イベントを実施することは厳しいのですが、なんとかしなければな

らないと思っています。二か月に一度でも、みんなで集まって勉強会をしたい、そのため

には料理教室など名目をつくって呼びかけたい。考えてはいるのですが、なかなか実行で

きていません。定期的にイベントを行うことが大切だなと思っています。 
子どもの教育の問題もあります。ムスリムの子どもも四国のようなところでは全くイス

ラームに触れる機会がありません。普通の日本人の子どもと変わらない状況です。なんと

かしてあげたいと思いますが、この距離ですからなかなか集まってこられません。集まる

には何か特別なイベントが必要でしょう。ムスリム協会など全国的な団体はおそらく東京

のみでイベントを実施していると思いますが、一年に一度でもいいですから、地方に巡回

して頂きたい。食事でも、イスラームのお話でも、なんでも良いのです。あまりレベルの

高いものではなく、みんなが楽しめるようなイベントをやって頂いて、とにかく集まりた

い。まさか四国で開催することは難しいでしょうから、中四国の岡山などで実施されれば、

私達も無理をしてでも参加して、良いものがあったら何か刺激を受けて帰ることができる

のではないでしょうか。田舎のムスリムとして中央のイスラームの方々に何かやって頂け
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れば、みんなに呼び掛けるきっかけができると思うのです。 
 
アキール・シディキ： 
浜中さん、インターネットの HP を紹介してください。すごく立派なホームページを運

営しておられる。 
 
樋口： 
浜中さんは素晴らしい活動やっておられるじゃないですか。自己宣伝してください。あ

れを利用している方はずいぶんいると思いますよ。 
 
浜中： 
イスラムのホームページというのをやっております。イスラム HP と検索していただけ

れば見つかると思います。ブルーの色に月と星というイスラームをイメージしたデザイン

です。本当はもっと頻繁に更新したいのですが、私自身忙しくてほとんどできていません。

早稲田大学の店田先生や岡井君にモスクの情報など助けて頂き、イスラームの情報などを

発信しています。コーランの原語のアラビア語についてなど、参考になるものを並べてお

けば、みんな来てくれるかなと思っています。「ありがとうございます。私イスラームにな

りました。このホームページを参考にさせて頂きました」というメールを頂くこともあり、

数えたことはありませんが、200 人から 300 人はホームページをきっかけにイスラームに

改宗したかと思います。以前は熱心にチャットをしていたのですが、その中でシャハーダ

して入信した人もいました。やはり日本人は独学でイスラームのことを勉強していても、

何か聞きたいことがあったときにすぐ質問できて、さっと答えが聞けることでより近づい

てきてくれるようです。そのようなこともあってチャットの中でかなり入信しているので

はないでしょうか。最近残念ながら私自身はあまりチャットに参加できていませんが、時

間を見つけなければと思っております。 
イスラームはただ信仰するだけでなく、礼拝はもちろんそうですが、実践することが大

切です。私事ばかりで恐縮ですが、私はバドミントン協会に所属しています。マレーシア

はバドミントンが国技のような国でして、イスラームの国です。マレーシアのナショナル

チームのコーチなどに積極的に働きかけ、日本に引っ張ってくる。あるいは、日本の選手

をマレーシアに連れていく。そのような交流を私自身は最近行っています。また来週も行

く予定です。 
 
樋口： 
浜中さんに一つ質問があります。浜中さんは地域の人々から非常に信頼を得ています。

市長とも議員とも仲がいい。あなたが自分で議員なり市長なりに立候補するおつもりはあ

りませんか。(一同拍手)。私は、まだ日本人のムスリムに良い指導者がいないと思うのです。
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日本が近代化に向かうとき、新渡戸稲造や新島襄など文化人のキリスト教徒がかなりたく

さんいました。彼らの啓蒙で日本人はキリスト教をリスペクトするわけです。まだイスラ

ームはリスペクトされていない。先日ある外国人ムスリムが私のところへ来て、今有名な

日本人ムスリムには誰がいるかと聞いたのです。代議士はいるのか、選挙に出馬しないの

かとか。今日本人にはいないですね。議員の中には自称ムスリムだという者もいましたが、

もう消えています。要するに現状は、日本人に良いムスリムのリーダーがいないというこ

とです。ですから、地方から立候補して頂いて、信頼を受けて、「ああ、あの人はムスリム

だ。ムスリムやるじゃないか」ということになれば、またルックイーストからルックイス

ラームということになれば、将来は明るいと思うのです。学者さんもいますが、人格的に

どうかといえば疑問に思う人もいます。やはり人格を見られますから、あなたに私は期待

しています。お願いします。 
 
浜中： 
議員などは考えていませんが、そういう方が色々な地方から現われてくれれば嬉しいな

と思います。 
 
小島： 
それでは浜中さんからお話にあった中央のイスラームの方、インターネットの世界に中

央も地方もないかと思いますが、物理的にはまだ中央と地方があるということで、どなた

かお話し願います。 
 
永井： 
今日は私は宗教法人日本イスラーム文化センターで招待されて出席しておりますが、実

は日本ムスリム協会の理事も務めております。四年前に南米のスリナムという国での長い

在外勤務を終え、戻ってきました。スリナムでは、見れば私が日本人であるということは

わかります。あちらのインド系の人が、「お前はアキラ・ハマナカを知っているか」と言う

のです。彼はインドネシア出身で、イスラームを教えるためにスリナムへ派遣された人物

でした。スリナムはインドネシアと同じくオランダの植民地でしたから、奴隷制度が廃止

になった後、ジャワ島から多くの労働者を連れてきました。そうした関係でインドネシア

の人も人口の十数パーセントいることもあって、イスラームの指導者にはインドネシア系

の人も多くいるのです。その中の一人で私と同じアリフィンという名前の人に聞くところ

によると、リビアで浜中さんと一緒だったとそうです。また別の人は、「俺は中古車業をや

っている。サリームさんを知っているか」と言うのです。そんなこともあって、浜中さん

というお名前は存じておりましたが、どのような方かは存じ上げませんでした。その後、

三年半前に停年退職を迎え、四国に訪ねていきました。その時はお話をしてお料理をごち

そうになりましたが、今度は一緒に料理しに行きたいですね。日本ムスリム協会では支部
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長というのがありますが、浜中さんは支部長になられてないですね。出張勉強会などを開

催するようにと支部長に働きかけているのですが、まだ反応がありません。ひとつ浜中さ

んのところで開催できればと思います。料理は私がします。みなさん牛丼食べられないで

しょう。私オーストラリアの肉を使って、大塚モスクで牛丼を作ったこともあるのです。

ぜひともこれから企画しましょう。 
 
小島： 
オリジンのムスリムの方にもお話を伺いたいと思います。 

 
ハシミ： 
私はパキスタン人です。パキスタンで何かをやり遂げる際、パキスタン人の案内があれ

ば大変やりやすくなります。日本に来て私達は自分なりに活動してきましたが、日本人の

助けがなければ難しい。この場を借りて、今ここにいる日本人ムスリムの方々にお願いし

たいと思います。どうぞ日本人のムスリムがリーダーになって、他の国の人々を引っ張っ

てください。日本でどのように活動し、イスラームのメッセージをどのように伝えるか。

日本人の気持ちがわかる日本人ムスリムのリーダーシップが必要です。お話を聞いている

と、各地で様々な活動が行われていますが、個人として、あるいは日本人として行ってい

るだけです。ぜひイスラームの人々みんなを引っ張って、一緒にメッセージを伝えていき

ましょう。お願いします。 
 
クレシ： 
日本人のムスリムの中には、発言する人もいれば何も言わない人もいます。日本人ムス

リムの中でも、もう外国人は嫌だという人が結構見られます。約束を守らないとか、時間

にルーズだとか、理由は色々ですが、文化の違いが一つにはあると思います。悪いところ

を見ていても仕方ありませんから、良いところを見てなんとか一緒にうまくやっていけた

らと思います。この道を一緒に歩いていきたい。よろしくお願いします。 
 
サリーム： 
1985 年にある日本人の生徒がイスラームに入信しました。牧原さんといって、イスラー

ム名はハジャラといいます。ある女性からイスラームに入信したいと、イスラミック・セ

ンターに電話がありました。私はどこに住んでいるかを尋ね、彼女の家の近くにモスクが

あれば、そちらで勉強した後、わざわざイスラミック・センターでなくとも入信は可能だ

と話しました。彼女はイスラームをきちんと学び、結婚を理由としてではなく自分の意思

で入信したいと言いました。私は福岡のモスクの連絡先を教え、そちらに行ってください

と言いました。しかし、彼女はどうしてもイスラミック・センターで入信したいと言いま

した。翌日彼女は福岡からイスラミック・センターを訪れ、最初にハジェル牧原さんを知
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っているか尋ねました。私は彼にアラビア語を教えたこともありますし、アラビック・イ

スラミック・インスティチュートを紹介し、入信の際にはシャハーダを行いました。結婚

されたときも、自宅を訪れた彼の妻に様々なことを教えました。イスラミック・センター

を訪れた女性はハジェル牧原さんの妹の子どもで、彼の影響を受けて入信を決めたそうで

す。今、私たちが生きるのはそのような時代です。自分の家族、隣人に、少しでも良い人

格を示すことが最も重要なメッセージとなります。 
先日 15 人の生徒と食事をしました。彼らの一人がイスラームの人は約束を守るのかと私

に尋ねました。私は「守ります。それがイスラームの命令です」と答えました。私は一つ

の例を示しました。日本人の多くは真面目に商売しています。時々牛肉に豚肉が混入する

などの事故もありますが、それが人間です。90 パーセントがルールを守って商売をしてい

ます。あるお母さんは水で薄めた牛乳を売るよう、自分の娘に言いました。年端もいかな

い小さな娘は「誰が見ていなくとも、アッラーが見ています」と答えました。アッラーは

彼女に祝福を与えました。(1：01：18 不明確) 
イスラームの政府の問題で、時にイスラームは怖いものになってしまいます。イスラミ

ック・センターで勉強会を行うと、時々警察から電話がきます。これは日本という国の責

任です。夜中の一時に私の携帯が鳴り、「イスラミック・センターの五階の電気が点いてい

る。誰がいるのか」と言われることもあります。私がすぐに確かめにいこうとすると、彼

は朝までいるのでスブフの礼拝の時でいいと答えました。また 100 名以上の人が集まると

きには、警察に連絡しなければなりません。担当の世田谷警察の小川さんの名前は、みん

な覚えてしまいました。イスラミック・センターの子ども達は各地のインターナショナル

スクールに通っています。今より良い進学のためには、ボランティア・ワークを行わなけ

ればなりません。私の二番目の子どもであるラシームは、インターナショナルスクールの

11 年生です。彼にセンターの掃除、本の発送、電話の応対をするよう言いました。こうし

たボランティアには後で証明書を出しました。学校では証明書があって、ボランティアを

したことが認められるのです。 
みなさん、イスラームのため、人間のため、力を合わせて頑張りましょう。インシャア

ッラー。 
 
小島： 
時間になりましたので、アキール・スィディキさんの後、最後に樋口先生にお話を伺い

たいと思います。 
 
アキール・スィディキ： 
一つ、日本のムスリムの方々にお願いがあります。日本人は引いてしまうところがある

と思います。前に出ないですね。反対に外人は積極的に前に出て話します。これを何とか

して変えて欲しい。前に出てリーダーシップを取る必要があるのです。これは恥ずかしが
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ることではありません。知らないことがあると、すぐに諦めてしまう。詳しい人に話して

もらおうという気持ちでみなさんやっておられると思います。今はそのような時代ではあ

りません。もう少し前に出て、積極的にイスラームのダアワ、イスラームの活動をして欲

しいと思います。 
 
ライース・スィディキ： 
私も日本で 35 年間生きていますし、たくさんの話も聞いてきました。日本では自殺が一

年に三万人以上と非常に多いですね。イスラームで自殺は一番いけないことです。なぜ自

殺がいけないのか、なぜムスリムが自殺をしないのか。ムスリムはいつもアッラーと希望

を持っています。私はどんな大変なことがあっても神が私についていると知っています。

私はアッラーから生まれた人間ですから、必ず助けがあります。だからどんな大変なこと

があっても頑張るのです。命はアッラーからの預かりものです。その命はどうしても大切

にしなければならない。イスラームの教えを日本人が知れば自殺は減り、いつの日かなく

すことができる。イスラームは日本のため、日本人のためになるのです。三万人が生きて

いけば、それは日本社会のためにもイスラームのためにもなります。イスラームに入信し

た方がいいですが、入信せずともまずイスラームを知って欲しい。生徒のみなさんにもお

願いしたいことは、イスラームを知らせることです。イスラームは全て良いですが、その

中でも日本のためになるものから知らせていって欲しい。 
もう一つの問題は、日本にイスラームのホームがないことです。日本ムスリム協会で会

長などを務めておられる方々にお願いしたいのは、もっと活動の幅を広げ、ホームを作っ

て欲しいということです。クルアーンの対訳の出版など、パキスタン人と結婚した日本人

の奥さんから評判も高く、素晴らしいと思います。これからもっとリーダーシップをとっ

てください。先ほど樋口先生が浜中さんに「日本人ムスリムにはまだ良いリーダーがいな

い」とおっしゃっていましたが、私達も日本ムスリム協会に対して、きっと良いリーダー

が出てくると期待しています。 
 
小島： 
フロアの方でご質問、ご意見はありませんか。 

 
フロア： 
中川ナセルと申します。ライース・スィディキさんにお聞きします。先ほど日本でテロ

は絶対に起きないとおっしゃいましたね。それについて具体的にお話ください。 
 
ライース・スィディキ： 
第一セクションでお話したのは、外務省や法務省に対して私が答えた経験についてです。

日本ではテロは絶対に起きません。以前はアルカイダが入ってきたのではないかと、度々
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新聞などで報じられ心配をあおっていました。その度に私は説明を求められました。先ほ

ど言ったように、日本とイスラームの間には何も事件がありません。事件がない限り、テ

ロは起こらない。またイスラームがテロを起しているわけではありません。あくまでも政

治的な問題であり、パレスチナ、イラク、アフガニスタンなどではテロが起きています。

クルアーンの中にテロをしなさいとは一切書かれていません。人間と人間の間に問題があ

って、そこにテロが起こるのです。ところが私達のように日本に住むムスリムには、政治

的な問題はありません。それなのにどうしてテロが起こるのでしょうか。テロが起こる要

因はないのです。こうした理由でお話した次第です。 
 
小島： 
他のご質問やご意見はありますか。 

 
フロア： 
私はパキスタン人ジャーナリストのムハンマド・ズバイルと申します。今現在インド・

パキスタン、アフガニスタン、イラク問題をずっと取材しております。やはり先ほど中川

さんもおしゃっていた件について質問したいと思います。スィディキさんは、日本でテロ

はないと言い切りますが、果たしてそうでしょうか。私自身は、アメリカの 9.11 自体、本

当にムスリムが起したかどうかもまだわかっていないと思います。私だけでなくアメリカ

の研究家も研究を続けているところです。なぜこの事件が起こったのか、誰が起したのか。

アメリカの元国会議員デイヴィッド･デュークという人物が研究しており、彼によればイス

ラエルのモサドと CIA の誰かが絡んで起こった出来事ではないかということです。こうし

た主張をもつ方々がたくさんいます。アルカイダのビンラディンが本当にやったのかどう

かもわかりません。イスラームの人々を使ったのかもしれない。ですから私は日本でテロ

がないとは言い切れません。絶対に忘れてはならないことは、最後まで明らかにすること

です。2003 年のイラク戦争では、ブッシュ大統領は大量破壊兵器がイラクにあると言い続

けました。国連までもが納得し、戦争が起こりました。しかし最後には CIA も含めてそれ

は間違いであったと認めました。一つの間違いがあれほどの戦争を引き起こしたのです。

ですから最後まできちんと調べる必要があると思います。以上です。ありがとうございま

す。 
 
小島： 
今のコメントについてライース・スィディキさんからコメントはありますか。 

 
ライース・スィディキ： 
私は始めから 9.11 に対して、ムスリムの人々がやったとしても、背景には彼らをコント

ロールする存在があったと思っています。アルカイダにしろ、タリバンにしろ、アメリカ
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のワールドトレードセンターを攻撃するほどの資金はもち得なかったでしょう。タリバン

やアルカイダは北米の人々との戦争に手一杯で、9.11 を計画する余裕があったとは考えら

れません。アフガニスタンとパキスタンは隣同士ですから、タリバン政権をよく分かって

いたと思います。彼らはアフガニスタンでイスラーム的な政権を運営していくことに必死

で、外にまで戦争をしかけることはなかったと私は信じています。 
もう一つ、アルカイダがセンターを爆破することに、何の見返りが得られたでしょうか。

何もなかったと思います。様々な面から見ると、ムスリムがやったとしても裏には別の組

織があり、若者を洗脳したと考えられます。8 年経った今も解明されていませんから、残念

ながらはっきりしたことは言えません。多くの研究でも言われるように、イスラームは最

も広まりつつある宗教です。いまやキリスト教徒の人口をムスリムが上回りました。勢い

を止めるため、9.11 のような事件をやらせたのではないかというのが私の判断です。 
 
ハシミ： 
スィディキさんは、テロは絶対にないとおっしゃいますが、私もそのように信じていま

す。日本人の性格、日本のイスラームに対するポリシーがその理由です。その他の面でも

日本人のやり方はテロを起させないと思います。日本独特の性格に誰も反抗しないでしょ

う。 
 
ライース・スィディキ： 
テロをするのかさせるのか。この二つは大きく異なります。誤解しないで欲しい。ムス

リムがテロをするのと、ムスリムにテロをさせるのでは大きく違うのです。 
 
小島： 
別の分野でご質問はありませんか。 

 
フロア(大学院生)： 
本日は素晴らしいお話を、みなさまありがとうございます。日本には既存の宗教があり

ます。例えば私の宗教は神道です。そういた既存の宗教との共存は可能でしょうか。地域

の神社でお祭りがあった場合、みなさまはどのように関わっておられるのでしょうか。み

なさまの立場をご説明頂ければと思います。 
 
メイモン： 
やっと政治から話が変わりました。コミュニティや日本人、日本社会との付き合い方は

色々なやり方があると思います。私も長い間、川崎市の外国人交流、外国人と日本人との

共生に携わってきました。私は宗教が全く違っていても、少しだけ気を付ければ共生、共

存は特に問題ないと考えています。日本人は無宗教に近いといいながらも、日本の文化は
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地域のお祭りのように、実際には仏教や神道をベースにしています。神社で手を合わせて

祈るなどイスラームに反することさえしなければ、日本人と付き合っていくことは不可能

ではありません。日本人コミュニティの中で、お酒の席にも場合によっては一緒に行くで

しょう。神社に行くのは絶対に嫌だとか、神社に行くのはイスラームで禁じられていると

いうようなことはないと思います。向こう側からの強制がなければ、無理なことではあり

ません。日本社会ではよく「郷に入れば郷に従え」と言われます。これは大きな問題です。

日本人も世界に行けばかの地のルールに合わせているでしょうか。郷に入れば郷に従って

いるかといえば、やはりそうではないと思います。従える範囲があります。その範囲さえ

互いに認めれば何の問題もなく、共生、共存はうまくできると思います。 
 
アキール・スィディキ： 
今のご質問に対して大塚モスクの実例を言いましょう。阿波踊り祭りなどが開催されま

すが、宗教とは関係なく、祭りの部分で私達が店を出すことはあります。神社で参拝する

ことは強制されません。祭りの部分ではみな仲良くしていますし、私達も反対するつもり

はありません。「郷（五）に入れば四に従え」という感じでやっています。 
 
サリーム： 
宗教的に問題がなければ大丈夫です。家族の中で娘だけがムスリムだとしても死者が出

れば葬儀に参列します。参列しなければコミュニティから排除されてしまうからです。私

は大学で教えていますが、どなたかに不幸があった際は行って構わないと生徒に伝えてい

ます。けれどもイスラームに反することは行わないよう注意します。 
私は西ドイツ証券会社で働いたことがあります。250 名の社員がおりました。入社後、「私

は絶対にお酒は飲まないので、私のためにパーティーをするときは、オレンジジュースを

持ってきてください。アルコールには一切触れません」と伝えました。1987 年から 1991
年まで勤務しましたが、一度もアルコールには触れませんでした。いつでもオレンジジュ

ースです。周囲が私の意志を尊重してくれたことと、私自身の意志によって成し遂げるこ

とができたと思います。 
結婚後、私は妻の郷里である山形県を訪れました。当時義理の母はムスリムではありま

せんでしたが、後に改宗し、日本ムスリム協会のお墓に眠っています。彼女は仏壇に手を

合わせることはできないという私を尊重してくれました。また、朝の礼拝の際には、その

時間に彼女が起してくれました。1983 年のお話です。義理の母はみなに婿を紹介するため、

私を寺へ連れて行きました。私はお土産を持参するなど、イスラームに反すること以外は、

全て行いました。山形へ帰る際は、寺の｢彼｣を必ず訪れます。イスラームに反しない限り、

問題はありません。私自身も高井戸東の祭りに買い物に行くことがあります。 
 
永井： 
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今のお話で直接お答えできたかわかりませんので、私の方から補足させて頂きます。大

塚モスクは桜祭りと阿波踊りに協賛し、出店を出しています。私から見ると、これに全く

宗教色はございません。単なる地域の娯楽です。スィディキ会長を含め、みなさんで賛同

して参加されたと思います。 
近所に天祖神社がありますが、こちらには全く関わっておりません。近所の人々がおみ

こしを担ぎ、盛大なお祭りです。参加するということは寄付を出すということになります

から、その辺りが歯止めかなと思っています。 
 
小島： 
最後に店田よりご挨拶申し上げます。 

 
店田： 
みなさん、ありがとうございました。議論が白熱してきたところでおわらなければなら

ないのが残念です。まだまだ話し足りない、質問をしたいという方はいらっしゃると思い

ますが、この辺りでお開きとさせて頂きます。 
本日は色々な課題が出てきたと思います。選挙に出馬するなど、日本人のリーダーシッ

プの話が上がっていましたが、ムスリムのコミュニティが取り組んでいかなければならな

い問題ではないでしょうか。日本人ムスリムと外国人ムスリムがともに歩んでいくために、

考えなければならないことはたくさんございます。そのためにはモスクのネットワークが

より強まることも大切です。日本ムスリム協会の永井さんから、地方でのイベントの提案

もありましたが、この機会をどんどん活用して頂ければと思います。私はムスリムではあ

りませんが新しいつながりが生まれることは非常に良いことではないかと、お話を聞きな

がら感じておりました。 
日本人ムスリム、あるいは外国人ムスリムというわけ隔てなく、日本に住むムスリムの

方がこれからどのように将来を構想していくのか、考えて頂くきっかけになったのであれ

ば、非常に幸いに思います。ルックイーストではなくルックイスラームというのは、日本

人の今後にとっても重要なことでしょう。今日の会議には代表者の方以外にも、オブザー

バーとしてムスリムの方が参加してくださっています。そのような方々も含めて本日の話

を受け止めて頂き、これからを考えて頂けたらと思います。また研究者としても、これか

らもムスリムの方々のコミュニティやお考えについて研究していきたいと思っています。

どうぞご協力よろしくお願いします。お願いを最後にさせて頂き、お開きとさせて頂きま

す。本日は本当にありがとうございました。 
 
 
 

 



43 
 

参加者一覧 

モスク代表者など オブザーバー参加者 

アキール・シディキ モスク代表者など 学部生 

クレイシ・ハルーン モスク代表者など 学部生 

永井 彰 モスク代表者など 学部生 

浜中 彰 モスク代表者など 研究者 

ライース・スィディキ モスク代表者など 研究者 

アブドゥル・ガニ・エナム モスク代表者など 研究者 

メイモン・モハッマド・アンワル モスク代表者など 高校教員 

クレシ・アブドゥル・ワハブ モスク代表者など 高校教員 

シェル・アフザル・レカ モスク代表者など ジャーナリスト 

サリーム・ハーン モスク代表者など ジャーナリスト 

アブドゥル・サマド モスク代表者など その他一般 

イシュラット・アリ・ハシミ モスク代表者など その他一般 

樋口 美作 モスク代表者など その他一般 

    大学院生 

早稲田大学関係者（主催者・開催時点の所属） 大学院生 

店田廣文 主催者側メンバー・教員 大学院生 

小島宏 主催者側メンバー・教員 大学院生 

岡井宏文 主催者側メンバー・院生 大学院生 

手塚智之 主催者側メンバー・学部生 大学教員 

沼田彩誉子 主催者側メンバー・学部生 大学教員 

山縣敦 主催者側メンバー・学部生 大学教員 

石川基樹 主催者側メンバー・院生 大学教員 

池端宏之 主催者側メンバー・院生 大学教員 

    大学教員 

  大学教員 

  大学教員 

  大学教員 

  大学教員 

  大学教員 

  ムスリム、外国人 

  ムスリム、外国人 

  ムスリム、日本人 

 その他当日オブザーバー参加数名 ムスリム、日本人 
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第 1回モスク代表者会議 概要 

 
2009 年 2 月 11 日、早稲田大学において早稲田大学人間科学学術院アジア社会論研究室

主催による、第 1 回モスク代表者会議「日本のムスリム・コミュニティを語る」が開催さ

れ、日本全国の主要なモスクや団体の代表者が参加して、活動の現状や日本のムスリム・

コミュニティの将来について議論が交わされた。 
ちょうど 100 年前の 1909 年 2 月には、日本のイスラーム社会に多大な功績を残したアブ

ドゥルレシト・イブラヒムが早稲田大学の創設者である大隈重信と会談しており、会議は

まさに 100 年目という節目の年に開催された。 
現在日本には、外国人ムスリム約 10 万人、日本人ムスリム約 1 万人が居住しているも

のと推計され、全国各地にモスクも 50 カ所以上設立されている。ムスリム・コミュニティ

は、ここ 20 年程の間に急速に展開し、日々そのプレゼンスは高まっている。そしてそれと

呼応するように、生活に根ざした問題群がムスリム、研究者らにより提出されてきた。教

育・墓地・その他日本社会とのかかわり等など、今後乗り越えなければならない課題は多

い。そして、ことムスリムについていうと、マイノリティとしての生は、自力での手厚い

コミュニティ形成や、個人や家族による問題解決に委ねられている面が大きい。 
そのような中にあって、今回の会議は、各地の活動の現状や問題への対処方法などの

情報を共有し、今後の活動に生かすことを目的として開催された。 
会議では、まず 7 団体 9 名――大塚マスジド（永井彰氏、アキール・シディキ氏）、横浜

および京浜地域（メイモン・モハマッド・アンワル氏）、イスラミック・センター・ジャパ

ン（サリーム・ラフマーン・ハーン氏）、イスラミック・サークル・オブ・ジャパン（イシ

ュラット・アリ・ハシミ氏）、名古屋・岐阜地域（クレシ・アブドゥル・ワハブ氏、シェル・

アフザル・レカ氏）、新居浜および四国地域（浜中彰氏）、戸田マスジド（ライース・スィ

ディキ氏）――が地域での活動の状況について、発表を行った。これらに加えて宗教法人

日本ムスリム協会前会長、樋口美作氏が「日本人ムスリムの概況」について発表を行った、 
その後、発表内容を受けた形で、テーマ・セッション「日本のムスリム・コミュニティ

の将来」が行われた。テーマ・セッションでは、第 2・第 3 世代ムスリムのムスリムとして

のアイデンティティ形成や、イスラームの継承の問題、地域社会におけるマスジドの役割

のあり方、日本人ムスリムの状況など、重要な問題が取り扱われた。 
各マスジド・団体の代表者からは、具体的な取り組みが提示され、これらの発言は代表

者のみならず、オブザーバーの一般の日本人にとっても、イスラームとの共生を考えるう

えで大いに参考になるものであり、このような問題を解決していく方向性についても議論

が及んだ。多くの代表者からは、「現在は、各マスジドや団体が個別に問題と向き合ってお

り、情報の共有や協働があまり活発ではない状況がある」との意見が提示され、「全国レベ

ルでのマスジド・ネットワークの確立が急務である」こと、「日本の地域社会との相互理解・

協働が不可欠である」ことなどが確認された。また、「とかく外国人ムスリムが注目されて
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いるが、日本人ムスリムが、ムスリム・コミュニティ全体の先頭に立って活動して欲しい」

との要望も聞かれた。 
全国のマスジド・団体の代表者が一堂に会した会議は、これまで例がなく日本では初の

試みであったが、会議の時間を延長して活発な議論が交わされただけでなく閉会した後も

代表者らによる議論は続き、会議は大成功であったと言えよう。なお、主催者側は、礼拝

スペースとウドゥの場も用意して、アスルとマグリブの礼拝も会議の休憩時間と終了後の

時間を利用して、滞りなく行われた。また、休憩時間には、日本でつくられているハラー

ル・フードのお菓子などをリフレッシュメントとして用意したことも、このような性格の

会議ならではのことであった。なお、全体の参加者数は、約５５名であった。 
 
2009 年 2 月 21 日作成 
 

文責：早稲田大学人間科学研究科博士後期課程 岡井宏文 
     早稲田大学人間科学学術院教授     店田廣文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

FIRST NATIONAL MEETING OF MASJID REPRESENTATIVES IN JAPAN                    

(Summary of Meeting) 

 

 

The Laboratory on Asian Societies, Faculty of Human Sciences, Waseda University 

sponsored and held the First Preparatory Meeting of Representatives of Masjids in 

Japan, "Muslim Communities in Japan," on February 11, 2009, at Waseda University in 

Tokyo. The program of the meeting was as follows: 

  

Program 

 

Venue: Okuma Memorial Tower, Room #302 

Chair: Hiroshi Kojima, Faculty of Social Sciences, Waseda University 

 

Opening Remarks 

 

Hirofumi Tanada, Faculty of Human Sciences, Waseda University 

Hirofumi Okai, Faculty of Human Sciences, Waseda University 

 

Short Speeches by Masjid Representatives 

 

Otsuka Mosque 

Kanagawa Mosque 

Islamic Center Japan 

Islamic Circle of Japan 

Nagoya Mosque 

Gifu Fatih Mosque 

Niihama Masjid 

Toda Mosque 

  

Lecture 

 

"The Situation of Japanese Muslims" 

Mr. Mimasaka Higuchi 

Former President of the Japan Muslim Association 
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Roundtable Discussion 

 

"The Future of Muslim Communities in Japan" 

Discussion among Masjid Representatives 

Questions and Comments from the Audience 

  

Closing Remarks 

Hirofumi Tanada 

 

Comments 

 

Exactly one hundred years ago, in February 1909, Shigenobu Okuma, the founder of 

Waseda University, held a talk with Abdurreshid Ibrahim, a famous Tatar Muslim who 

was later to become the Imam of Tokyo Kaikyo Reihaido (Tokyo Mosque), opened in 

1938. A century later, we held this meeting, "Muslim Communities in Japan," at 

Waseda University. 

 

At present in Japan, about fifty masjids have been established, and according to our 

estimates, approximately 100,000 foreign-born Muslims and 10,000 Japanese Muslims 

are living in Japan. For this meeting, eleven representatives of masjids were invited to 

discuss their present activities and the future of Muslim communities in Japan. We 

provided a room for prayer and wuduh. Halal cookies made in Japan were served to all 

participants' as refreshments. The total number of participants was about fifty-five. 

 

In the first session, each representative made a short speech about their masjid's 

activities, and difficult problems they face such as education for Muslim children, the 

lack of graveyards, and communication with Japanese communities. Thereafter, Mr. 

Higuchi, former president of the Japan Muslim Association, gave us a short speech 

about the current status of ethnic Japanese Muslims. 

 

In the second session, the representatives spoke together about the second or third 

generations of Muslims living in Japan, the importance of Masjid networking for the 

future, and the formation of positive relations with local Japanese communities. 

Finally, they also discussed the role of Japanese Muslims in shaping the future Muslim 

communities in Japan. 
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This was the first meeting of the representatives of masjids in Japan ever to be held. 

However, the meeting was a great success with the active participation of the 

representatives. They had a lively discussion about Muslim communities and 

established new personal network as a result of the meeting. 

 

We are planning to hold a second meeting in the near future and we hope to invite 

many representatives of masjids from Hokkaido to Kyushu for more fruitful 

discussions in order to expand the infrastructure for Muslim communities in the future 

Japan. 

  

Media Note 

 

The only media coverage seems to have come from UrduNet, an online news agency 

of Pakistan. Their report is in Urdu language only, but many photos of the event have 

been posted.  

 

http://www.urdunetpodcast.com/urdu/showNews.php?newstime=1234388151 

 ( These contents will be appeared from next page.) 

 

http://www.urdunetpodcast.com/urdu/showNews.php?newstime=1234388151�
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編者・会議録作成者・会議運営者一覧  

                                                (2009 年 8 月現在) 
編者 
店田 廣文  早稲田大学人間科学学術院教授 
 
会議録作成者 
 
手塚 智之  早稲田大学人間科学研究科修士課程 
沼田 彩誉子  早稲田大学人間科学研究科修士課程 
山縣  敦    早稲田大学人間科学研究科修士課程 
 
会議運営者 
 
店田 廣文  早稲田大学人間科学学術院教授 
小島  宏  早稲田大学社会科学総合学術院教授 
岡井 宏文  早稲田大学多民族多世代社会研究所客員研究員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付記： 

本報告書は、平成 21~23 年度日本学術振興会科学研究費助成（基盤 C）・課題番号

21530567 による研究成果の一部である。 
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