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  序 
 

 

	 本報告書は、2017年2月11日に早稲田大学（早稲田キャンパス）で開催された全国マスジ

ド（モスク）代表者会議有識者会議「『多文化共生』とムスリム・コミュニティ」の会

議録である。本会議は、2009年に「全国モスク代表者会議」として始まり、2012年に名称

を「全国マスジド（モスク）代表者会議」と変更して、継続して開催している。滞日ムス

リム有識者をお招きし非公開形式で開催した今回は、主催者側を含め15名近くの参加者が

あり、充実した報告と忌憚のない意見交換がなされた。	

	

今回の会議では、全国各地の滞日ムスリム・コミュニティで活躍される外国人ムスリム

と日本人ムスリムの方々にお集まりいただき、各地の実態をふまえた視点から貴重なご経

験やご意見を語っていただいた。具体的には、①日本社会における多文化共生とムスリム･

コミュニティ（第一部）、②ムスリム・コミュニティ内部における多様性と多文化共生に

関する社会的課題（第二部）が取り上げられ、認識共有、解決に向けて活発な議論が展開

された。本会議録がそのような諸課題の達成に寄与することができれば幸いである。	

	

	 毎年のことではあるが、会議開催にあたっては、滞日ムスリムの方々をはじめ多くの人

たちから多大なご協力をいただいた。これら沢山の皆様に厚く御礼申し上げ、これからの

ご協力についても改めてお願いする次第である。	

	

	

	

2018年1月	

	

	

	

												

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	岡井	宏文	

																店田	廣文 
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プログラム 
第 2回『マスジド代表者会議』有識者会議―多文化共生とムスリム･コミュニティ 

(注記 )本会議は、非公開の会議です。参加者は、被招聘者および主催者側関係者のみ

です。  

 
日時：2017年 2月 11日(土) 13:00~17:00 

於：早稲田大学・早稲田キャンパス（地下鉄東西線早稲田駅より徒歩 5分） 

26号館 702教室	 （公共経営研究科のビルです。通称、大隈記念タワービル） 

早稲田キャンパス内地図：https://www.waseda.jp/top/access/waseda-campus 

https://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2014/08/75fbe93c96f198b17f2f294320b48990.pdf 

 

主催：早稲田大学多民族・多世代社会研究所 

	 	 	 早稲田大学イスラーム地域研究機構 

	 	 	 早稲田大学アジア・ムスリム研究所 

 

スケジュール：  

13:00-13:10 開会の挨拶	 早稲田大学多民族・多世代社会研究所長	 店田 廣文 

13:10-14:45	 第１部	 日本社会における多文化共生とムスリム･コミュニティ 

14:45-15:15	 休憩と礼拝	 （  サラート（ASR） ） 

15:15-16:50	 第 2部	 ムスリム・コミュニティ内部における多様性と多文化共生 

司会:	 店田廣文	  

参加者（マスジド関係者）： 

	 	 前野 直樹 氏（行徳マスジド）	  

	 	 松井 誠志 氏 （石川ムスリム協会	 金沢マスジド） 

    ハールーン・クレイシ 氏（大塚マスジド） 

    アルムーサ・マージド 氏（広島ムスリム協会	 東広島マスジド） 

    イブラヒム・ヒッシャム 氏（鹿児島イスラム文化センター	 鹿児島マスジド） 

    クレシ・アブドゥルワハブ 氏	 （名古屋マスジド）	 	  

    サリーム・サンダ氏     	 	  （八潮マスジド） 

ナージル・アハマド氏	 	 	 	 （八潮マスジド） 

	 	  

16:50-17:00	 閉会の挨拶	 	 	 早稲田大学人間科学部	 岡井	 宏文 

礼拝室：26号館 11階	 1101教室	  
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PROGRAM 

The Second Expert Meeting of Representatives of Masjids in Japan 

	 	 	  "Multiculturalism and Muslim Communities in Japan "  

Note: This meeting is the closed meeting. Invited persons and Waseda University 

members only are allowed to attend the meeting. 

Date : February 11th (Sat.) 2017, 13:00-17:00 

Venue: Waseda University, Waseda Campus, No. 702 Conference Room, Bldg.# 26 

        (Okuma School of Public Management Bldg. or Okuma Kinen Tower Bldg) 

        Campus Map https://www.waseda.jp/top/en/access 

https://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2014/08/75fbe93c96f198b17f2f294320b48990.pdf 

Organizers: 

	 	 	 	 Institute of Multi-ethnic and Multi-generational Societies, Waseda University 

        Organization for Islamic Area Studies, Waseda University 

        Institute for Asian Muslim Studies, Waseda University 

Time Schedule: 

13:00-13:10 Opening Remarks 

	 	 	 	 Hirofumi Tanada, WU Institute of Multi-ethnic and Multi-generational Societies 

13:10-14:45 	 Part 1.	 Multiculturalism in Japan 

14:45-15:15 	 Break/Salat  

15:15-16:50 	 Part 2.  Multiculturalism among Muslim Communities in Japan 

Chair: Hirofumi Tanada 

Participants: 

    Mr. Naoki Maeno (Gyotoku Masjid) 

    Mr. Seiji Matsui ( Kanazawa Masjid) 

    Mr. Qureshi Haroon (Otsuka Masjid) 

    Mr. Majed Al-Mosa (Higashi Hiroshima Masjid) 

    Mr. Qureshi Abdel Wahab (Nagoya Masjid) 

    Mr. Hisham Ibrahim (Kagoshima Masjid) 

    Mr. Saleem Sandha      （Yashio Masjid） 

Mr. Nazeer Ahmed	 	 	 	 （Yashio Masjid） 

16:50-17:00	  Closing Remarks	 	 	 	 	  Hirofumi Okai, WU Faculty of Human Sciences 

 

ROOM for Salat : Room No. 1101, 11th Floor of Bldg. 26 
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編者  

（所属は 2017年 2月現在） 

 

岡井	宏文	 早稲田大学人間科学学術院・助手	

店田	廣文		早稲田大学人間科学学術院・教授	

 

会議運営者・協力者  

（所属は 2017年 2月現在） 

	

店田	廣文		早稲田大学人間科学学術院・教授	

秋山	 徹			早稲田大学イスラーム地域研究機構・次席研究員	

岡井	宏文	 早稲田大学人間科学学術院・助手	

小野	亮介	 慶應義塾大学大学院文学研究科・博士課程	

小池	寿裕	 早稲田大学大学院人間科学研究科・修士課程	

	

編集協力者  

（所属は 2018年 1月現在） 

 

小池	寿裕	 	早稲田大学大学院人間科学研究科・修士課程	

クレシ愛民	 早稲田大学大学院人間科学研究科・修士課程	

	

関連研究助成プロジェクト一覧  

 

本会議および本報告書は、以下の研究助成による研究成果の一部である。	

・「人間文化研究機構（NIHU）プログラム	イスラーム地域研究」（早稲田大学拠点）研究	

	 	 代表者：桜井	啓子	

・	平成27～29	度科学研究費補助金基盤研究（C）・課題番号15K03886「滞日ムスリムの生

活世界の変容とムスリム･コミュニティの持続的発展」研究代表者：店田	廣文	
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会議出席者・オブザーバー  

（50音順・敬称略、所属は 2017年 2月現在） 

 

アルムーサ・マージド氏	 （広島ムスリム協会	 東広島マスジド） 

イブラヒム・ヒッシャム氏	 （鹿児島イスラム文化センター	 鹿児島マスジド） 

岡井	宏文	 早稲田大学人間科学学術院・助手	

小野	亮介	 慶應義塾大学大学院文学研究科・博士課程	

クレシ・アブドゥルワハブ 氏	 （名古屋マスジド） 

小島	 宏	  早稲田大学社会科学学術院・教授 

桜井 啓子  早稲田大学国際学術院・教授 

サリーム・サンダ氏     	 	  （八潮マスジド） 

店田	廣文	 早稲田大学人間科学学術院・教授	

ナージル・アハマド氏	 	 	 	 （八潮マスジド） 

前野 直樹氏	 	 	 	 	 	 	 	 	 （行徳マスジド）	

松井 誠志氏 	 （石川ムスリム協会	 金沢マスジド） 

ハールーン・クレイシ氏	 	 	 （大塚マスジド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付記： 

議事録の作成にあたり、発言内容を損なわない範囲で、語句の追加や修正、余分な語句の削除や説

明の追加などを行った。聞き取りの困難なところについては、一部削除したところもある。編者が

説明として追加した部分や注記は、（	 	 ）で明示した。  
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第一部 
 

店田	 それでは、きょうは、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。マ

スジド代表者会議の有識者会議の 2回目ということで、きょうは、多文化共生とムスリム・

コミュニティということで、いろいろお話しをしたいと思います。まず、簡単に私のほう

から、どういう方が集まっているのか、もう既に互いにご紹介していたのでお分かりだと

は思いますが、簡単にお名前だけ、紹介させていただきます。 

	 行徳マスジドの前野さん。 

 

前野	 アッサラームアライクム。 

 

店田	 それから、鹿児島イスラム文化センターのヒッシャムさん。 

 

ヒッシャム	 はい。アッサラームアライクムワラフマトゥッラー。 

 

店田	 それから、石川ムスリム協会の松井さんです。 

 

松井	 アッサラームアライクム。 

 

店田	 それから、広島ムスリム協会のアルムーサさん。 

 

アルムーサ	 アッサラームアライクム。 

 

店田	 それから、こちらにいきまして、大塚マスジド日本イスラム文化センターのハール

ーンさんです。 

 

ハールーン	 はい。アッサラームアライクム 

 

店田	 それから、名古屋マスジドの代表のクレシさんです。 

 

クレシ	 アッサラームアライクムワラフマトゥッラー。 

 

店田	 それから、八潮マスジドのサンダさん。 
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サンダ	 はい。アッサラームアライクム。よろしくお願いします。 

 

店田	 それから、もうおひとかた、八潮マスジドのアハマ・・・。 

 

アハマド	 アハマドです。 

 

店田	 アハマドさん。 

 

アハマド	 アッサラームアライクムワラフマトゥッラー。 

 

店田	 以上の 8 人の方を、今回は、ご招待しまして、きょう取り上げます、多文化共生と

ムスリム・コミュニティということで、お話しをしたいというふうに考えています。こう

いう小さな会議ですので、あまり格式張らずに、ざっくばらんにいろいろお話をしていた

だければと思います。あまり、公の所ではなかなかしゃべりにくいこともいろいろあるか

もしれませんが、そういうところも、できるだけ忌憚なくお話ししていただければと思い

ます。 

	 一応、プログラムに書きましたように、14時 45分までを第 1部、それから、お休みと、

礼拝の時間を挟んで、15時 15分から第 2部という形にしてあります。 

	 第 1 部のほうでは、日本社会と、ムスリム・コミュニティの間の多文化共生ということ

について、いろいろお話をしたいのですが、いろんなテーマがあるので、どういう話題が

出るかというのは、話の流れでいろいろ変わってくると思います。それぞれの地域、ある

いは、皆さんご自身が、日頃抱えている問題について、特に多文化共生と、日本社会との

多文化共生ということで、考えていらっしゃることをお話しいただければと思います。 

	 その取っ掛かりとして、私のほうから始めます。実は、2 月 9 日ですから、2 日前です。

愛知県の安城市に行ってきました。新安城モスクというモスクがある所です。そこの安城

市役所に行って、多文化共生政策について、市役所の職員の方にインタビューをしに行っ

たんですけれども、やはり、今現在、日本の社会が考えている多文化共生に関わる、いろ

んな、取り組みっていうのは、やはり、地方自治体、行政を、重要なアクターとしている

ことは、言うまでもないことなので、そこを避けて通るわけにはいかないと思います。 

	 ただ、そういった地方自治体が、じゃあ、特に、イスラム教徒の方、ムスリムの方と、

どういう接点を持っているのかというのは、まだなかなか接点がないというか、あまり交

流がないのが実情ではないかと思うんですね。新安城モスクも、2001年につくられて、も
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う 15年以上たっているんですけども、その市役所の担当者に聞きましたら、私が、1月の、

今年の 1 月にですね、多文化共生についてお話を聞きたいので、今度伺いたいと。ついて

は、イスラム教徒の方たちと、どんな接点、あるいは、交流があるかについても、いろい

ろお話を聞きたいと、電話でお願いしました。実は、その時点では全くほとんど接点がな

いという状態でした。 

	 私の電話を受けた後に、市役所の職員の方は、これじゃあいかんということで、実際に

新安城モスクにその後、行ったそうなんですね。新安城モスクに行って、中を見せていた

だいて、そこにいた方と少し話しをしたということなので、このように、これまでは行政

が、あまり、イスラムと、あるいはイスラム教徒の方と交流がないというのがあったわけ

ですけども、私たちが、そういう調査という一環ですけれども、問いかけをすることによ

って、ある意味で、少し、行政とイスラム教徒、あるいはそのモスクのほうとの交流が始

まったようなことがありました。 

	 皆さんがたの、地域の中で、そういう、行政とかですね、あるいは公的な機関と、どの

ような交流、あるいは、関わりがあるのかっていう、その辺りから少しお話しをしていっ

てはどうかというふうに思っております。各地域の状況、まず、皆さんがたの、今回、初

めてこの場にいらっしゃった方もいますので、自己紹介も含めて、行政、あるいは公的な

機関、団体との関わりというところからお話を始めたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 

アフマド	 よろしくお願いします。 

 

店田	 はい。それで、いつものことなんですが、前野さんから・・・。（笑） 

 

松井	 いつもなんですか。（笑） 

 

店田	 話を、口火を切っていただいてよろしいでしょうか。 

 

前野	 はい。あらためまして、アサラーム・アライクムワラフマトゥッラー。 

(ドゥアー) 

 

前野	 まずは、店田先生をはじめ、早稲田大学の関係者の皆さんにこのような場を設けて

いただいたことに対して、お礼を申し上げたいと思います。それから、今、先生がおっし

ゃっていたように、調査という形で、それまで全然交流がなかった行政の担当者と、新安
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城ですけど、モスクとの間で交流が持たれはじめたというのは、むしろ、ムスリムにとっ

てありがたいことなので、お礼を申し上げたいです。ありがとうございます。 

	 簡単な自己紹介から申し上げますけれども、私は、前野直樹と申します。ムスリム名は、

アハマドです。息子が生まれてから、アブハキムと名乗っておりますが、ムスリムになっ

て 23 年がたちました。18 のときになってですね。今回は、行徳マスジドの、代表代理で

参っております。代表者というわけではなくて、代表の代理で参っております。よろしく

お願いいたします。 

	 行政とマスジド関係者との関わりという点で言うと、行徳の場合は、市役所との関係は、

私が知る限りほとんどないと言ってもいいと思いますが、警察署の方たちは、例えば、年

に 1 回、ほぼ毎年恒例のイベントになってきていますけども、皆さんの所でもやってらっ

しゃるでしょうが、公開イフタール・パーティーを、市の、何ですか、文化ホール、を利

用してやっていますので、その際にお招きしたりしているわけですけども、そのときに、

警察署の人がそれを、良い機会として、チャンスと捉えられて、ムスリムのみんなに、警

察として守ってもらいたいこと、交通ルールであったり、違法駐車しないでねということ

であったり、そういったアピールを、むしろする時間を設けることで、それを持ってもら

ってるようなところはあります。行政関係者との関わりというと、その辺りかと思います。

はい。 

 

店田	 はい。ありがとうございます。ちょっと、市役所とはほとんどこう、接点がないっ

ていうか・・・。 

 

前野	 役所とは、私の知る限りないですね。はい。 

 

店田	 特にまあ、働き掛けも、今のところはないという感じですかね。 

 

前野	 そうですね。はい。 

 

店田	 はい。分かりました。はい。それでは、取りあえず、それぞれ各地の状況をお聞き

したいんですけど、鹿児島からいらっしゃった、ヒッシャムさん。 

 

ヒッシャム	 はい。よろしくお願いします。鹿児島モスクから、ヒッシャムと申します。

よろしくお願いします。 
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サンダ	 よろしくお願いします。 

 

ヒッシャム	 恐らく、今、前野さん、言ったとおりですけども、ほとんど、市役所と連絡

はというか、行政がないですけども、去年、5歳の子どもが亡くなってて、そのとき、土葬

っていうの、場所がなくてですね、そこで市役所に行ったり、話し合ったりしても、ほと

んど理解ができてない。イスラム教の埋葬っていうのは、全く理解ができてない。もう説

明、何回ぐらいしたんですけれども、（理解が）ないです。 

	 でも、警察のほうは、ほとんどよく、モスクのほうに来たり、特に、ニュースですね。

なんか、ヨーロッパのニュースが出たり、アメリカのニュース出たときに、すぐ警察へ来

て、なんか問題がないかっていう話、あります。 

	 あと、ラマダン、イフタール・パーティーですね。ほとんどの警察の方ですね、市役所

の方は、ほとんどいない。しかし、市役所に関係している、国際何とか、オフィスですね。

これ、外国人に、いろんな援助とか、サポートしているオフィスがありまして、そこのほ

うから、3人の方、いらっしゃって、今度また、イスラム教徒の、もっと知りたいとか、な

んか交流とか、きょうはどうして仕事できないかっていう話がありまして、これは 3 カ月

前の話やったんですけども、これから、来年に向けて、いろんなイベントですね、鹿児島

市内とか、あるいは、ほとんど警察の方になると思います。 

	 あとはもう、直接ではない、ザビエルっていうチャーチがありまして、教会。これは毎

年 2 回ぐらい、いろんな、キリスト教とか、神道教と、仏教と、イスラム教は、もう、何

回僕ら話し合って、これから、鹿児島市民とか、イスラムと、宗教の存在、社会の平和と

か、そういう機会が 2 回ぐらいありましたんですけども、その辺、そういうところと思い

ます。はい。 

 

店田	 今、ちょっとお話で出た、国際交流協会の方がいらっしゃると。 

 

ヒッシャム	 はい。 

 

店田	 3人いらっしゃって。 

 

ヒッシャム	 はい。 

 

店田	 将来的には、こう、ちょっとイベントでも・・・。 
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ヒッシャム	 今度、イベントとか。今度また、ムスリムの留学生とか、外国人、来られる

ときに、ムスリム・フレンドリーですね。ムスリム・フレンドリーの環境を一緒に作りま

せんかっていう話、ありました。はい。 

 

店田	 ムスリム・フレンドリーっていうと、よくいわれる、ハラールの・・・。 

 

ヒッシャム	 ハラールとかですね。お祈りするとか、そういう、機会はまだ、具体的にま

だ始まってないけれども、これからっていう話でした。 

 

店田	 ああ、具体的にはまだ。 

 

ヒッシャム	 はい。 

 

店田	 あと一番 後のところがちょっと、いろいろお聞きしたいところなんです。いわゆ

るキリスト教会と、神道の組織と、仏教寺院と、それから、鹿児島モスクが、一緒になっ

て何かをするっていう・・・。 

 

ヒッシャム	 一緒になってないじゃ、これはだいぶ前から結構もう、今年度、20、19回目

ですね。 

 

店田	 ああ。 

 

ヒッシャム	 で、鹿児島モスク、去年と今年、参加したんですけど。ほとんど平和、2回で

もイスラムの、去年のアメリカの、爆発実験です、あったんですけど、その後に、平和と

か、イスラム教のスタンドポイントとか、その必要については、1時間交流して、これから、

イスラム教と、仏教と、キリスト教は、どのように共同して、社会に、なんかサポートで

きるとかっていう話ぐらいですね、はい。 

 

店田	 つまり、キリスト教会が主催して、始めて・・・。 

 

ヒッシャム	 そうです。会場は、ザビエル教会ですね。 

 

店田	 分かりました。平和を考える集会のような・・・。 
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ヒッシャム	 はい。 

 

店田	 そんなものですかね。 

 

ヒッシャム	 仏教の方は、パレードやりましょうっていう。 

 

店田	 うん？ 

 

ヒッシャム	 パレード。 

 

店田	 ああ、パレード。 

 

ヒッシャム	 だから、特に、8月、広島の原爆の日に、イスラム教、キリスト教、仏教が一

緒にパレードやろうと思ったんですけども、去年、われわれ、断りました。恐らく、お寺、

あるいは、教会に入って、お祈りして、そしてモスクに行ってお祈りするとは、イスラム

教は絶対そうしないから、われわれ残念ながら、もう参加できなくなったんですけど、は

い。 

 

店田	 実際にパレードは、他の・・・。 

 

ヒッシャム	 あ、パレードは、来年から参加する予定ですけども、でも、お祈りのほうは、

ムスリムのほうは、これは絶対できませんので、はい。 

 

店田	 はい。分かりました。じゃあすいません。金沢からいらっしゃった、松井さん。 

 

松井	 はい。アッサラームアライクム。 

	 公的機関からの協力っていうか、それは、すごくありますね。 初は、モスクを建てる

ときに、すごく問題に。モスク建てる前ですね。住民とのすごい問題があったときに、住

民の方が多分、市役所に、どうやったら、やめさせ（られ）るかっていう方法を、多分、

聞いていたっていうことを、 近知ったんです。そのときに、ちょっと市役所の方が、モ

スクのこと、誤解のないようにというか、公平な目で見るようにというような働き掛けを

していただいたっていうのが、モスクを建てたときにあったことと、私自身、私の妻が、
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外国人なので、どっちかって言うと、国際交流の活動を、よくしていたんですね。なんで、

金沢市の国際交流協会とか、石川県の国際交流協会の、イベント、国際交流祭りみたいな、

イベントには必ず参加をして（いました）。私たちは、どっちかというと、そのイスラムの

代表みたいな感じで、参加を（していました）。私たちがですけども、そういう意義で、参

加をして、なるべく、ハラールっていうか、大丈夫なものを前面に出して、これはムスリ

ムでも食べますよ、みたいな感じで、アピールっていうか、宣伝っていうか、皆さんに紹

介をしていました。モスクっていうのではなくて、今、国際交流の、団体みたいのがある

んですけども、そういう形で結構、市役所とかは、つながりが、強いですね。 

	 あともう 1 つは、住民の立場として、今、私が住んでいる所が、とても、留学生、ムス

リムの留学生がとても多い所です。住んでいるとやっぱり、いろんな問題があるんですけ

ども、大体、私の所に来て、騒音とか、あと、お金、町費のこととか、ゴミとか、そうい

ういろんなことを。市役所との交渉っていうか、住民との直接交渉とか、いろいろしてい

るうちに、市役所のほうが、何ていうんですかね、私を、認知してくれたっていうか、そ

ういう感じで、市役所に直接来たものも、こっちに来るような感じに、もうなっているの

で（す）。市役所的には結構、いいのか悪いのか、いろいろ、イスラムの認知度はすごく高

いと思いますし、一応、橋渡し的な、緩和、緩衝材的な感じで、私と妻が、いつも動いて

いるような感じでやっていますね。 

	 近では結構、国際交流祭りなんかでは、いろんな国、インドネシア、マレーシア、バ

ングラデシュなんかが参加して、割合的には、私たちが食べれるものが結構出ています、

という感じで、結構認知度は上がってると思います。 

	 一方で、金沢は、警察の関係は、そんなにはないですね。巡回はしに来ますけど、そん

なには強くはないので、どちらかというと、役所は、結構、交流はありますけども。 

 

店田	 役所との交流は結構あるという・・・。 

 

松井	 そうですね。モスクとしてというよりは、国際交流の団体としての交流っていうか、

そっちのほうが接点が多いですね。 

 

店田	 国際交流協会のほうと、こう、接点がかなりあるという・・・。 

 

松井	 そうですね。はい。 

 

店田	 分かりました。はい。今、なんか、私だけがしゃべってるような感じですけど、他
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の皆さんでも、今、いろいろご報告いただいてるんですが、何かご質問があったら、遠慮

なくしゃべっていただいて結構です。あまり堅苦しく考えないでやっていきたいと思いま

すので。 

	 今、お 3 人の方からお話ししていただきましたが、これまでのところで何か、あらため

てお聞きしたいというところなんか、皆さんのほうからありますでしょうか。 

 

ハールーン	 よろしいですか。 

 

店田	 はい。 

 

ハールーン	 モスクを建てる前に反対があるということ、前から聞いていたんですけど。 

 

松井	 はい。 

 

ハールーン	 で、前、買った場所やめて、また別の場所につくったんですよね、多分。同

じ場所で・・・。 

 

松井	 いや、同じ場所です。 

 

ハールーン	 同じ場所ですか。 

 

松井	 はい。 

 

ハールーン	 それで、モスクができた後、大丈夫ですか、みんなと、仲良く・・・。 

 

松井	 今ですか。今、プラマイゼロみたいな。アハハハ。マイナスにいかないように、ま

だ歴史が浅いんで、3年ぐらいかな。なんで、まだ、まだまだかなと。 

 

ハールーン	 時々、非常に敏感な人もいるんですけど、何でも反対するみたいな、そうい

う人たち、いるんですか。 

 

松井	 そうですね。やっぱり、そういう人が、建てた後に出ないように、建てる前にそう

いう人を出してしまいたかったので。あえて、公に説明会とか、そういうのを、もう毒を
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出してしまうっていうか、そういうような感じで。そういう方たちは、建てた後は、そこ

までの反応は、今は多分様子見だと思いますけども、建てる前はすごくありましたけども、

多分そこで出し切ってくれたのかなというふうには思います。だから、考え方的には、建

てた後、みんなに安心してモスクを使ってほしいというのが一番あったので、なるべく、

建てる前にこっちが解決してからみんなに入ってもらうっていうようなのが、大前提とし

てあったので、今のところは、予定どおりというか、そんな大したこともなく・・・。 

 

ハールーン	 アルハムドゥリッラー 

 

松井	 アルハムドゥリッラー 

 

店田	 はい。ありがとうございました。じゃあ、広島のマージドさん。 

 

アルムーサ	 はい。 

 

店田	 あ、アルムーサさんですね。 

 

アルムーサ	 アッサラームアライクムワラフマトゥッラー。 

	 私、広島、ムスリム協会からの、アルムーサ・マージドと申します。まず、この場を借

りて、店田先生をはじめ、岡井先生や、早稲田大学の関係者、このプロジェクトの関係者

に、感謝をします。 

	 行政との関係の話をする前に、ムスリム協会、広島ムスリム協会の経営について、ちょ

っと述べたいと思うんですけど、東広島市にモスク、マスジドができて、数年前なんです

けど、それは東広島市にあって、広島市内に比べたら、小さな町であります。なぜ、あっ

ちにしたかといいますと、広島大学があちらだったからです。ほとんど留学生が多いので、

ムスリムも多いですから、あっちにしたんですけど、ただ、設立目的の一つである、現地

社会との交流というのは、達成してないと思っている方もありまして、あと、日本人がい

ないと、ムスリムの日本人がいないと、やっぱり交流するの、難しくなりますから。日本

人のムスリム、ほとんど広島市内に住んでることがきっかけで、登記されてないんですけ

ど、ただの任意団体になるんです。広島ムスリム協会というのは、今のところ。 

	 そして、しばらくやって、イフタール・パーティーをやったり、ムスリムの講習会、料

理をやったり、できるだけ、広島市民の皆さんに、イスラムの文化を知ってもらいたいっ

ていう、いろんな活動をしてきました。行政との関係といいますと、直接、僕、知ってい
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る限りでは、ないんですけど、ただイベントだったり、さっきに前野先生が言いましたよ

うに、イベントに出たり、公安の方ですと、警察の方っていう、名刺を交換したりする方

もいれば、普通の参加者として出て、写真を撮ったり、いろいろ聞いたりする方もいて、

そんな感じですね。はい。以上です。 

 

店田	 はい。何か皆さんのほうから、ご質問とか、よろしいでしょうか。はい。取りあえ

ず、じゃあ、八潮からお二人いらっしゃっているんですが、一応、代表のサンダさんのほ

うからお話しいただくということでよろしいでしょうか。 

 

サンダ	 アッサラームアライクムワラフマトゥッラーヒワバラカートゥフ。 

	 私は、サンダ・サリームです。サンダは名字で、サリームは名前です。埼玉県八潮の、

八潮モスクとみんな言うんだけど、ジャミア・マスジド・ヤシオとして、正しい名前です。 

	 その前に、モスクができたときに、ジャミア・モスク・ゴシア・ヤシオとして、名前を

登録したんですが、3年半前、名前ちょっと変えて、ジャミア・マスジド、モスクのところ

を、ちゃんと正しい、マスジド入れて、ジャミア・マスジド、ゴシアを抜かして、ジャミ

ア・マスジド・ヤシオって感じで、名前を決めたんです。 

	 私たちのモスクは、2000年に、埼玉県八潮で、八潮の中でそのときに、モスクなかった

から、つくられて、すいません、私がちょっと花粉（症）なので、咳が多くて、すいませ

ん、申し訳ない。邪魔してる。なんか・・・。 

 

ヒッシャム	 ああ、気にしない。 

 

サンダ	 日本人でないのに、日本の、なんか花粉のことはどうして、すいません、申し訳

ないです。 

	 2000年に私たちのモスク、できた時点で、皆さま、いろいろモスクのことも知っている

と思うんだけど、先生もいろんな所通って、もう勉強してると思うんだけど、みんなのモ

スクにいろんな問題とか、いろんなこともあること、ないことはないけど、必ずあるから。

うちのモスクでも、少しトラブルがあるんだけど、モスクのほうで、個人の名前で財産持

っていて、3人の名前で持ってたんだけど、そのときに、ちょうど 2000年にできたモスク

は、イスラムテロの声がちょっと、すごい大きくなってて、で、怖がって、どうなるかっ

て、日本では。モスクつくって、日本で法律どうなっていくかって、怖くて、一応埼玉県

県庁では、宗教法人の許可取らなくちゃいけないと思って、ちゃんと許可取って、宗教法

人にして、活動やったほうが安心じゃないかと思って。で、頑張って、2003年から、埼玉
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県庁で、八潮モスクの宗教法人のことを申請して、2007年 3月 9日に、許可下りて、宗教

法人になったんです。それから、今、もう、来月で 10年になることです。 

	 一応、私たちが、外国から来て、イスラムの国でもないのに、ここに来て、自分の宗教

をどうしても守りたい、自分の宗教の活動とか、集まりとか、お祈りする場所とか、今ま

でなかったから。必ず自分の住んでいる所にいる、ムスリムの皆さまのために、集まって

お祈りする場所をつくりたいことで、みんなの力もらって作ったんだけど。だけど、日本

の、自分の会社でも、いろんな許可取って、ちゃんと正しくやっているのに、なぜ、自分

の宗教には許可取ってやらなくちゃいけないの。自分の仕事だったらきちんとやってるの

に、モスクのことで、マスジドのことで、イスラムのことで、なんで登録しなくちゃいけ

ないっていうことを、すごい、そういう考え方があって、それで、宗教法人として、今、

活動やっているんだけど。そうすると、安心してやっていけるんじゃないかと思って。 

	 ここのモスクは、何をやってるとか、誰が責任（者）なのか、何を活動やってるのか、

みんな周りの人たちにも、近所の人たちにも、安心してもらって、ちゃんとそういう看板

が出ていると、ちゃんと宗教法人の許可が持ててやってるから、仲良くやっていけるんじ

ゃないかと思って、私たちのモスクの周りに住んでいる近所の人も。会社もあるんだけど、

住まいもあるんだけど、今までは、一切トラブルがないです。みんなの力もらって、すご

い仲良くてやってきているんです。逆に、宗教法人になるときに、皆さまの判子をもらっ

て、許可もらわなくちゃいけないから。みんなは力になって、それで、宗教法人を取った

んですね。 

	 そんで、それを取ってから、市役所、埼玉の市役所で、まあ県庁でもちろん窓口がなっ

てるから、学事課の、そこで許可取ってるんだけど、埼玉の八潮市役所と、埼玉に、八潮

にある、草加警察にも、登録してもらって（ます）。自分から、そっち行って、うちのやっ

てる活動のことを、連絡して、一応、ラマダンあるときに、いつか集まるときには、周り

に住んでいる人たちにも、何日前かに、その紙を配って、人が増えるから、急に人がいっ

ぱいになるから、車もいっぱいになるから、迷惑かけないように、で、急にみんなびっく

りしないように、知らせたり、警察にも知らせたり、埼玉県の、八潮の、市役所でも知ら

せたりとか（しています）。自分からはちゃんとやることをやってきてるんだけど、なんか

あると、市役所とか警察とかで、なんかあると、自分たちでやってる宗教だから、自分た

ちで、やってるものだから、自分たちで守ってくださいって。 

	 マスジドの中でも、たまにそういう、何ていうの、悪い人も出てきたりとか、いろいろ

ことが、近所の人じゃないよ、もちろん。全然関係ない人は、急に入ってきたり、トラブ

ル持ってきたり、自分の仲間も同じ、自分の国から来た、同じイスラムの人の仲間のもト

ラブルは、皆さん多分あると思うんですけど、うちのモスクにもあって。で、それのほう
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でお願いしに行くと、もう、断られ、何も力にならない。そしたら、じゃあ、私たちが、

ちゃんときちんと守って、許可取って、こんな、3年、4年、大変なことして、宗教法人の

許可取ったのは、もう、ものすごい大変だった。すごい苦しかった。今まで仕事なんかで、

いろんな許可取ったんだけど、一番苦しかったのは、宗教法人の許可です。宗教っていう

のは、日本でこんな厳しいのがよく分かった。税務署より、宗教法人の学事課のほうがす

ごい厳しかったです。 

 

松井	 ハハハハ。 

 

サンダ	 事務所も来てね、1 日で納得してもらえるけど、県庁の窓口では納得するのはね、

4年かかっちゃった。すごい大変だった。だけど、その許可取ってても、まず国には私がち

ゃんと毎年、経理のことも、（活動）のことも、毎日何人出入りしてる、一家が、それ、誰

が来てる、これ、どういう活動やってる、全てのことを、1年の 1カ月の、毎日のことを、

レポートを作って県庁に出さなくちゃいけない。どのぐらいお金集まってる、何がやって

る、今はどういうイマームがいる、その 1 年にどういうことやってる、市役所にも知らせ

なくちゃいけないし、警察にも、もう宗教法人になってるから、すごい大変なこともなっ

てることになってるんだけど、それを 10年間やってきた。だけど、その代わりには、警察

からとか、市役所からとか、何があったっていうのを、自分でものすごい苦しいのことを

決めたことを、よく今分かった。市役所で、宗教法人取ったら、自分をこっちから知らせ

なくちゃいけない。だけど、逆にやってもらうというのは、財産として、土地の税金とか、

ない。あと、車を、みんな結構増えるから、あっちこっち止めちゃうから、それで警察に

は、ちゃんと来て、移動してくれって言われて、切符切られちゃうとか、なんか罰金にし

ちゃうとか、そういうのも今までは一切ない。そういうこと、いいこともあるんだけど、

でも、なんかあるときに相談しに行くと、一切相談にはならない。そういうことです。で

も、自分たちの力で、どうしてもやりたい。宗教のことを、自分の、皆さまに、住んでる

人たちのために、できるまで、いろいろ活動のこと、準備のこと、やってあげたいってい

う。それを、みんなの力でやってるんだけど、国からというと、まず、一切力にならない

ということです。よろしくお願いします。 

 

店田	 何ていうんでしょうね。市役所に頼っても、何も役に立つような助言にならない。 

 

サンダ	 そうですね。例として、話、ちょっと長くなっちゃうんだけど、例として、うち

のモスクに、1人、日本人の方で、ムスリムになってて、ちょっと、みんなのモスクに泊ま
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ってるから、こっちのモスクも何日、泊まらせてくれって感じで来て。その人を泊まらせ

たんだけど、何日か泊まっていて、一応、ムスリムになっていて、コーランも勉強してい

るし、すごいいろんなこと、イスラムのことも知っている方で、すごい真面目にいろいろ

やってるんだけど。でも、だんだん、ちょっと怪しいじゃないかって思って、で、ポスト

に来てる手紙を見たら、その人のここのモスクの住所で住民票取っちゃって。 

 

前野	 ええー。 

 

サンダ	 で、自分の車の駐車場取っちゃって。 

 

松井	 あらら。 

 

前野	 ええー。 

 

サンダ	 で、住んでるような感じで、やっちゃって。 

 

マジード	 ラーイラーハイッラッラー 

 

サンダ	 で、それを持って市役所に行って、ここは、私たちからも、声掛けてるんだから、

これは礼拝の所だから、住んでるのはそこで、オーブンサという、私たちがイマームとい

うんだけど、イマームさんの 2 階に家があるくらい、イマームさんの家族以外は誰も住ん

でません。礼拝でみんな集まって、礼拝やって、もう帰るんだから、住んでるのはその人

だけだからって。自分から声掛けて、ちゃんときちんと教えてるのに、どうしてその人の

ことを、住民票までも、車検、車庫証明までもいろいろ取られちゃうのって。私たちが自

分でやりに、なんか行くと、「代表の名刺確認するもの、判子持ってきて、これ持ってきて、

これ書いてきてって、すごいいろんなことやって、やっとできたのに、全然関係ない人は

どうしてそんなスムーズに何日でできちゃうんですか」って聞いたら、これは日本の法律

だから、住所を持ってきたら、あなたの住所も、家の誰が他に持ってきたら、私たちがそ

の人の住民の登録ができちゃうから、そういう法律だから、日本の。だからそういう法律

は、一般としてはいいけど、イスラムの活動でそうやって人が住んじゃっている。事務所

持っちゃってる人は、ちょっとわれわれが困るから、そういうことをやる前、私の電話番

号とか、もう連絡先とか、私もう、八潮の市役所のすぐそばに、私、自分の会社があって、

自分の仕事やってるんで、市役所で結構出入りしてるから、いろいろ知ってるから、いろ
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んなこと。一応、ひとつ声掛けてくださいって。いや、それはしませんって。 

 

桜井	 アハハハ。 

 

サンダ	 だから、じゃあ私たちからちゃんと、そういう連絡して、ちゃんとこういう活動

やってますよ、ここ、こういう感じだよ、これ以外何もないよ、って全部持ってきて、渡

したのは、それをどういうことですかって。だから、そういうのを、トラブルとかあると、

日本の法律の中では、ちょっと、イスラムの宗教っていうのは、また 近、10年、15年前、

20 年前からちょっと、少し、みんなが来てるんだけど、だんだんそういうモスクできあが

ったのが 10年前から増えてるんだけど、日本の法律の中でも、イスラム教のこと勉強して、

その人たちにきちんと、八潮だったら八潮の市役所を、きちんと、組合じゃないけどね、

連絡を取って、お互いでやっていかないと、なんかあったらサンダさんの責任だよ、宗教

法人取ってますよ、ここで変な人、捕まえたら、一番 初に捕まえるのはサンダさんだよ

って、責任で、ワーッて書いてあった所、はんこ押して、で、はい、分かりました。責任

守ってやります。許可ください。宗教法人になり、やってくださいって、こっちからはた

くさんのものを出したのに、こっちは責任持ってるんだけど。じゃあ、市役所として、警

察として、政府として、県庁として、何が責任ですかって。一切、それは自分たちで決め

た宗教だから、自分たちでやって、日本の法律はこうだからって言われて、断られっぱな

しですね。申し訳ないけど、すいません。 

 

店田	 はい。いろいろ、興味深い話というか、ありました。なんか、そういう、市役所と

の関係で、なんかそういう、トラブルというと変ですけど、そういうこともないですかね、

他の地域では。 

 

ハールーン	 大塚マスジドに、よく、家のない人、一時的に、モスクの決まりでは 3 日間

泊まっていいっていう決まりをつくって、で、特に難民の人、結構来るんですね。仮放免

で入国管理局から出てきた。それで、勝手に・・・。 

 

松井	 はじまりました（近くでデモが始まった）。 

 

ハールーン	 来るときも・・・。 

 

岡井	 マイク使いましょう。マイク使いましょう。（笑）デモやってる・・・。 
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店田	 ちょっとすいません。デモが・・・。 

 

ハールーン	 大丈夫です。 

 

店田	 いや、マイク使って、これ。 

 

松井	 でかいな。ハハハ。 

 

ヒッシャム	 結構警察、あちこちですね。 

 

サンダ	 そうですね。 

 

店田	 機動隊がたくさん。 

 

サンダ	 入れさせないんだよね、閉めちゃうんだよ。 

 

ハールーン	 はい。それで、何人かですね、豊島区役所行って、勝手に籍を・・・。 

 

店田	 住民票を。 

 

ハールーン	 住民票を入れたっていうことはあったんですけど、それで、われわれ区役所

へ行って、ここはモスクだから、いろんな人が来て、われわれ知らないうちにもね、こち

らかし来て、住民票申請のために来るかもしれないですけど、ちょっとそのとき、そうい

うことがあれば、声掛けてくださいって、言ったら、ちゃんと、その後、もう、とまった

んですね。協力してくださって、われわれは、ちゃんと説明すれば多分大丈夫ですね。

初は、1人 2人、勝手にやっちゃったんだけど、その後、問題ないようですね。 

 

店田	 はあ。八潮と同じレベル・・・。 

 

サンダ	 そうですね。 初、私のほうも同じことで、声掛けたら、今のところは問題ない

ですね、はい。 
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店田	 そうですね。はい。 

 

クレシ	 うちの名古屋モスクでもね・・・。 

 

店田	 はい。じゃあ、名古屋の話に移って・・・。 

 

クレシ	 名古屋モスクでも、こういう、あと、この続きはまたあとでやるので、やっぱり

たくさんの人が出入りしていることも、どこのモスクでも同じなんだけどね。やっぱり、

住所勝手に使っちゃうことも、もう非常に多いんですね。住所使って、電話のためにも、

住所なくては使えない。それから、どこかで家借りるのも、電話番号ないと、住所ないと

いけない。もう、勝手にみんながどんどん使って、もういろんな手紙来るんですね。 

 

一同	 ハハハ 

 

クレシ	 来た手紙はそのままそれをもう返しているんだけども、言うことはないし、誰が、

誰なのか分からないし、そういうことは結構あるんですね。 

 

店田	 同じような例が、いろんな地域で起こっている可能性が。じゃあ、すいません、ク

レシさん。 

 

クレシ	 はい。 

 

店田	 その話とは別に、行政との関わりで、どういうことがあるのか、名古屋について。 

 

クレシ	 はい。まず、店田先生と岡井先生に本当にこういう機会をありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。 

 

店田	 こちらこそ。 

 

クレシ	 皆さんの手に、多分こういう紙があると思うんですが・・・。 

 

店田	 今、お手元にこれがあると思います。 
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クレシ	 ちょっと、手元に持ってくれればありがたいです。まず、名古屋でですね、1 番、

あの・・・。 

 

松井	 マイクをお使いください。 

 

クレシ	 いや大丈夫、大丈夫です、すみません。 

 

店田	 置いといたら、そこに、置いて。 

 

クレシ	 声、小さいかな、多分（笑）。まず 1番目ですね。地域住民との交流。交流会に際

しては、私たちは非常に、力をかけて、周りに、できるだけ、もう、月 1回、2回ぐらいは

必ず、地域に会ったり話したりしているんですね。一番のほうから写真から見ると、モス

クの見学会を開催したり、イフタールの招待したり、それから、警察や税関からの、告知

聞いたり。警察のほうも、みんなのモスクも同じと思うんだけども、毎月僕の所は大体月 2

回ぐらい来て、問題ないだろうとか、そういう確認したりするんですね。 

	 これは税関からも、 近、外国から帰ってきたときに、いろんな、薬じゃないけれども、

なんか、葉っぱ、麻薬の代わりに、そういう葉っぱを持ってくること、可能性あるんです

ね。それのためにも来て話したり、それから、こちらからも、お祭りに行ったり、近くの、

何ていうの、お茶の先生のところ行って、そこも話しに行ったりしてるんですね。 

	 2番目は、地方自治体に対しての関係ですね。ここは、もっとも、うちのほうは、他のモ

スクとかは分からないけれども、 初の頃、パンフレット作りから結構力をかけて、パン

フレット作るための、中部の方にとか、それから、三重県とか岐阜とか、そこでこれあっ

て、いろんな、ムスリム関係のビジターのために、いろんなパンフレットを作るために、

すごく時間をかけて、協力して、ずっとやっていってるんですね。非常に、この数がすご

く増えてるために、まだ、わずかしかのせてないんだけれども、まだ結構、いろんな数は

あるんですね。 

	 それから、パンフレットがあるから、じゃあこれでいいのか（という）ことじゃなくて、

僕たちのほうから、モニターツアーを決めて、そこを行って僕たち、じゃームスリムがも

し来たら、どういうふうに対応すればいいのか。それを僕たちが行って、そこをお客さん

の代わりに行って、そこで話しをしたり、教えたりしてずっとやっていっているんですね。 

	 それから、講義の関係なんだけども、ここも、僕たちのほうから、いろんな学校やいろ

んな所に行って、その話しに行ってるんですね。 

	 3番目は、イスラム理解やイスラム文化の伝達。これはですね、本当に、非常に、力をか
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けるというか、仏教やキリスト教のほうにも、僕たちは足を運んでですね。向こうから一

応もちろん声を掛けられて、来てくれるように話しをするために。仏教の関係のところ、

お寺さんの、たくさんのグループが集まったり、そこで話しをしたり、で、イスラムの紹

介する、イスラムのこと聞きたい。それから、それと同じように、チャーチのほうにも行

ってですね。そこでまず一番初めは、イスラムの紹介したり、それから、同じチャーチで

もう一回、じゃあイスラムの家族関係はどうなのか、それをちょっと教えてください。そ

れを話しに行ったり。もう本当にみんなすごい、偉い人たちばっかり座ったところに、僕

たち話しに行って、すごく気持ちよかったんですね。 

	 そのフレンドリーの気持ちをできるだけ、向こうからもこっちからも、作って、相手も

本当に、もう簡単に、毎週うちは土曜日、いろいろたくさんの人たちが集まってるんだけ

ども、そこを必ず、もう何人か来て、一緒にお祈りしてるんですね。一緒にお祈りして、

そこに座って、もう普通の会話したり、もうなんか、本当に、すごい普通の、ムスリムと

同じ、ムスリムじゃないんだけれども、ムスリムと同じように気持ちで来て、すごく、も

う近い人たちにそのときやっていってるんですね。 

	 そこだけじゃなくて、ここは、ムスリム関係の、高校生と、それから、いろんな学校か

ら来てる、子どもたちも、すごく来るようになったんですね。もっとも、モスクの見学の

ほうはですね、これは、すごい大事な数字なんだけれども、うちのほうに問い合わせが来

て、アポを取ってからですね、2015 年に、339 人が来てるんですね。2016 年に 351 名、

2017年の 1月が、先週までなんだけれども、52名。これはもう、モスクのほうに来てるん

です。これ、アポ取った人で、私たちのほうから、行った数はここに入ってないんです。

それは非常に大きいんです、その数は。 

	 その後は、メディアと、メディアに対しては、何を発表しているかは、メディアには、

うちのムスリムの子どもたち、高校生を、集めて、そこで話したり、彼らの気持ちを訴え

たり、自分が自分たちで自分の問題をしゃべってください。そのチャンスを与えて、その

場を与えて、子どもたちの気持ちをできるだけもう恥ずかしくならないように、自分たち、

何でも言えるようにしていきたいんですね。それをやったことで、もう子どもたちは、も

う何回もこれやってるんだけども、子どもたちも今、誰か来たら、もうなんか言われたら、

すぐ言い返すんですよもう。今までは言い返せなかったことが学校でもほとんどだったん

ですね、ケースの場合は。でも、今はもう、子ども、毎回こういうことあって、毎月、毎

週、子どもたちのほう、いろんな文化を選んでやってるんだけれども、もう子どもたちは、

すごく自分から、自分のことを言えるようになったことは、もう本当に助かったってこと

声はけっこう掛けてくるんですね。 

	 あと、ムスリム・コミュニティのカルチャーセンター、ムスリム・コミュニティのほう
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からも、皆さんと同じように、土曜日と日曜日とか、ラマダン時期とか断食とか、呼んで、

みんな一緒にご飯食べたり、みんなで一緒に話したり、結構、フレンドリーな気持ちでや

っていってるんです。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。名古屋のやってらっしゃるいろんな活動、地方自

治体との協力関係についても、いろいろお話しをしていただいて。じゃあ 後に、大塚の

ほうから。 

 

ハールーン	 はい。(ドゥアー)。行政との関わり、まず、皆さんの所もそうだと思うんです

けど、公安ですね。月に 1回、または、 近は 2カ月か 3カ月に 1回のミーティングです

ね。一方的ですけど。でも、うまく、他のマスジドもそうですけど、隠すこと何もないん

ですね。だから、歓迎します。公安との関わりですね。非常に、私はいいと思ってます。 

	 それから、警察ですね。マスジド大塚ができる前に、実は池袋に、池袋ムサッラーって

いって、池袋モスクを借りてやったんですけど、イードとかになると非常に狭い所で、人

が入りきれないんですね。そうすると、近くの公園を借りようとすると断られるんですよ

ね。そのとき、警察の方が一緒に区役所行って、うまく間に入って、お世話になったこと

もあります。もちろん、警察が、こう、一緒に行くこともないし、圧力掛けることもない

んですね。だけど、うまく、例えば、私の通訳のために、うまく言って、そこで、区役所

も分かってるんですね、この人警察だって。でも、立場としては、通訳のために一緒に来

たという、まあそういうこと使って、何度も公園を借りたことも、イードのために、あり

ますね。 

	 近ですと、大塚マスジドでは、祭日になると、大体 1000人ぐらい来るんですよね、イ

ードのとき。とてもじゃないけど入りきれないですね。そうすると、1回目をやって、もう

ずっと並んでるんですよね、外で。そうすると、マスジドの前の道に、5年前ぐらいからで

すかね、警察からうまく許可もらって、止めちゃうんですよね。そこで、今、おかげさま

で、お祭りやって、イードのお祭りやってるんですよ、いろんな店出したりして。 

	 もちろん、イードのために待ってる人も並んでますし、そこはうまく警察のおかげで許

可下りてるんですね。そのお祭りが少しずつですけど大きくなって、ご近所さんも 近来

るようになって、少しずつですけど、本当に買い物に来るご近所さんもいますし、あと、

女の人のために、ヘンナーやるんですよね。手に、ヘンナーを。 

 

ヒッシャム	 メンディーですよ。 
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ハールーン	 はい。それにもご近所さんの何人か、興味持ってて、毎年、もちろん無料で

すから。 

 

サンダ	 あの、ブディアラットですね。 

 

ハールーン	 そうですね。それも、だから、警察のご協力でですね、できてるんですよ。

ところで、同じ大塚に、他の、宗教の名前は言いませんけど、他の宗教、教会もあって、

彼らも同じく、お祭り、外でやりたいんですよね。ずっと前から警察に申請してても許可

下りないんですよ。それで、われわれの所来て、どうやって、あなたたち、許可取れてい

るのかというのを教えてくれと。だけど、うまくいかないんですね。だから、ある意味で

は、マスジド側が公安や警察と仲良くやっているつもりでいるから、非常にうまくいって

るんじゃないかと思います。 

	 それから、行政で言えば、福祉ですね。区役所にある福祉の所ですね。実は、20年前に、

池袋マスジドができた後、われわれ、何度も豊島の福祉課に行って、できることないかっ

ていう、何度も聞いたことあるんですけど、そのときは、モスクとしてはできることはな

い。やりたければ個人として登録して、いろんな福祉の活動があるから、そこに参加して

くださいって言われたことあるんですけれども、約 5 年前ぐらいから、サンシャインの横

の公園で、ホームレス支援を始めてから、去年初めて区役所側から、福祉課から声掛けら

れて、あなたたちやってることはいいことですから、区役所と一緒に協力しませんかとい

う声掛かったんですね。それで、2回ほど、区役所と、モスクと、あと、地域の他のボラン

ティアやっている団体と、ミーティングをやりました。それはもう、これからももっと、

増やしたいなと思っているんですけど、なかなかやる人が少なくて、正直なところですね。

ちょっと、手、回ってないんですね。 

	 それから、警察でいうと、幼稚園をやっているので、幼稚園の所、交通安全のためにい

ろんな指導をしてもらったり、警察が来て。それもお世話になっています。あとは、警察

じゃないんですけど、消防訓練ですね。それも、マスジドの前の道、また許可もらって、

ご近所さんも呼んで、みんな地域の皆さんと一緒に、訓練を、1回ですけど、去年、やりま

した。それは消防との関係ですね。あと、警察との許可ですね。 

	 それから、区役所ですと、それも、われわれからじゃないんですけど、実は、幼稚園、

マスジドの隣に幼稚園やっているんですね。やっている時間は、朝 11時から 3時までです。

だけど、1人のご近所さんが非常に、敏感な人がいて、子どもの声がうるさいと言う人がい

て、その人が、区役所に、環境課の所、文句言ったことあるんですよ。もちろん、区役所

にそういう文句行くと、必ず対応しないといけない。それで、区役所側が来ました。それ
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も、去年、一昨年ですかね。だけど、対応は非常にやさしかったっていいますかね、協力

的。「子どもの声はいいですね」とか言ってくれたりですね、向こうから。「頑張ってやっ

てください」と。で、「あまり夜遅くはやっちゃ駄目だ」とかね。もちろん、夜はやってい

ませんし、11時から 3時までですから。ラマダンになると、夜、タラウィーの礼拝がある

から、ちょっとうるさくなることもあるんですけど、そこは、気をつけて、そういう苦情

が出て、区役所からの環境課から、そういう連絡を取ったこと、1回あります。それも非常

に、区役所が協力的でした。別に、注意も何もなくてですね。 

	 後ですけど、直接、行政じゃないんですけど、学芸大学ですね。皆さんご存じだと思

うんですけど、いろんな教科書、作ってるためには、力になってる所ですね、いろんな先

生。子どもの教科書を見ると、キリスト教や仏教の紹介と、イスラムの紹介、全然違いま

すね。 

	 例えば、仏教は、キリスト、仏教は置いといて、キリスト教は、3ページぐらい、子ども

勉強して、イスラムは 1 ページしかないとかですね。その関係でわれわれ、学芸大学の先

生と何度もミーティングして、教科書にイスラムのこと、もうちょっと増やしたりして、

それは、おかげさまで、それもうまくいったんですね。先生、学芸大学じゃないんですか

ね。えーと・・・。 

 

桜井	 いや、東京学芸大学っていうのは、教員養成の大学なので・・・。 

 

ハールーン	 そうです。 

 

桜井	 多分、教科書の作成に影響力のある先生たちがいらっしゃると思いますけど、ただ、

普通の検定教科書はね、あんまり宗教のことは書けないはずなので、多分・・・。 

 

ハールーン	 いや、いろんな宗教の紹介やりますよね。 

 

桜井	 高校かなんかかなと思うんですけどね。はい。 

 

ハールーン	 はい。で、そういうところですね。協力してもらったりというところはあり

ます。あとは、行政じゃないんですけど、地域との、例えば、豊島テレビですとか、区役

所の雑誌ですとかね、そういうところは、協力はできることは、やってます。はい。以上

です。 
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店田	 はい。ありがとうございました。一応、これ、全部地域のほうで、行政その他、公

的な団体との関わりについてお話をいただきました。皆さんご自由に、いろいろ質疑をし

たいと思うんですが、ちょっとその前に、岡井くんのほうから、何かありますかね。今の

お話を聞いて。 

 

岡井	 あ、僕ですか。はじめまして。私、岡井と申します。よろしくお願いします。どう

もありがとうございます。 

	 そうですね。私からというかですね、実は、きょうはいらしてないんですけども、もう

ひとかた、あ、もうお二方、きょう、いらっしゃることができなかった方がいらっしゃい

まして、東京ジャーミイの下山さんと、あとは、境町マスジドの先生が、きょうは、ぜひ

来たいということだったんですけれども、ちょっと予定が合わず。境町のその先生から、

私たちの地域の活動についても、報告をさせてくださいということで、少し簡単なメモを

頂いてきました。 

	 宗教的な活動というのはもちろんやってらっしゃるんですけども、今、ちょっと、大切

にしたいと思ってる活動というのがあって、それが何かというと、さっき、ハールーンさ

んからもお話がありました、福祉活動を、これから重視したいんだというふうなお話があ

りました。 

	 具体的になっているものとしては、お見舞い、病気の人もそうですけれども、生活に困

ってらっしゃるムスリムの方に対するケアっていうものをやっていきたいんだということ

をおっしゃっています。あとは、駅の掃除とかですね。そういったことをやっていこうか

なと思っているということです。 

	 市役所、いわゆる、公的機関とのつながりということで言えば、警察がもちろんあるん

ですけども、今、市役所から特に何か来ることはないそうです。向こうも特に、重要度が、

重要性があると思っていない、あるいは、認知していないところがあるそうですが、モス

クとして、市役所とつながっていくことができるんじゃないかというのを考えているそう

です。そのブリッジになるのが、福祉活動だっていうふうに、おっしゃっていました。 

	 というのは、例えば、ムスリムの中に寝泊まり、うちがなくなっちゃった人、あとは、

お仕事がなくなっちゃった人、そういった人が、マスジド、モスクに頼っていらっしゃっ

たときに、もちろん、インフォーマルに何か助けてあげるっていうことはできるんだけど

も、そこで、ムスリムとしても助けるし、あとは、行政の、福祉的なところとつながって、

何か具体的な援助はできないか、そういったことを、これからしていこうかなということ

を考えているそうです。 

	 それでちょっと皆さんにお伺いしたいのが、こういった、待ってても多分、市役所の人、
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来なかったりすると思うんですが、今後、モスクとして、あるいは団体として、市役所に

アクセス、この境町だと、この社会福祉の関係でつながりたいと思っているというような

お話をされていました。そういった予定があるかどうか、あるいは、そういった可能性、

っていうのはあるかどうかっていうのを、お聞かせいただきたいのですが、いかがですか。

特に、クレシさんの所、すごく長くやってらっしゃるから、いろいろご存じだと思うんで

すけど。 

 

クレシ	 いや、うちのほうは、市役所と関係が、来たり、僕たち話しに行ってるんだけれ

ども、深く、きょうは先生の話聞いたね、安城まで行って、どうだった、ことはあっても、

そこまで僕たちも、具体的に動いてなかったんですね。これからも本当に、これ、やって

いかなきゃきけないなと思って、非常に、ギャップが大きすぎるから、やっぱり、市役所

も区役所も行って、もうちょっと関係を作りたいなと思・・・。 

 

岡井	 その、多文化共生っていったときに、なんか、文化っていうものが、クローズアッ

プされちゃって、イスラム理解、その辺でとまっちゃいそうなところってあると思うんで

すけど、いわゆる、困窮者ですとか、そういったところって、市役所とか、いわゆる地方

自治体って、すごい敏感なところなので、そこで非常に強いブリッジになり得るのかなっ

ていうのを感じたんですね。 

 

アフマド	 いいですか。 

 

店田	 はい。 

 

アフマド	 一つ、われわれも同じようなことがあるには、あるんですけど、すごく、似た

ようなことがあって、市役所と非常に関係というか、ブリッジを持ったほうがいいと思う

んですね、私もね。われわれの八潮モスクのほうも、やはり年に 2 回なんですけれども、

イードのときに、モスクに入りきれない人々が出てきて、もう数がすごい多いので、どう

しても市役所に頼るわけですよ。ここ行って、ホール貸してください、みたいな、予約し

てくるんです。協力的なんだけれども、例えば、2015年とか、2014年の、あのパリ事件な

んか、そういった関係が出てくると、どうしても、警察からも、市役所からも、疑われて

しまうようなことがあるので。そこでやはり、何かそこに、間に壁があるんじゃないかな

って思ってしまうんですね。その壁を、どうしたらその壁をね、壊せるのかと、可能にな

るのかっていうと、去年からわれわれは、国際交流を始めたわけですよ。で、そこに、市
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役所の、先輩のかたがたを、あるいは理解、もう今、タイネン、あの・・・。 

 

ヒッシャム	 定年。 

 

アフマド	 定年になっている方々を呼んで、そこのアドバイスをいただいて、そこで、ま

あ結構細かくミーティングをやって、それで国際交流、今、2、3 回ぐらいやっているんで

すね。それで、周りの人に、やはり先輩の方々、おじさんおばさんたちに声掛けて、そこ

で頼るように。こっちから行かないと、声掛けないと、周りの人が、あの人たち、あそこ

で何やってんの。分かんない人は、もう、テレビだけ聞いて、見て、そこで、いろんなこ

とを頭の中で、考えてしまうわけですよ。そこで、もう一つ、僕らがやったのは、2回ほど、

このキリスト教とイスラム教と、それから、仏教のお坊さんを呼んで、そこに、周りの人

たちを呼んで、そこで大きなシンポジウムをやったわけですよ。そこに NHKも来てくれて。

市役所からも、すごいいい声があって、そこで、ああ、これなら町の人たち、周りの人た

ちにも、この人たち何やってるのか、この人たち何を祈ってるのか、その目的は何なのか

って、すごく分かってもらえることができたと思うんですよ。だから、その活動を、各モ

スクの管理者、団体がやっていけば、あるいは、モスクの近所の、週に 1 回、2 週間に 1

回でもいいから、お掃除やなんかに関わってくるとか。そういうことだと、結構つながり

やすいはつながりやすいんですね。つながると、すごく非常に、いい面が出てくるんでは

ないかなと思うんですね。コミュニケーションがね。 

 

店田	 はい。ありがとうございます。話が市役所だけではなくて、地域活動というか、地

域との関係にちょっとシフトしてますが、そういう活動、恐らく、他の地域でもやられて

いると思うんです。例えば、鹿児島なんかはどうですかね、地域活動。 

 

ヒッシャム	 そうですね。僕、話はもう、市役所というか、行政の話だけですけど、去年

はすごく、とっても大きなイベントがあってですね。こういう機会、8月、去年の 8月、イ

ンバウンド、鹿児島県内の、ツーリズムで、観光のビジネス、セールスマン全てですね、

ホテル、バスツアーとか、レストラン、恐らく、参加者は 180 名ぐらいです。もうほとん

ど、社長さんです、会社の社長。あるいは、ホテルのシェフとか。こういう機会が、1 日、

朝から夕方まで、こういうイスラム教についてのハラールですね。ハラールの説明は、僕

が話したのは 1 時間ぐらい。そして、午後から、ラウンドテーブルですね、大体 8 人ごと

にラウンドテーブルに集まって、その中に 1人のムスリムです。14テーブルですね。14名

のモスクの方が来て、各テーブルの関係者に、例えば、ツアーバス、あるいはレストラン、
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ホテル、あるいは航空会社という。ハラールについて話しますとですね、とってもすごく

いい機会、ムスリムにとってはいい機会があって。ハラールというのは、観光に関係して

いる方には、すごく間違ったイメージがありました。ハラールのフードっていうのは、特

別な料理であるものが、ハラールっていうイメージです。 

	 あとは、ムスリムの注意するところ。例えば、ホテルの中には、キブラをつくればいい

とか。女性と男性の、集まったりとか、そういう機会があってですね。でも、完全にこの

ツアーの関係した観光の、関係してるビジネスマンは、もう 後に、一人一人、話、意見

があったんです。 

	 イメージ完全に変わりました。ハラールっていうのは。われわれ、イメージでは、今、

考え、こういう機会は恐らく、下に、こういう鹿児島県の団体ですね、恐らく。社団法人・・・。 

 

店田	 鹿児島県の観光連盟ですかね。はい。 

 

ヒッシャム	 これはもう市役所の話になってです。テレビも来てもらったんですけども、

これからまたさらに、モスクあるいはムスリムの方は、社会活動ですね。もちろん目的は、

イスラムについて、あるいはハラールについて分かるだけじゃなくて、鹿児島県の観光を

促進するという機会があった。 

 

店田	 観光を振興。はい。 

 

ヒッシャム	 われわれのほうからムスリムの説明、いろんなハラールについて説明、ある

いは、ムスリムの観光客的に、モスクの方をサポートするとこれからっていう話になりま

した。 

	 あと、町内会ですね。モスクの周りの町内会があって、大体、25 名ぐらいですね。もう

ほとんどビジネスとか、メッセの方、会社の方、モスクの中に集まって、いろんな、これ

からモスクの、われわれのほうからサポートしたい、援助したい。モスクの方から、また

周りの人には、いろんなイベント参加するっていうのは、1回だけ、モスクは参加したんで

すけど。祭り、町内の祭りですね、ありまして、そこは、ハラールフードとか、あとはム

スリムの紹介とか。子どもの、国際的なインターナショナルゲームですね。プレーヤーと

か、そういう活動もしております。はい。以上です。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。 
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クレシ	 ちょっといいですか。先ほど僕は、区役所、市役所の関係の話に、ちょっと、言

わなきゃいけないことあるんだけれども。うちの場合は、何ていうの、ムスリム・フレン

ドリーの関係で、非常にもう、名古屋、愛知県だけじゃなくてですね。ここに書いてある

ように、愛知県、沖縄、松本、それから、三重県も、いろいろな所の市役所から呼ばれて、

ムスリム・フレンドリーの関係で、話には何度も行ってるんですね。もちろんそれと同じ

に、愛知県からも、そういう話が何度も来て、その関係で、ムスリムをどうやって受け入

れるのか、そのために、例えばこのパンフレット作ったりすることにあったんだけれども、

こういう数が、もう今、うちのほうはものすごく増えてるんですね。こっちから行って話

に行っているときには。 

 

店田	 はい。そうですね。名古屋ではこういう活動を、かなり、積極的に行っているとい

う感じですかね。はい。鹿児島でもそういう、観光振興という面で。 

 

ヒッシャム	 鹿児島では、1回だけですけども、刑務所に、犯罪者は、ムスリムの方だった

んですけども、モスクのほうに来て、警察の方と、検察ですね。2 人とも来ていただいて、

エントロゲーションのときにも、食事について、この方について注意すること。われわれ 2

日間ぐらいかけて、もうこのエントロゲーションのときは、イスラム教はこういうことが

あると説明しながら、検察の方に説明したんです。 

	 あとは、ハラールとか、彼はこうしなければならないとか、説明いたしました。警察の

ほうから、すごく、感動していただいた。 

 

店田	 感謝ですね。 

 

ヒッシャム	 はい。感謝していました。はい。 

 

店田	 やっぱりそういう、刑務所に収容されている方との、聴取について、いろいろお話

を、求められたというか、そいうことですかね。 

 

ヒッシャム	 そう、それもあります。はい。 

 

店田	 はい。他の地域、はい。 

 

前野	 そうじゃなくて、すいません。もう話題変えてもいいですか。 
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店田	 はい。どうぞ。 

 

前野	 あの、時間が迫ってますけども・・・。 

 

店田	 そうですね。はい。 

 

前野	 できれば、皆さんで、シェアしたいトピックがあるんですけど。 

 

店田	 特に、はい。 

 

前野	 ちょっとボードを貸していただいていいですか。 

	 皆さん、ご承知の方ももうおられると思いますけども、つい 近、静岡のほうで、子ど

もの教育における多文化共生をテーマにしたシンポジウムがあったようでして、私は直接

参加したわけでも、見たり聞いたわけでもないので、不確かな話かもしれませんけども。

そこで、ある 1 人のシスターが、ムスリマですね。外国からやってきているムスリマが、

主張した、アピールした、むしろお願いしたことというのが、にわかに、どうやら、少な

くとも Twitter 上では物議を醸しだしているようでして。それがちょうどですね、今回、

私たちのテーマと非常に密接に関わっているので、できれば皆さんと一緒に話し合えたら

と思いまして、ここに書かせていただきます。その彼女は、学校給食もハラール対応をし

てくださいというようなお願いをしたんだそうですね。それに対して、普通の日本人から

は、当然のように反対の声がたくさん上がっているようでして。そりゃそうですよね、と

思うんですけど。そこでその反対の意見の中には、他文化強制なんですよ。でも、字が違

うんです。つまるところ、多文化共生っていうのは、他文化強制を望むのね、というよう

なですね。それが面白いんですけど。 

 

前野	 私たちが望んでいる、目指している、また多くの日本人も願っているのは、多文化

共生、共に多くの異なった文化が、共に生きていくことなわけですが、どうも、勘違いす

る人たちは、他文化を、別の文化を、この日本の、この地域の人たちに強制しようとして

いるのではないかという反応なんですね。この点について、どのように思われますか。 

 

ハールーン	 昨日、ちょうど、1 人、日本人の女の人から、時々電話かかってくるんです。

電話かかってくる度に、私、ドキドキして電話取るんですね。ちょっと、イスラムフォビ
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アの人です。彼女も、静岡でのハラールについて、1人のシスターがハラールの問題につい

て、Twitterで見て、私は知らなかったんですけど、それ、どういうことですかと。どうし

てあなたたちが日本に合わせないのかって、結構、30分、いろいろ言われました。 

 

前野	 30分ですか。 

 

ハールーン	 そうです。 

 

前野	 お疲れさまでした。（笑） 

 

松井	 ハハハ。 

 

サンダ	 攻撃的ですね。 

 

松井	 長いですね。30分は長い。 

 

ハールーン	 初は、東京ジャーミイですかっていう、言ってきたんですね。で、私、途

中で、ここ、東京ジャーミイじゃないから・・・大塚。 

 

前野	 間違い電話。（笑） 

 

ハールーン	 だけど、ここでもいいから話聞いてください。だから、そうですね。これは

非常にアピールする側も非常に気を付けてですね、この日本の状況を理解してですね、や

っぱりわれわれは、状況に合わせてですね、イスラムを実行しないといけないし、こう、

一方的に何でも私たちに権利があるということ、それは、その考えは間違いですね。 

 

前野	 もっと慎重にやるべきですよね。 

 

ハールーン	 そうです。それは、はい。非常に、これからもそういうこと、マスジドも増

えてますし。日本人がまず少ないんですよね。マスジドに関わってる、（ムスリム）コミュ

ニティに入ってる、日本人が少ないし、あと、長く住んでる外国人がいれば、まだいいん

ですけど。入ってきて 5 年たってない。マスジドはつくった。日本の状況分かってない。

それが私も非常に、ちょっと、正直なところ不安を持ってるんですよね、これから。はい。
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数が増えていくのは、いいことですけど、同時にですね、日本の社会のことを理解してい

かないとですね。 

 

クレシ	 岐阜でも同じようなことが起きて、かなり町からも怒られることが出てですね、

新しい外国人が来て、やっぱり、要求するのがそれ。気持ち、分かるんだけどね。小学校

へ行って、自分の子どもたちにハラールの弁当を出せないかってことを、一方的にもう話

して、そこでかなり怒られて、やっぱりね・・・。 

 

前野	 あ、弁当も駄目って言われたんですか。 

 

クレシ	 いや、じゃなくて。 

 

前野	 弁当、給食で。 

 

クレシ	 学校がやれ、と言うわけですよね。学校がやれることをやると、言うのは簡単だ

けどね、日本の状況が分かってない。一人一人で言ってほしくないんです。だから、もし

こういう人がいれば、モスクのほうへ。皆さんがそういう声掛けたいことも、と思うんだ

けども。こういう人いれば、まずうちのほうに来てください。モスク側に来てください。

モスク側、声掛けますから。 

 

前野	 はい。 

 

クレシ	 そうしない限りに、一人一人自分の子どもを心配している以上は、そういうこと

が絶対あり得るんですよね。だから、こういうことが、岐阜であっても、岐阜の町の人た

ちを集めて、学校の人たち、全部集めて話始めたんだけども、その話の中にこういう話題

があった後に、新聞にものすごい大きく取り上げられてですね、こういうことがもう日本

に起きはじめたって、すごくイメージが、本当に、非常に悪かったんですよね。 

 

前野	 そうですよね。 

 

クレシ	 だからもう、他のモスクにもお願いしたいんだけれども、まあこういう人たちが

表に出ないように・・・。 
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前野	 松井	 店田	 ハハハハ。 

 

クレシ	 やっぱりそこでも、気持ちは、それ、非常に分かるんだけど。そこは、モスクに

話をしてくれれば、モスク側から話を持っていって、そこから話、多分、なんとか冷静に

話しができると思うんですよね。そこのところを、もちろん皆さん、本当に考えて、自分

の、地域のコミュニティのことを、もっと守ってほしい。 

 

前野	 はい。ありがとうございます。一方でですね、すいません。私や松井さんのように、

日本出身のムスリムから見ていると、今のインバウンドビジネスの動きというのは、松井

さん、意見異なったらお許しください。でも、私たちから見ると、すごく日本の、そうい

う観光業関係者たちは、もう至れり尽くせり、ムスリムのお客さん、来てください、来て

くださいって。もう、あれもこれも、ものすごいサービスを良くしようと、何かニーズは

ないですかというようなですね。もう根掘り葉掘り、いろいろと細かい、痛い所、かゆい

所まで手が届くような対応をしてくれようとしてくれるわけです。私たちから見ると、ム

スリム、ただ単に、カモられているだけじゃないの、としか映らなくてですね。それって、

一般のたくさんのムスリム、外国から来ているムスリム同胞は、気付かないんだろうかと

いうか。むしろ、ばかにするな、という憤りを感じないんだろうかという疑問を持つわけ

ですけど、いかがでしょう、皆さん。皆さんはもう、日本語も達者で、国際結婚されてい

る方もいらっしゃるし、その辺の気持ちも分かっていただけると思うんですが、どうです

か。 

 

松井	 そうですね。すごく感じますね。 

 

前野	 ねえ。 

 

松井	 今まで、だから、 初のほうは、やっぱり、イスラム自体に興味がない人が多かっ

たけども、 近、急に、マレーシア、インドネシアから、観光客が増えると、やっぱり、

お金に絡んだ興味が、すごく増えてきて、いっぱい、観光課からも話を聞きに来るんです。

大体、そんな金使うなら、どっかちょっと礼拝所でもつくってくれよっていうようなこと

をよく言います。だから、そういう、ご飯じゃなくて、イスラムはもう、ムスリムは、お

祈りが一番大切だから、ご飯は別に後でいい。だから、そんなお金をね、認証団体に払う

ような金があるのなら、どっか、ちょっとした部屋でも用意して、というふうなことをい

つも思うので。金をかける場所っていうか、その意識がね、ちょっとあまりにもなんかビ
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ジネスに偏ってきて、金が集まるから関心を持たれているっていうか、そういうのがすご

く、やっぱり 近強いですよね。 

 

店田	 どうですか、そのハラール問題。 

 

アフマド	 そうですね。やはり、八潮、われわれのその町、モスクがある町っていうのは、

かなり、ムスリムの人が多いんですよ。多かったからこそ、モスク、マスジドつくること

になったんですけれども、いまだに、先ほども申し上げたんですけど、市役所のほうから

とか、そういった、学校へのサポートとか、ハラールへの、例えば、いくら幼稚園にして

も、小学校にしても、中学校にしても、食べれないものは食べれない。もう、周りの学校、

全て分かってるわけですよ。ですから、先ほど、どうせ協力してくださるんであれば、わ

れわれもそこの住民ですので、協力をしてくださるんであれば、学校側とか、学校に対し

てとか、勉強あるいは、町の中に、お祈りする場所とか、つくってくれれば、逆にありが

たい気持ちが湧いてくるし。市役所のほうでも、何か問題があったときに、モスクに来て

くれれば、われわれとブリッジをつくって、パイプをつくって、つなげてくれれば、多分

いろんな問題を解決できると思うんで。その間に、日本人と外国人の、その間にある壁が、

もうなくなるはずだと思うんですけれども。その辺に、政府のほうからも直接、全国的に、

ちょっと、力を入れる必要はあるんじゃないかなと思うんですよ。 

	 特に、給食、今の時代は、僕は子どもいないんですけども、皆さんの子どもは、今もう

20歳とか、18歳とか、になっているわけですので、これから、あの世代は、ますます、日

本のシステムを管理していくわけですよ。町の中、あるいは市役所の中に働いている人た

ちの中に、お祈りする所が、その時間を許されてないと、非常に、トラブルが起きてしま

ったり、文化の違いが出てきちゃったり。でも、われわれは外国の、例えば、パキスタン

出身で、パキスタンで生まれて育ったんだけども、彼らは日本生まれで日本育ちなんです

よ。そういった支援は、そういったサポートをもらえないと、彼らは行く場所がなくて、

非常に、ここの社会の中に問題が起きてくるんじゃないかなと思いますね。はい。 

 

店田	 まあ、2世とかね、そういう、新しい日本で生まれ育った、ムスリムの方が増えてく

るという。 

 

アフマド	 そうです、そうです。はい。ですから、観光から来た人たちにはもちろん分か

らない。ああ、よくしてもらった。あそこに、ああ、一部ハラール売っていた、買ってき

た後、写真撮って、そこで、ハラール売ってたよと。 
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店田	 うん、それはそれでもう終わって。 

 

アフマド	 うん。厳しいところの状況の中、ハラール売っていたよ。彼らは分からないわ

け。でも、われわれは、なるほど、こういうことだなっていうのを、非常に読み込んでる、

それ以上のことを、もうちょっと望んではいることに違いないですね。 

 

ハールーン	 インバウンドについてですね、いつも、ハラールについて、意見がぶつかる

んですけれども、ハラール証明書のことは置いといてですね。インバウンドについて、日

本のいろんな、団体、行政が頑張って、もちろん、ムスリムじゃないから、目的はビジネ

スだろうですね。私は、その目的でも、非常にいいことだと思いますし、われわれ協力す

るべきだと思いますね。 

	 いろんなムスリムの人も、日本、今まで、余裕があって、家族と一緒に出かけるときは、

シンガポール行ってしまうとかですね、タイ行ってしまうとか、なぜかというと、そこ、

どこ行っても、ムサッラーがある。ハラールフードがある。でも、日本の政府が、 近力

入れていて、非常に、インドネシア、マレーシアはじめ、中東からの観光客が増えてます

ね。非常にいいことだと思いますよね。彼ら、もちろん目的はビジネスでしょうけど、ム

スリムの観光客、これからもっともっと増えると思いますし、私は大賛成ですね。できる

ことは協力していますし、協力したいです。はい。 

 

前野	 だから、その中で、それはそれでいいと思うんですけど、その中で、この問題が既

に出はじめてきていると。あまりに歓迎されて、ムスリムがよくしてもらえる、ちやほや

されるもんだから、ムスリムの中には、勘違いしてしまって、ああ、もう自分たちのリク

エストは何でも聞いてもらえるということになってはいないでしょうかと。 

 

クレシ	 いや、それはね、もう本当に、私たちは、言えばやってくれる、日本人、本当に

やさしいので、まあ聞いてあげようかって、1歩進むと、その人たちは、もっと、あと、も

っともっと持ってくるんですよね。それで聞いてくれたら、ありがとうと思って引けばい

いのに、どんどん持っていくんですよ。 

	 だから、例えば、今、うちの方はハラールのサーティフィケットは出してないんだけど

も、ハラールは別に反対じゃないんですよ、もちろんそれはね。例えば、1個、のりの会社

が来てですね、ハラール許可を、もらいました。で、どうしたらいい、どうやってみんな、

ムスリムにこれを増えるんですかって。のりっていうのは、みんなハラームじゃないから、
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これを別にハラール認証あってもなくても、これ、食べれますよ。なんでこんなこと起き

たの、ああ、誰かがこう紹介して、こうやって、いろんな国に売れるだろう、日本で売れ

るだろう、ムスリムが増えるだろう。もう本当に、何千万台のお金をかけてね。で、そこ

はもう、お金は絶対回収できないんですよ。だから、回収でも、サポートするのが、もう、

賛成は、それは気持ち分かる、でも、賛成する気持ちをどっかでブレーキかけないと、何

でも賛成じゃなくて、ここまでは賛成、ここまで、これ以上は、やっぱりやっちゃいけな

いところはやっちゃいけない、やっぱり、そこが壁、つくらない限りには、もう何でもあ

りになってしまうと、もう本当にイメージがどんどん、どんどん、ダウン、ダウンになり

ます。 

 

前野	 やがて、ムスリム出てけってなっちゃいますよ。 

 

クレシ	 もうなってますよ、それは。だからもう、本当に、あの…、あまり言わない方が

いいですね、それは、はい。 

 

前野	 ハハハハハ。 

 

店田	 はい。桜井先生。 

 

桜井	 ごめんなさい。イスラム地域研究機構の桜井と申します。初めてお目に掛かる方も

いらっしゃいますし、何度もお目に掛かった方もいらっしゃると思います。きょうはどう

もありがとうございました。 

	 ちょっとお聞きしていて、何となく問題を整理したほうがいいかなと思ったところがあ

るんですね。 

	 一つは、日本に暮らしているムスリムの方と、観光客、日本人は、明らかに別のカテゴ

リーで考えていると思うんです。というのは、観光客の方は、多文化共生の対象ではない

と思うんです。彼らはここに来て、一時的に、まあ 長で 2週間、3週間来て、日本を楽し

んで帰っていく、だからお客さまであって、だからお客さまに対しては気持ちいい、日本

のイメージを持って帰ってもらいたいと思うから、サービスをしたい、おもてなしをした

いという、で、ビジネスにもつながるしっていうことで、多文化共生の対象とは考えてな

いんじゃないかなって思うことが一つです。 

	 それからもう一つは、下のほうのマルチカルチャリズムのほうですね。多文化共生の中

の、文化の概念の中に、日本人は、宗教を入れてないと思うんです。もちろん、あらゆる
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文化は宗教にルーツがあると思うんですけれども、今の日本では、今の日本人が普通に考

える文化っていうのは、宗教からある程度切り離されている場合が多くてですね、デフィ

ニションの中で名詞的に必ずしも出ていないかもしれないけれども、だから、例えば、初

期にムスリムの方が来たときに、ごめんなさい、ちょっと声があれなんですけど。それが、

外国の文化ならばリスペクトしましょうとか、これがパキスタンの習慣なんですねとか、

これ、バングラデシュの人の食べ物なんですね。面白いですね。いいですね、いろんなも

のがありますね、っていうのはいいんだけれども、それが宗教的なクレームっていうのに

なると、みんなその宗教に対しては、日本人は、普段自分たちがあんまり宗教のことを意

識していないので、やっぱり、拒否感があるわけなんですね。そうすると、それが、えっ、

宗教的にクレームで言っているのってなると、うまく頭の中で処理できないし、処理でき

るような訓練をされていないから、市役所の人たちも、なるべくそれは多文化であって、

多宗教でないほうがいいと考えているんだと思うんですね。その辺のところを、でもムス

リムのほうは、このクレームは宗教に発してると思ってクレームをしているわけだけど、

「これは宗教に発するものですよ」って言えば言うほど、ムスリム的には正しいことなん

だけれども、日本人的には、受け入れられなくなっちゃう。 

	 だから、例えば、給食でも、例えば、こういうのは文化的に食べられませんとか、アレ

ルギーで食べられないと。病気で食べられないとか、そういうことならば、多文化共生に

入るんだと思うんだけど、宗教的な理由で食べられないって言った段階で、一応、特に公

立学校は世俗的でなきゃいけないので、いろいろな宗派の人たちの宗教的なクレームを受

け入れてしまったらば、その世俗主義にもチャレンジされることになるので、それを公に

は、そういう形で、宗教的なクレームを受け入れたという形で、問題は解決できないと思

うんですね。だから、そこら辺のところも、なんか日本の特性ですか。 

	 だから、ヨーロッパとかでは、キリスト教っていう宗教のルーツがあるので、イスラム

の教徒の人が何かクレームしたときに、ああ、これはイスラム教徒のムスリムのクレーム

だってすぐ分かるわけです。キリスト教との、何ていうんですかね、どうやってバランス

取るかってことになるんだけど、日本は、そこは空間があんまりないので、仏教の人が、

神道の人がって、あんまりクレームしてきませんので、やっぱり、かなり難しいと思いま

す。 

	 だから、早稲田で、お祈りの部屋もできたときも、一応、建前上、早稲田は私立なので

国立ではないので、ある程度自由があるわけですけれども、形としては多目的ルームとい

うことで、一応、説明し、だけど実際にはムスリムの人に配慮する。だから、公立学校の

食事も、何でしょう、実際にはムスリムのための配慮かもしれないけれども、イスラムに

配慮したっていう形での解決を、プレッシャーをかけたら、かえって問題は解決されない
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と思いますね。 

 

クレシ	 そのとおりです。 

 

桜井	 例えば、文化的に、こういうものは、文化的にね、豚肉を食べる文化がなくてとい

う言い方をしたほうが、じゃあ、豚肉のメニューを減らしましょうとか、だけど、じゃあ、

チキンをハラールにしろって言ったときには、かなり難しいと思いますね。という印象で

す。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。 

 

クレシ	 ありがとうございました。すごい分かりやすい。 

 

桜井	 すいません、あの、喉が・・・。 

 

松井	 素晴らしい、締めくくりだと思います。 

 

店田	 時間がですね、少し迫っているので、学校ごとの対応っていうことで、確かに宗教

というよりも、アレルギー対応というふうなものと、ほぼ同義にあって、イスラムの子ど

もたちに対する対応が、多分、日本では行われていて、宗教という、今、桜井先生のお話

にあったように、宗教ということをメインに置いて子どもたちに対応してるというんじゃ

なくて、イデオロギーの問題ではなくてですね、アレルギーの問題ということで。あるい

は、食べ物、こういう食べ物を食べる習慣がないから、対応してあげているんだというふ

うな形で、対応しているというのが、現実のところはあります。私も声がおかしくなりま

した。 

 

（一同）	 ハハハハ。 

 

松井	 うつるの。 

 

店田	 なんか、ここの部屋がなんか、おかしな…。で、時間がちょっと、一応区切りの時

間なので、また、次のところでも、若干受けて議論するということもできますが、ちょっ

と 後に、どうしてもというのがあれば、はい。 



 44 

 

小野	 よろしいですか。今回お手伝いさせていただいております慶應大学の小野と申しま

す。よろしくお願いします。ちょっとこれまでの議論からは外れるかもしれないんですけ

ど、 初のところで皆さん、マスジドのところで、住民票を勝手に取るっていう、面白い

なと思ったんですけども、勝手にやられる分にはそれはそれとして、例えば、社会生活、

地域で生活を送る上で、何か困ったこと、例えば、お金のこと、仕事のこと、結婚生活の

こととかで困った人が、マスジドにやってきて。何ていうんですかね、相談だとか助けを

求めるっていうことも、多分あるかと思うんですが、そういうときに、個人としてではな

くてですね、マスジドとしてモスクとして、何かそういうものに、寄り添うといいますか、

お助けするといいますか、そういったシステムのようなものは、あったりするのか、お話

を伺えればなと。 

 

アフマド	 私、いいですか。 

 

店田	 はい。じゃあ、簡単に、すいません。 

 

アフマド	 先ほど、シンポジウムの話、僕はしたと思うんですけれども、近所のかたがた、

あるいは、本当にその地域に集まっている、団体の方々を呼んで、結構、大勢で来たんで

すけれども、そのときに話したんだけども。まずイスラムの中に、例えば、そのとき、な

んかたまたま、ニュースが出てて、自殺の、若者の自殺の話題が出たんですね。ですから、

今の若者というのは、すごい、なぜ自殺を図るのか。なぜ自殺に落ちてしまうのかと。イ

スラムの中には、そういうもの、禁止されていることはご存じですかと言うと、それは分

からないということなので。要するに、ひとりぼっちになっちゃうから、心のケアが必要

じゃないか。ひとりぼっちで、ムスリムの人って、ひとりぼっちになることは、一切ない

んですよ。ひとりのときにでも、必ず、神様がついてるんで。アッラーがついてるから、

一緒に、アッラーの支援がついてるから、支えがついてるから、だから、どんなことあっ

ても心強いわけ。どんなどん底に落ちても心が強いわけ。だから、自殺のこと、まず考え

ない。 

	 その辺の、若者を呼んで、この間、国際交流のときに、タイとかフィリピン、日本の若

者、いろんな各国の若者を呼んで、そこでいろんなこと、ご飯を食べさせたり、いろんな

ことをイベントを兼ねて、小さなイベントをやって、そこで心のケアをやりましょうとい

う。何かあったときに、お互いに相談しましょう。電話番号交換、メール交換して、そこ

で集まって、何かあったとき、モスクに出てきて、あるいは、ここの誰々に連絡して、友
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達になりましょうって、そこですね。だんだん若者に、心強さをもたらしてあげて、防衛

っていうんですか。自殺やなんか、変な気持ちにならないことを考えさせる、思わせるの

は、イスラムのやり方ではないかなと思うんです。はい。 

 

店田	 はい。ハールーンさん。 

 

ハールーン	 戸田モスク、埼玉に、戸田マスジドってあるんですよ。そこはかなり、まず

難民の人、それから、どなたでも、ムスリムはじめ、困っている人が行けば、必ず泊まっ

てもらえるんですよね。それは非常に、われわれも感謝しています。 

	 それから、一般の人も、実は大塚にもそういう人が多いんですけど、対応する人が少な

くて、 近、戸田に回してるんですけど、非常にモスクの活動としてやっているんですよ。 

 

小野	 そういうのは例えば、余計なことをするなとかいうふうに、外から文句を言われた

りとかはしないんですか。 

 

ハールーン	 戸田については分かりませんが、大塚マスジドについて、よくホームレスの

人が、土曜日、今晩そうですけど、カレー会やっているんですね。そうすると、ホームレ

スの人が、来るんですよ。ほとんど日本人ですので、ご近所の人たちが恥ずかしいから、

恥をかくっていいますかね、「やめてくれ」っていう、言われたことあります。でも、説明

すれば、彼らも精神的にちょっと、怠け者じゃなくて、精神的にちょっと痛んでるから、

ご近所さんに説明すれば、理解できるんですよね。 

	 ですから、大塚の場合は、夫婦のカウンセリングですとかですね、仕事のない人もよく

来ます。そうすると、他のマスジドのつながりで、仕事はないか、口コミですけど、結構

そのネットワークが強いですよね、ムスリムの間、いろんな、マスジドの間とかね。そう

すると、仕事がなければ、例えば行徳マスジドに電話して、そこ仕事ないかとか、実際、2

週間前に、ジャーミイさんに電話して、お世話になったこともあるんですけど、そういう

のはもう、マスジドとしてやってますね。非常に役に立ってると思います。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。ちょっと、予定していた時間と、あと、礼拝の時

間もあると思いますので、この辺りでいったん締めたいと思います。 後に、今回、市役

所っていうか、公的な団体との関係についての話から始めたんですが、またちょっと安城

の例を申し上げると、安城の市役所の方がモスクに行って、いろいろ話をしたときに、多

文化共生の政策のうちに、日本の政策の中には、例えば、防災の観点ですね、災害のとき
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に、外国人をどう支援するかとか、そういうことを、一つの政策として挙げているんです

ね。その場合に、例えば、市役所が、モスクを防災の拠点的なものとして考えるというの

も、一つの在り方なんですが、ただ、安城市役所自体は、まだそこまではいってなくて、

あくまでもモスクは、いろんな情報を、渡すルート、拠点といいますかね。完全な拠点と

して、提携を結ぶというよりも、情報を渡すルートの一つとしては、考えているけれども、

まだ、モスクと市役所が、緊密な関係を持つというところまではいってないというふうな

話でした。 

	 ただ、一方で、これは、モスクでお話を、市役所の担当者の方が、ムスリムの方とお話

をすると、ムスリムの方は、日本人は心配しすぎだと。そんな、災害が来ても、万一のと

きは、イスラム教徒はいろんな拠点があって、互いに助け合っているので、うちは大丈夫

だというふうな言われ方をしたというふうに、おっしゃってました。 

	 ですから、先ほど、アフマドさんがおっしゃったように、いろいろ、イスラム教徒の間

でも、助け合いといいますかね、相互扶助っていうのが、かなりなされているので、そう

いうところは、かなり、同胞を信頼してるというか、そういうこともあるようなことをお

っしゃってたのが、ちょっと印象的でした。 

	 とはいえ、何らかの情報のルートとして、行政とモスクというのは、やはり、もう少し

関係があってもいいんじゃないかなというふうな気はします。ここはあくまでも、ここに

お集まりの方々だけの、地域の情報しか分かりませんけども、恐らくこれに近いような状

況は、全国にまだあると思うので、将来どうなっていくのかまだ分かりませんが、いろい

ろ考えるべきことはまだあるのかなと思います。 

	 じゃあ、取りあえず、ここでいったん締めまして、30 分後ぐらいに、また再開いたしま

す。 

 

(了) 
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第二部 
 

店田	 はい。それでは、また 5 時まで、第 2 部ということで、ムスリム・コミュニティ内

部の多文化共生ということで話していきたいんですが、その前にちょっと、前野さんのほ

うから、前の時間にお話しした静岡の件について、訂正というんですか、補足があります

ので、お願いします。 

 

前野	 アッサラームアライクム、すいません。 

 

前野	 静岡ムスリム協会の代表の方から、ムスリム同胞の方から、ちょっと訂正削除依頼

があったので、皆さんにもお伝えしなければと思います。このお話のきっかけとなった、

静岡での子ども教育における多文化共生で、静岡の行政のほうから講演を依頼されたイン

ドネシアのシスター自身は、学校給食でのハラール対応をリクエストしたいなんてことは、

実は言ってないんだそうですね。だから、どうして、メディアであんなふうに扱われるよ

うになったのかにも驚いていました。また、それに対して、何ですか、私がコメントして

ですね、リツイートしてしまったので、それにも驚いておられたんですけど、ということ

で、確認不足で、申し訳ありませんでしたということと、だから、メディアの餌食にされ

てしまったのかもしれませんが・・・。 

 

アフマド	 ソフィア林先生のように、弁護士さんの・・・。 

 

前野	 そうですね。 

 

アフマド	 はい。そういう扱いになっちゃたのかもしれない。 

 

前野	 ということでですね、インドネシアの彼女は、何ていいますか、何も問題ないと、

その彼女がきっかけじゃないということで、ご承知おきください。お願いします。 

 

店田	 はい。分かりました。じゃあ、このお話は後で、もしいろいろお話があれば、レセ

プションの席がありますのでね、そちらでまた話をしていただければと思います。 

	 ここでは、次の、第 2 部のテーマということで、ムスリム・コミュニティ内部における

多様性と多文化共生、さっきの第 1 部では、市役所であるとか、公的な団体、あるいは地

域社会と関わる、多文化共生を考えてきたんですが、今度は、ムスリムのかたがた、いろ
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んな国籍、あるいは思想、信条、あるいは、ここでは多分、スンナ派の方ばかりなので、

そういう意味では一緒ですけれども、広く日本全体を見ると、そういう宗派の問題ですね。

あるいは、男性、女性というジェンダーの問題とか、そういう、非常に多様なムスリムの

方が集まっているのが、日本のムスリムの全体であるというふうに思いますので、そうい

う多様性に関わること、それから、多様であるがゆえに、それこそ、いろんな習慣も、あ

るいは、場合によっては、礼拝とかですね、いろんな宗教的な行事等についても、ひょっ

とするとわれわれの知らないような、何か、多様な部分があるのかもしれません。そうい

った、ムスリム・コミュニティ内部における多様な姿と、もし多様であるならば、ここで

多文化という言葉を使いますが、そういういろんなものがどのような形で共生をしている

のか。そして、何か課題はあるのかということについて、お話をしていただければと思い

ます。 

	 今度は、どうしましょうかね。さっき、前野さんから始まったので、今度はハールーン

さんからお話しいただきますでしょうか。 

 

ハールーン	 あの、ちょっと、内部の、こう、ちょっとすいません。 

 

店田	 ムスリム・コミュニティの内部の多様性ということで、例えば、国籍の違う方もい

らっしゃるということで多様ですし、あるいは、思想といいますかね、同じイスラムをも

ちろん信仰している方であるにしても、いろいろ、取り組み方であるとか、あるいは、ど

ういうふうに言えばいいか分かりませんけども、信条の違いがある方もいらっしゃるかも

しれない。あるいは、男性、女性ということでの違いもあると思いますが、そういう多様

な方が、一つのムスリム・コミュニティというものを構成しているんですけども、その中

に、いろんな、お互いに一つのコミュニティをつくりあげているわけですけども、そこで

の共生の在り方とかですね、あるいは、何かコンフリクトのようなものがあるのかないの

か、そういうところについてお話があればと思います。 

 

ハールーン	 今のところ、大塚の場合は、そういう問題になってくるものはないんですね。

よく、金曜日のジュマーの説教、言葉もそうですけれども、いろんな、なるべく言語を使

おうとしてるんですね。まず、例えば、ジュマーの場合は、日本語の、翻訳、永井さんが

やって、読み上げるんですけれども、その後、英語、時間が余れば、ウルドゥ、その後ア

ラビア語ですね。ジュマーだけじゃなくて、他のダルスも、なるべく三つの言葉、アラビ

ア語をはじめ、日本語、英語を使ってるんですね。 

	 マスジドに通ってる人々、1回数えたことあるんですけど、20カ国から 25カ国の間です
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ね。それぐらい、来ていますので、英語と日本語使えば、共通の言葉はあるんですね。で

すから、今のところ、うまくいってますね。トラブルになることはほとんどないですね。

みんな、同じムスリムということで、かなり仲良く、来て通ってる人たちは喜んでると思

いますね。活動も、声掛けるといろんな国の人が出て、協力してくれているところです。 

 

店田	 はい。特に大きな、問題はないというか、20カ国から 25カ国ぐらいの・・・。 

 

ハールーン	 そうです。それ、数えたことはあるんですよね。 

 

店田	 ・・・国の方が、実際に大塚にいらっしゃってということですよね。はい。 

 

ハールーン	 はい。そうですね。 

 

店田	 名古屋の場合はいかがでしょうか。 

 

クレシ	 名古屋の場合はですね、同じコミュニティとしては、いろんな国から来てるモス

クと言われるんですね。だから、愛知県で、6個ぐらいモスクあって、その中でも、スリラ

ンカ、パキスタン系、分かれてるんだけども、でも、名古屋マスジドはそうじゃなくて、

インターナショナルマスジドとして、言葉としては、アラビア語と英語しか使っていませ

ん。で、あとは日本語、当然使いますね。 

	 私たちは、シーアの人たちも結構来てるんですね。で、すごく大事にしてるんです、彼

らは。来たら、僕は通して、僕はもう、その人見たら必ず行って、あいさつしたり、話聞

いたり、非常に、何ていうの、もう自分が、ちゃんと認めてるよ、ということを、見せて

るんですね。僕だけじゃなくて、もうその中の、いろんな人たちに、僕はそういう指示を

してるんですから、必ずこういう、何ていうの、あなたは関係ないよ、私のことを言わな

い。何を信条、何考えてる、それは別にそれで、ムスリムとして来ている以上はウエルカ

ムしましょう、非常にそれを、考えてやってるんだけどね。 

	 それから、こういうシーアのほうから、夜からですね、イフタール・パーティーのため

に、必ず、断食の間に 1回、2回出すんですよ。1回か 2回ぐらい、必ず、イフタール・パ

ーティーを彼らから持ってきて、みんなに分けるんですね。毎週、家族で来てる、何家族

来てるいったっても、断食の間に来てるんです。だから、そういう人にウエルカムのこと

が私たちのほうがそうやってるんですね。 

	 それから、私たちは、いろんな、何ていうの、高校生、学生たちがやっぱり、すごく困
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ってるとこがあって、それをどうやってサポートできるのか。それサポートするために、

例えば、ムスリムの高校生呼んで、それから日本の学校のムスリムじゃない高校生呼んで、

そこでお互いに話ししたり、こっちから質問出たら、そしたらムスリム側から答える。だ

から、お互いにこういうのを質問の仕方はすごく、非常に子どもたち助かっているんです

ね。それだけじゃなくて、毎週、例えば、5時から 6時、1時間は、必ずもう、子どもたち

のためのお茶会としてやってるんですよ。だから、僕たちが子どもたちもうそれしたら、

必ずお祈りしなさいことは絶対言いません。プレッシャーかけません。 

	 だから、1回来た以上は、絶対そこは、マグリブかイシャーが当たるから、絶対お祈りす

るんで、それは。だから、モスクの側からもう無理やりに勉強させるとか、もちろん、勉

強、朝 4 時から大体 2 時から夕方まで、勉強会は結構あるんだけれども、でも、僕たちの

ほうからも、こういうプレッシャーかけることは絶対しません。 

	 だから、それから、小さい子どもたち一緒に遊んだり。という子どもたちをできるだけ、

自分が行っても行きたい。だから、今は非常に、子どもたちがすごく多くなって、4階の建

物はもう、子どもたちためだけに使ってるんですね。もう走り回ってるんですよ。絶対と

めないんですよ。子どもたちもモスクに来るのが、親を連れてくる、僕たち行きたい。気

持ちは察してるんです、わざとそれは。とすると、モスクに来れば友達に会える、ムスリ

ムの友達じゃない、日本人の友達にも会える、他の国の友達にも会える、それはすごく、

子どもたちのメリットがあるものを、非常に考えて、それをやってるんですね。 

	 それだけでなくて、インドネシア、マレーシア、それからアラブの女性たち、子どもた

ちも、みんなから、発表会、お互いにですね。発表会とか話したりとか、それを、簡単な

こと、場所をあげて、それをやらしてあげてるんですよ。 

	 問題はうちのほうは、問題を持ってる方は、来たら、絶対、さっきもお話ししたように、

自分の問題、日本人にぶつけるんじゃなくて、まずこっち側ぶつけなさい。こっちにぶつ

けた、それを考えた後には、ちゃんと話し合いして、どういうふうにやればこれを解決で

きるのか。それをしながら、子どもたちにそこでいろんなことを教えてるんです。 

	 だから、問題は、ないことは絶対にないんですね。問題はもう、どこでも、どの家庭で

も、どんな子どもでも、非常に持ってることが多いんですよね。だから、その問題をどう

やって解決できるのか、どうやってやっていけるのか、どうやって日本の社会と、どう自

分は合わせれるのか。合わせましょうってことが、僕たちの、ネックなんです。 

 

店田	 はい。分かりました。そうですね。今、クレシさんからお話があって、私も、国籍

だ、あるいは思想だ、ジェンダーだっていうふうに言ってたんですけども、もう一つは、

確かに、いわゆる、成人の世代と子どもたちの世代、いわゆる、大人世代と子ども世代、
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それも一つの多様性の一つではないかと思うんですが、ちょっとお話を戻して、大塚の場

合、いわゆる大人社会とそういう、2世 3世の若い人たちの世代との関係というんでしょう

か、多様性というのは、どんなことがありますか。 

 

ハールーン	 大塚の話をする前にですね、現実的にですね、現状としては、20 年前に結婚

した人、25年前に結婚した人、第 2世代が大きくなった人たちですね。 

 

店田	 そうですね。 

 

ハールーン	 9割以上は、私が、少し調べた結果を申しますと、9割以上はもうイスラムの

こと、ほとんど分かってない人が多いと思いますね、それは。 

 

店田	 それは、若い世代ですか。 

 

ハールーン	 若い世代ですね。だから、非常に大きな課題です。本当に大きな課題ですね。

モスクつくることはとてもいいことですけれども。でも、そういうところはまだ、ムスリ

ムの人は、目が向いてないんですね。考えてないですね。 

	 大塚の場合は、そういうこと考えて、少し、本当に少しの努力ですけれども、やってい

ます。どういう努力かというと、サッカーチームを作ったんですね、去年、大塚の。 

 

店田	 うん。 

 

ハールーン	 効果はとってもよかった。思った以上よかったです。なぜかというと、マス

ジドに来てくださいという若い人に、ダイレクトに人に言っても来ないんですね。サッカ

ー、いっしょにやらないかっていうと来るんですよ。サッカーやった後、じゃあ少しずつ、

じゃあ一緒の礼拝、 後はマスジドでやりましょうということで、来ることになって、非

常に、そこで関心持ってる人たちもいます。 

	 もう一つ、考えてるのは、ボーイスカウト。 

 

店田	 ああ、ボーイスカウト。 

 

ハールーン	 それから、ガールスカウトを去年から計画してまして、それもやはり、モス

クに来てくださいって言うと、来ない人々を集めて、今、日本の組合とも連絡取って、今、
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登録の 終ですね。あと 2 カ月で登録、日本の組合と、終わると思うんですけど。そうい

う、一つの活動を今考えてるんですね。それはぜひ、いろんな地方からいらっしゃってる

人たちにも、ぜひ考えてみてください。スポーツですね。モスクに、そういう、地方でも

来ない子どもたちが多いと思うんですね。また、ボーイスカウト、ガールスカウトをやる

とかですね。 

 

アフマド	 ダーワキャンプもそうですね。 

 

ハールーン	 はい。 

 

アフマド	 あの、キャンプも。 

 

ハールーン	 ああ、キャンプもそうですね。非常に、そうですね。タルビヤキャンプ、年

に 1回やってるんですけど、大体、山梨、2泊 3日やるんですね。去年、300人近く、子ど

も入れて、300人ぐらいの人が参加したんです。たくさんの人が、結婚して、女の人ですね。

マスジドには来ないんですね。だけど、そういうイベント、外のイベントがあると、それ

がきっかけになって来るんですね。そうすると、子どもを連れてきたり。そのギャップが

とても大きい、実際はですね。そのためには、もっともっと皆さんと一緒に考えて、努力

しなければならないとは思います。 

 

店田	 はい。ありがとうございます。 

 

ハールーン	 今、あとは、毎週土曜日、コーランのクラスの他に、ABC クラスといって、

そういった、子どもたち集めて、小学生と中学生と分けてですね、いろんな活動やってる

のも一つですね。そこで、クレシさんの息子、アミンさん、例えば、力になってる、先生

になってもらって、そういった活動も、努力をしています。効果はそれほど、正直出てな

いですね。非常にわずかの子どもしか来ないんですね。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。大塚の、今、若者っていうか、子ども世代につい

ての取り組みについても、一緒にご紹介していただくような形になりました。また、その

辺りについても、後で戻りたいと思いますが、八潮の場合には、どうでしょう、国籍であ

るとか、民族、あるいは思想とかですね。いろんなムスリムの方が当然八潮にもいらっし

ゃると思います。あるいは、男性、女性、あるいは今のお話のような、大人世代と子ども
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世代の問題とか、その辺り、八潮ではどのような課題があるのか、あるいはないのかとい

ったところでどうでしょうか。 

 

アフマド	 大塚マスジドと同じく、国籍をものすごくたくさんはされてないんですけど、

結構もう限られてるんですけども、八潮というのは工場の町であって、前はね。今は発展

してはきてるんですけども、ですから、パキスタン、スリランカ、バングラデシュ、イン

ド、それから、アフリカの国々からの方々なので、ほぼ言葉はアラビア語とウルドゥ語に

はなってしまうんですけれども。ただし、問題点は、その同じコミュニティの中に、ハー

ルーンさんが抱えてる問題と同じく、やはり若者、第 2 世代の若者たちをコントロールし

ていくのは、モスクに呼ぶのが、その礼拝の時間を守って、あるいはコーランの勉強をさ

せるのは、すごくこう、今、多分どこのモスクも多分、力入れてると思うんですけれども、

非常に難しいことになってはきてるんですけれども。 

	 ただ、われわれのほうでも、さっき言った国際交流、そこだと、結構興味持っていて、

来てくれるんですね、若者でも。バーベキューパーティーやって、そこで呼ぶと、彼らは

自分の友達やなんか、また仲間も呼んできて。こうやって呼んで、中には個人的に、家内

もインドネシアなんですけれども、自分の周りの奥さんたち、ムスリムの子どもたちを呼

んで、なぜかというと、幼稚園やなんか、ムスリムの幼稚園というのはないので、そこに、

コーランの、イスラムのベーシックの教えを、どうやってやろうかっていう、そういう、

奥さんたちが固まって、自分たちでやってるから、その辺は解決できるような、ちょっと

大きくなった子ども、10 歳越えた子どもたちをちょっと、今のところは手に負えないって

いう感じで・・・。 

 

店田	 手に負えない・・・。 

 

アフマド	 そう。非常に、難しいところなんですね。女の子でも男の子でも。だから、そ

の子たちに、やはり、ボーイスカウトなり、バーベキューなり、サッカーチームなり、バ

トミントンなんかやらしたり、いろいろスポーツに興味持たせてあげて。それでじゃあ、

きょう鍋パーティーやったから来ないって、そこで、イスラムのことを教えてあげて、ま

た小さい子どもたちの発表会みたいなことやって、そんなこんなで、興味持たせることに

はしてるんですけど、一番、抱えてる問題はそれですね、今のところね。 

 

店田	 なるほど。やっぱり、サッカーチームとか、あるいはボーイスカウトとか、そうい

うのは実際にもう・・・。 
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アフマド	 うちは、サッカーチームまではいってないんですけれども・・・。 

 

店田	 いってない。 

 

アフマド	 はい。ただし、国際交流と、もう頻繁に、集まりを考えて・・・。 

 

店田	 若者たちが集まれる場をつくっているという・・・。 

 

アフマド	 そうです。それを一生懸命考えて、家庭でもアウトドアでも、それを一生懸命

やってはいるんですね。はい。 

 

サンダ	 例えば 近、ハッピーニューイヤーの 31日の集まりをして・・・。 

 

店田	 何の？ 

 

サンダ	 31日の・・・。 

 

アフマド	 元旦の。 

 

サンダ	 12月の。 

 

店田	 ああ。 

 

サンダ	 12 月の 31 日の夜を、女の集まりして、子どもたちも連れてきて、ムスリムとし

て、イスラムのことで設問したり、いろいろ聞いたり、それで、プレゼントあげたり、ビ

ンゴとかやったりで、それで子どももたくさん集まったし、お母さんたちも来たし。お母

さんたちも子どもも喜んで、みんなにプレゼント配って、そういう、時期どきにはイベン

トをやって集まってもらうと、来られるようになるから、それをやるしかないですね。 

 

店田	 分かりました。そういう、いずれにしても集まれる場をつくって。 

 

サンダ	 そうですね。そういう集まりっていうのは、必ずモスクだけとか、モスクじゃな



 55 

いと駄目とかじゃなくて、モスクでもやるけど、どこの誰かの実家で、どこかに場所借り

てやったりとかすると、あいつもモスク行ってるとか、マスジド行かなくちゃ行けないと

かになって、それを慣れてきたら、だんだんそっちのほうに勉強させたほうがいいんじゃ

ないかと思って。 

 

店田	 はい。分かりました。いろんな場所を利用してっていうこと・・・。 

 

サンダ	 そうですね。 

 

店田	 じゃあ、マージドさん、広島の。 

 

マージド	 はい。サリーム先生のように、ムスリム・クリスマスとかっていうイベントを

やったりしないんですけど、あの・・・。 

 

サンダ	 いや、ムスリム・クリスマスじゃなくて、一応、ハッピーニューイヤーのときに

みんな集まるから、他の所に行っちゃうより、子どもたちね、だったらそこで集まって勉

強もなるから、それでいいんじゃないかと思って。 

 

マージド	 はい。ムスリムとの間のコミュニケーション、共生について言えば、多分、歴

史を見ますと、イスラムが一番 後に入った国は、日本になるかもしれないです。100 年、

150年しかないんですけど、それだけ、浅くて、そう考えれば、イスラム諸国のような宗教

対立、宗教の、宗派の間の問題だったり、シーアとスンナの問題とか、場合によって、政

治的な、政治目的でやってるところもあったりします。もちろん宗派は違いますし、根本

的なところも、場合によって違ったりするかもしれない。アフマディーヤの場合とかです

ね。ただ、日本は、せっかくそれを、まだ、きれいなイスラムの、イスラム諸国の問題は

まだなくて、前野先生とか、他の日本人のムスリムも、インドネシアとかアラビア諸国等

に留学されて、すごい人材、優秀な人材もいますから、それを使って、活用して、バラエ

ティーな、他のムスリム諸国でも、非ムスリム諸国でもないようなムスリム社会。ただし、

イスラムをコーランとスンナをまずそれを元にして、正しいムスリム社会をつくるには、

すごい便利な国っていいますか、非常にいいチャンスだと思います。それだけ、ぜひ言い

たかったと思うんですけど。 

	 それとですね、広島のムスリムの、まずそんなに多くないんですけど、一番悩んでるの

は、コーランのことです。教育、イスラムの教育はどうしたらいいのかっていうところで
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すね。20代とか、20歳になっている子どもたちは、そんなに、東京、他の地域に比べたら

そんなにいないんですけど、まだ中学校入ったばっかり、小学校入ったことで、子どもた

ちはいたりして、それはどう対応したらいいのかっていう悩みは、あったりします。はい。

以上です。 

 

店田	 はい。ありがとうございます。広島の場合には、他の地域とはちょっと世代の在り

方が若干違うということで、まだ若い子どもたちが多いということですね。はい。それで

は、金沢のほうからは、いかがでしょうか。 

 

松井	 金沢の場合は、ちょっと性格上、留学生がほぼ 9 割ぐらいで、金沢大学の、その政

策っていうか、それによっていろんな国の人数がだいぶ変わってくるんですね。10 年ぐら

い前は、結構エジプトの方が多かったりしてたんですけど、今は結構インドネシアの方が

すごく多くて、でもあんまり長くないんです。だから、3年とか、5年ぐらいで、大体みん

な帰ってしまうので、そういう、ちょこちょこっとした感じではつながりはありますけど

も、長いつながりっていうのはなかなか存在しにくい地域というか、ほぼ留学生なんで。 

	 ただ、その中でも、やっぱり子どもですよね。例えば、教えるときに、インドネシアと

か東南アジア、南アジアみたいに、もう、ちゃんとイスラムの勉強した人は存在するんで

すが、やっぱり、先生として、その中東の人を立ててしまう。その専門の勉強してないけ

れども、中東の人を先生に立てて教えようとしてしまうっていうところが。みんなもやっ

ぱりそこに乗っかってしまうっていうところが、やっぱりちょっと。ちゃんと、やっぱり

専門に勉強してきた方がいるのに、専門じゃない中東の人を選んでしまうっていうところ

が、ちょっと皆さんの意識の中で、何となくそういう、言葉ができるんだから、理解もあ

るだろうっていうような感覚が、ちょっと強いのかなと。言葉じゃなく、専門で勉強した

人のほうが、知識がすごいわけですよね、どうしても。だからそういう人に本当はやって

ほしいんですけども、周りもやっぱり、中東の人にお願いしてしまうというか、そういう

ことになってしまって。ちょっと、偏りがあるというか、そういう知識的なことよりも、

コーランを読むことに、ちょっと中心的になってしまうというか、そういうのがやっぱり、

問題としてはありますね。 

 

前野	 コーラン読みのコーラン知らずになっちゃう。 

 

松井	 そうそう。それが一番嫌なので。特に子どもたちは、日本の社会、学校にどっぷり

入っていくので、やっぱり、ある程度は、どうしてっていうのが知ってほしいんですよね。
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できれば、コーラン読んで、意味も知ってほしいっていうのがある中で、ちゃんとした知

識のある人から教えてもらいたいっていうのはあるんですけども。やっぱり多数の意見と

して、ちょっと中東の人を選んでしまって、結局内容を教えられないっていうことになっ

てしまうのが多いので、なかなか難しいところではありますね。 

 

店田	 分かりました。はい。これについてはまた、議論があると思いますが、取りあえず

他の地域の状況も聞いてから、お話を進めたいと思いますので。鹿児島ではいかがでしょ

うか。 

 

ヒッシャム	 えーとですね、鹿児島のほうは特に問題はない。多国籍、たくさん、もう 7、

10カ国から来てるんだと思いますけども。 

 

店田	 10カ国ぐらい、はい。 

 

ヒッシャム	 特に、言葉の問題、ほとんど、ジュマーのフトバは英語で、もうアラビア語

をやるつもりだったけれども、ほとんど留学生というか、アラブ以外の人が多いから、英

語だけで、今やっております。 

	 一つ、何でしたっけ、コミュニティ内部という話をしますとですね、イスラム教は恐ら

く幅広く、いろんな国から、イスラムそのものは変わってない。だけれども、ちょっとだ

け文化のことも入ってしまう。東南アジアのムスリムと、アラブのムスリムと、ヨーロッ

パ系のムスリムは、行動的っていうか、文化、使われます。もう一つ、先生、多分ご存じ

かもしれません。マズハブ、ご存じですか。 

 

店田	 法学派ですね。 

 

ヒッシャム	 マズハブ。マズハブの違いもあります。でも、基本的な問題と全然問題ない

けど、あのプラクティスのほうから、ちょっとこれ違うかっていう話、出るぐらい。それ

を解決するためには、大体イスラム教のシャリアをご存じ、知ってる人は、おかげさまで

大体毎年、留学生ほとんどですね。アズハルで勉強している、あるいは、コーランのよく、

サイエンスをしてる人は、土曜日、あるいは日曜日のマグリブと一緒の間にクラスを 

おこして、実際のマズハブというか、あるいは、預言者ムハンマド（アライヒッサラート

ワッサラーム）のプラクティス、こうですよと。 

	 一番大きいのは、女性の方ですね、恐らく。女性の方は、ちょっとプラクティスのほう
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は理解できてると、できてないと、イスラムの基本のシャリアについては、大体分かって

るけれども、プラクティスちょっと違う。その辺は、大体、水曜日と金曜日の大体 4 時か

ら 6 時まで、女性の方集まって、幾つの国から。で、いろんなディスカッションとか、そ

ういうイスラムの教えについては、やっております。 

	 一番ちょっと困っているのはですね、日本人の結婚、 近僕ら、大体毎年 2 回ぐらい結

婚式。日本人の方、女性が多いけども、今年はインドネシアのムスリムの女性と日本人の、

結婚のためにイスラム教に入ってる人、ほとんど。結婚の後、全くイスラムもモスクもあ

まり来ないとか、教えようと思ったら、もう全く来る日がない。ただし、結婚すると、わ

れわれも、日本の方を、イスラム教になってから、すごくサポートしているつもりだった

けれども、ほとんどサポートできないっていう、内部の問題。 

	 あるいは、教育、例えば、イスラム教のプラクティス、かなり幅広く、いろんなことを

勉強しなければならないけども、彼が全く興味がない、あるいは、毎日はもう 5 回礼拝し

ています、そのぐらいでいいと、という話もあります。 

	 第 2 世代、子どもは、われわれ、大体一番大きいのは、もう小学校、高校生 1 年生が、

それ以下は結構多いですね。土曜日の 11時から 1時まで、毎週やっていますが、女性の方

が、子どもを集めて、アラビア語のクラス、そして、コーランのクラス。とっても、僕が

知らなかったけど、この教え方、ちょうど日本の学校のとおりですね。 

	 例えば、学校、毎月ドラマを、イスラム教の教育しながら、ドラマ、きょう活動して、

あるいは、モスクの掃除の日は、全員、子どもは、4歳から、大体、小学生の間の、モスク

を全体的に掃除とかしたりするっていうのはあります。イードの礼拝の後にパーティーが

ありますから、そのとき、アラビア語とコーランクラス、子どものキッズクラスでは、シ

ョーが行うんです。 

	 例えば、コーランに書いた、ストーリーがいっぱいありますけれども、そのストーリー

を実際に人の前でやる、コーランを読みながら、プレイとかするし・・・。 

 

前野	 寸劇ですね。 

 

ヒッシャム	 ですから、理解する。だから面白いことを、子ども、日本の学校みたいな形

で教育しているっていうことです。 

	 今も、子ども、結構、6歳とか 5歳でも、コーランの一番 後のチャプターも結構大きな

量、覚えています。キャンディーを用意したり、パーティーをしたり、ケーキです。とい

う形で、教育を行っております。 

	 鹿児島のモスクは、一番新しいモスクと思います。もう 3 年くらい、ということです。
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はい。以上です。 

 

店田	 はい。ありがとうございます。そうですね。この中では多分、鹿児島のモスクが一

番新しいでしょうね。 

 

ヒッシャム	 だと思います。はい。 

 

店田	 はい。じゃあ、 後に、前野さんのほうから。 

 

前野	 はい。まず、行徳マスジドの状況からお伝えしますと、行徳には、12～13カ国のム

スリム出身者がおりまして、それなりに、イードのときはもちろんですし、ジュマーだっ

たり、ラマダンの公開イフタール・パーティーのとき等は、それこそみんなで協力して、

それぞれのお国の料理を持ち寄ったり、それなりの交流はあります。私自身が 18歳のとき

にムスリムになって、もう 23年がたったわけですけども、ずっと感じてきていることの一

つに、本当の意味で共生って何だろうと。今回のテーマをいただいてあらためて考えたん

ですけども、多文化共生、これは皆さんご存じのとおり、イスラムの教えでは当たり前の

ことですよね。基本中の基本。出身が違う、文化が違う、言葉が違う人たちが、共に唯一

の神様に、アッラーに、仕えて、一番の先生である、預言者ムハンマドさまの道にならう

と（サッラッラーアライヒワサッラム）。 

	 当たり前のことなんですけど、その上で、共生が目指すところって一体何なんだろうと。

差し障りのない関係ですね。争いを起こさない、共に同じ町で一緒に暮らしていることが

共生であるならば、さっきのムスリム・コミュニティの外の日本社会との関係もそうです

けども、もう既に共生は達成されてます。当然、ムスリム・コミュニティの中でも、 初

から 後まで達成されてることです。 

	 でも、それだけなんでしょうか。共生、共に生きるじゃないですか。そうすると、なん

かさびしいよなっていう気持ちがずっと拭えなくて。というのは、多くの同胞との関係と

いうのが、マスジドオンリーなんですよ。マスジドだけ。マスジドで顔を合わせて、サラ

ームして、一緒にサラーム、礼拝して、サラームを交わす間柄ではありますけども、それ

だけ。それ以外は、それこそ、どんな暮らしをしているのか、どんな仕事、時には会話す

ら、あいさつ以外で、会話すらしたことのない人すらいる。それで共生って言えるんだろ

うかと。 

	 だから、そういった意味で、もう、自分なりに、何て言いますか、納得してしまってい

るのは、共生、本当の意味で共に生きて、共に人生を一緒に過ごしていけるっていう人っ
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ていうのは、もう個人レベル。個人レベルでしか達成し得ないのかなということです。 

	 つまり、プライベートな付き合いを持てる。それこそ出身の違う人が、皆さんの中でも

いると思いますけど、どれだけいますか。そんなにたくさんいないんじゃないですか。本

当に幸い、私も、例えば、日本出身の人はそうですけども、シリアであったり、他の地域、

国、出身の人とも、一緒に家族旅行に行ったりですとか、プライベートな付き合いができ

る友人がいるので、その意味では絶望しないで済んでいるんです。でも現実問題は、どの

集まりに行っても、例えば、土曜の夜の集まりの、その勉強会の後の食事会を見ても、同

じ部屋にいろんな国出身の人が一堂にいます。でも一緒におしゃべりしてるのはどんな人

たち、結局同じ国の人たち同士なんですよね、ほとんどの場合。 

 

ヒッシャム	 それはありますね。 

 

前野	 うん。なので、さっきの、これ、すいません、あえて岡井先生に残してもらったん

ですけど、多文化共生、別に、本当に、共生するっていう感じは全然ないんですけども、

新しい日本出身の、日本人ムスリムが、なかなかやっぱり、今、もう毎日のように新しい

人は増えてます。増えてますけども、残って、育って、それこそ活動の輪に入ってきてく

れるような人がなかなか育たない原因の一つは、新しいうちにマスジドを訪れたときに、

いや応なしに感じさせられる、上のほうのですね、多文化共生じゃないかと思うんですよ。

要するに、まるで自分には分からない言葉ばかりで、活動がなされていると。そうすると、

ああ、もうここは、自分のいるべき場所じゃないと誤解しちゃいますよね。 

 

アフマド	 うんうん。 

 

前野	 うん。なので、そういった意味で、皆さん、そういった点に気を遣って活動されて

いるマスジドも、もちろんあるのは分かってます。それをぜひ、これからも伸ばしていた

だきたいですし、そういったものを広めていっていただければと思います。 

 

アフマド	 素晴らしい。ありがとうございます。 

 

前野	 だから、特に、やっぱり、日本語、やっぱり言葉を大事にするのは、それこそ文化

の始まりであって、終わりでもあると思うので。 

 

アフマド	 それがイスラムの共通のテーマですからね。ベースですから。 
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前野	 はい。よろしくお願いします。 

 

店田	 日本人と、外国人ムスリムとの間という点でもあるわけですよね。 

 

前野	 ええ、そうです。やはり、もちろん、ビジター、訪問者レベルの人たちに対しては、

英語が共通であるとなるのは、当たり前、致し方ないのは十分に分かるんですが、メイン

のマスジドでの活動であったり、ムスリム同胞での会話っていうのが、いまだに外国語、

日本にいて外国語っていうのは、どうなんだろうという話です。 

 

ヒッシャム	 確かにそうです。ギャップが大きいと思いますけど、日本人と外国からのム

スリムは、言葉のバリアが非常に大きい、と思います。でも、これはもう時間（の問題）

で、まだ、ムスリム・コミュニティ、非常に小さいですね。 

 

前野	 そう、だから、中には・・・。 

 

ヒッシャム	 ヨーロッパも、昔は日本のような、ありましたけども、今、モスクの中もほ

とんど、フランスのモスクいったら、90 パーセント、全部フランス語ばっかりしゃべって

ます。外国人です。ほとんどフランス人じゃないけども。でも、フランス語。アメリカも

そうです。ですから、日本はまだ、生まれたばかりっていう、これからっていう感じと思

います。 

 

アフマド	 意識してやらなければ、先ほどおっしゃった、新しく入ってきている人たちを、

せっかくこれからの世代を、育てていけるような方々を失ってしまうっていうのは、大き

なロスだと、僕は思いますね。 

	 だから、確かに、きょう新しいビジターが入ってきたなって、意識はしてるんだけども、

どうしてもそこに、例えば、パキスタン、インド、バングラデシュ、日本にいたとしても、

どうしても、ワッターというご飯のときに、バングラデシュはバングラデシュで集まって、

またその中にも、ダッカの人たちはダッカだけで、違う地域の人は違う地域で。 

 

ヒッシャム	 それは、ヒューマン・ネイチャー。 

 

アフマド	 そう。車の商売の人は・・・ 



 62 

 

前野	 それはもうヒューマン・ネイチャーですよ。致し方ないところは多分、多々あるん

ですけども、それで・・・。 

 

ヒッシャム	 コモン・バックグラウンドですよ。異種コミュニケーションのためには、コ

モン・バックグラウンドが必要あります。同じ国の方は、もう話しできるところ多いから。

コモン・バックグラウンド、コモン・エリアありますから。他の人は、コモン・エリア、

もうほとんどイスラムだけ。あまりパートの中でも、イスラムについて話すと面白くない。

ということ、自然的になってしまうと思います。 

 

前野	 うん、だからそこは意識して望まないと駄目ですよ。 

 

アフマド	 意識して、そうそう。 

 

ヒッシャム	 そうです、はい。 

 

前野	 だから、私と同じように、日本出身のムスリム同胞との話の中で、このような話題

になったときに、お互いに同意し合ったんです。これまでの現状を見るにつけ、ひょっと

するともう、いわゆる、皆さんにとってはごめんなさい、語弊があったら失礼な言葉にな

るかもしれませんが、マジョリティの話ですね。マジョリティの話として、第 1 世代でそ

ういったことを望むのは無理かもしれないねと。第 2世代、第 3世代なってからと。 

	 というのは、皆さんのように、それこそもう、日本でやっていくんだという腹をくくっ

た人たちであれば、一緒にもう、言葉も流ちょうですし、話し合って、同じビジョンを目

指して、目的を共有し合う。分かち合って、何かつくり上げていく、発展させていくって

いうことができるんでしょうけど、でも、同じ、マスジドで礼拝をしにやってくる同胞の

多くは、やっぱり見ていても、見ている所が違うんですよ。当然、多くの人たちは、いず

れ自分たちの国に帰るし、私たちが今、これからここで生きていく子どもたちのために何

かしたいと思っていても、多くの人たちはそう思ってない。 

 

アフマド	 思ってない。 

 

前野	 一時しのぎで、取りあえず自分たちの子どもたちが無事であればいいとかですね、

なので、やはり目指すべきところを分かち合うためにも、言葉を同じくするっていうのは、
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必要不可欠な話だと思います。 

 

アフマド	 確かに。 

 

ヒッシャム	 一番、面白いのは、イードパーティーとか、あるいはラマダンのイフタール、

あるいはもう、大体週末のパーティーは、子どもたちが遊ぶんです。もう結構多いですか

ら。遊ぶときは、いろんな国から来てる子どもたち、全員ですね、日本語しかしゃべって

ない。 

 

ハールーン	 そうなんですよね。 

 

ヒッシャム	 全く。同じ国でもバングラデシュの子ども、パキスタンの子ども同士は、日

本語でしゃべっています、遊ぶときに。 

 

ヒッシャム	 ですから、本当、今の世代は、もうこれからの世代と思います。 

 

クレシ	 でも、実際は・・・。 

 

アフマド	 ここの国では、いろんな、国籍の人たちが多くて、イスラムの人で、いろんな

モスクでも、例えば、パキスタン人がモスクつくっても、周りに、他に国の方たちもいる

んだけど、みんな礼拝してるんだけど、実際は、ここは日本だから。ここに住んでる人は、

どんな国から来た人たちも、大体日本語は分かるんだから、みんな。もう日本語しか通じ

ないから、ここは。いくら、ペラペラのすごいいい人でも、私みたいな下手な日本語でし

も、日本語は大体みんな分かるんだから、そうすると日本語を、ここは日本だから、日本

語をメインにして、それでモスクの中でそういう話とか、日本語でやっていけば、スリラ

ンカの人も、パキスタンの人も、バングラデシュの人も、アフリカの人も、みんな分かる

んだから、一つの言葉で。 

	 そこから生まれている子どもたちは、いろんな国の言葉わからないし、お父さんの国の

言葉より、お母さんのほうが多いじゃないですか、多いのは、日本だから。だから、子ど

もたちも、分かるようになるから、本当は日本語でやっていけばいいんじゃないかと思う

んですよね。でも、なかなか、それを分かっても、やりたいなと思ってやっていくのはね、

オーブンサ（イマームの方）とか、もう大体、私たちのほうがパキスタン人が多いから、

パキスタンから来てるから。日本語分からないとか。で、日本語分かるオーブンサは？ 
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ヒッシャム	 まだ日本の、日本語の知識が・・・。 

 

アフマド	 そう、ないから。 

 

ヒッシャム	 問題になって・・・。 

 

アフマド	 日本のいる、日本人の方はそういうの少ないから。いればその人たちにね、イ

マームとして、日本語でやってもらえれば、本当に助かるんだけど。だから、分かってて

も、できることとできないことあるから。でもこれから頑張って、みんなで少しずつでも

やっていけば、できなくはないんですね。 

 

前野	 そのイマーム対応については・・・。 

 

アフマド	 そうですね。 

 

前野	 私の希望であり、願いなんですけど、どうせ目指すなら、欧米、アメリカやヨーロ

ッパのムスリム同胞がそのような形で頑張って、そういう機運をですね、雰囲気をつくり

上げたように。要するに、彼らは、イマームとか、イスラムの学者がかっこいい、素晴ら

しい、そのプロフェッションだというイメージ、かつその、実像をつくり上げたんですね。

それにはやはり、それなりの待遇、待遇をきちっと整える努力をしたんですよ。でも、申

し訳ないですけど、今日本にある現状のイマームの扱いっていうのは、残念ですけど、皆

さんの多くの本国、ホームランドの扱いのまんまを持ってきてしまってる。 

 

ヒッシャム	 そうです。 

 

前野	 いわば、言葉は悪いですけど、三流サラリーマンなんですよ。だから、その状態の

まんまで日本出身の、そしてまたきちっと勉強して帰ってきた人に、イマームとして家族

を養って頑張ってもらいたいっていうのは、それは厳しいです。分かっていただけませ

ん・・・。 

 

ヒッシャム	 ええ、分かります。 
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アフマド	 分かります、はい。 

 

アフマド	 ただ、それ、確かにそのとおりなんだけど、その裏に現状が、もう一つ・・・。 

 

前野	 ええ、なので、機運を、皆さん、リーダーシップ持ってらっしゃる方々をはじめと

して・・・。 

 

アフマド	 多分、その辺、直していこう、やっていこうと思って、知識は多分、考えてる

のは、多分、みんな考えてはいると思うんですけども。なかなか、先ほど申し上げたその

知識の問題があって、どうやってそこを育てるような、それなりの人を育て、中途半端な

人じゃ、逆に合わなくちゃしょうがないからね、ああいうのね。 

 

前野	 フフフ。 

 

アフマド	 うん、ちょっと、先生だと、本当もう、すごい抜群な人じゃないと、駄目だっ

ていうのがあるから。 

 

前野	 でも、それは、それこそコミュニティとして、その皆さん、リーダーをはじめとす

る一部の、それこそ、志を持った人たちが中心となって、フルサポートをするような形で

支援していけば、育ちますよ。ただ、これまでの問題というのは、例えば、留学、イスラ

ム学を学びに送ったと。でも帰ってきて、受け入れる側の体制が整っていないがために、

せっかくイスラムを勉強して帰ってきたのに、私のように、日本の会社勤めで終わってし

まっている人間とかが、ほとんどなわけですよ。 

 

ヒッシャム	 受け皿がないですね。 

 

前野	 受け皿がないんだ、そう。 

 

クレシ	 いや、それ、それだけじゃないんですよ。 

 

前野	 何でしょう。ハハハハ。 

 

クレシ	 うちとしてはね、名古屋モスクとしては、僕も、あと 2年、3年ぐらいで、自分の



 66 

籍を、もう日本人に与えるつもりでいるんだけども、もう大体作っていってるんですね。

問題は、日本人が勉強しに行って、戻ってきたら、日本人じゃなくなってるんですよ、半

分以上は。 

 

松井	 ハハハ。 

 

ヒッシャム	 アイデンティティが・・・。 

 

クレシ	 日本人の考え方は、本当にアイデンティティがそれはもう、中でも、あくまで、

50 パーセント以上も外国人の考え方になってしまってるんですよ。そういうところが、逆

に、自分でも分かってないかもしれないけれども、そういう日本人がいる以上は・・・。 

 

前野	 いやいやいや、そうか、すいません。 

 

クレシ	 ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。 

 

前野	 ええ、分かった、分かった。 

 

クレシ	 こういう人もやっぱり結構いるんですよね。だから、どこで、日本人、それをも

う入れないということを、考えるんじゃなくて、他のモスクは知らないけれども、名古屋

モスクとしては、これから 2 年か 3 年の代表の、もうほとんど日本人になるつもりです。

だからもう、日本人に動かしてもらいたい。日本人にも、イマームにしても、どんなこと

でも、もう日本人が前の顔になっていれば、後ろで、僕たちサポートする。そのように、

もう変えていってるんですね。だから、考えてないわけじゃないんです。他の代表は少し

分からないけども、僕としては、それをもう、できるだけ、1日でも早く、もう日本人にそ

の受け皿を渡したい。でも、受け皿渡した後、じゃあ、やっていけるかどうか、やってい

ける人間が非常に少ないんですね。少ないところはあっても、またやっぱり、考え方が、

僕たちの考え方で見ると、日本人じゃ、本当に、半分以上はもう消えてしまうところがあ

るんですよ。どうして、それをなぜ言えるかというとね、ムスリムで勉強して、外国で勉

強して終わって帰ってきました。はい、ウエルカムのところもいろいろあるんだけれども、

そこのところは、何ていうの、外国人と同じように、言葉使い、外国人と同じように、命

令というか、命令に近いもの、日本人に比べたら、これは違うんじゃないかってところが

あるんですよ。1人、2人だけじゃなくて、結構それはあるんですよ。だから、そういうと
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ころをなくすためには、やっぱり、僕たちは自分が言うと、それは気分が悪いのところも

あるんだろう、あると思うんだけど、自分たちは、1回手を引いて、前に出して、どうぞや

ってください。サポートしてやっていきます。それで変わってくると思うんです。 

 

ハールーン	 名古屋モスクの、いい例ですね。もう、日本人を、リーダーにしたいってい

う、非常にいい例ですけれども、でも現状は、前野さんがおっしゃったように、多くの所

は、そこまで考えているマスジドは少ないと思いますね。それが現状ですね。ですから、

やはり、今の給料、われわれどれぐらい、幾ら出してるかで、それで日本人が留学は終わ

って、アーリムになって、その給料で働けるのかって、それは本当に大きな課題ですね。

それはみんなで考えないといけないです。 

 

前野	 メンタリティーにつきましては、少なくとも、もしそのまんま使えない日本人のま

まだったら、私はもう首になっています。他の、確かにそういうケースはあるのは分かり

ますよ。だから・・・。 

 

クレシ	 前野さんのことじゃないからね、ごめんなさい、誰でも思わないでくださいね。 

 

前野	 分かりました。確かに、リハビリ期間はあったと自分でも感じていますので、お気

持ちは分かります。ええ。 

 

店田	 はい。話はまだ、いろいろ続くと思うんですけど、他の話題にもちょっと振り向け

ていきたいので。取りあえず、日本人に、例えば、名古屋モスクのように、こう、主導権

といいますか、こう、移していくというふうなお考えもありますし・・・。 

 

クレシ	 100パーセント。 

 

店田	 あるいは、そうでなくても、日本で育った、外国籍の若いムスリムというのが、こ

れから育ってくるわけですから、そういう人たちが、モスクの主導権を担っていくような

時代が、いずれ遠からずやってくると思うので、日本人、そういう人たちは、日本人とい

うのか、あるいは、外国籍の日本育ちの日本生まれのムスリム、いずれにしても日本と非

常に深い関わりを持った・・・。 

 

前野	 日本語人ムスリムじゃないですか。 
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店田	 ああ、日本語人ムスリムと、前野さんが作っていらっしゃいますけども。 

 

ヒッシャム	 日本語イシ・・・。 

 

前野	 日本語人ムスリム。 

 

店田	 日本語の、日本語を話す人のムスリムということで、外国籍であろうが、日本籍で

あろうが、それは関係なく、日本語というものを自分の言葉としている人たちが、恐らく

これから担っていくような時代が、遠からず出てくるというふうなところはあるんだろう

と思います。 

 

クレシ	 インシャアッラー 

 

店田	 それで、それぞれのモスク、地域のモスクがどういうふうに対応していくかという

のは、まだいろいろ歴史もあるでしょうし、世代のいろんな構成の違いもあるでしょうか

ら、いろんなバラエティーは出てくると思うんですけど、これからまだ、取り組んでいか

なければいけない課題だろうと思います。 

	 その上でなんですが、先ほど、大塚の若者世代、あるいは、名古屋モスクの子どもたち

に対する取り組みとか、そういうことがちょっとお話に出てきたんですけども、前野さん

のほうからは、あまりそういうお話が、先ほどは出なかったと思うんですけど。 

 

前野	 ああ、世代間交流ですか。 

 

店田	 はい。世代間、大人と、こう・・・。 

 

前野	 世代間交流は、それなりに、行徳マスジドを管理管轄している、そのイスラミック

サークルオブジャパンという団体が、子どもたちの、そういう教育合宿であったりですと

か、イベントなりを、時々企画したりして、取りあえずそういったときには、あります。

やはり、皆抱えてる課題は、どこも似かよったりでして・・・。 

 

ハールーン	 うん、かなり力入れていると思いますよ。そういうところはね。 
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店田	 ああ、ICOJの活動自体は、私も見たことがありますので、はい。 

 

前野	 あとは、私が行徳マスジドの協力を得ながらさせていただいている日曜学校ってい

うのは、気持ちとして強く持ってるのは、できるだけ多くの人を巻き込みたい。それこそ、

共に生きたい、共生してやっていきたいっていうことから、親子でですね。あえて、親子

学校として、その先生にお任せするんじゃなくて、一緒にできるだけ多くの親と子が、接

点を持ったり、その親にしてみれば、親同士がお互いに、子どもの教育に対しての責任を

分かち合うというような形でという感じで進めています。 

 

店田	 ああ、先ほど、大塚では、サッカーチームとか、あるいは、ボーイスカウトの連盟

にも加入して、近いうちに・・・。 

 

ハールーン	 まだ 終ですけど。 

 

店田	 終的な許可を得られて、実際に、ボーイスカウトの一つのグループとして活動を

はじめるということですよね。 

 

前野	 サッカーチームはどれぐらい軌道に乗ってますか。子どもたちだけですか。大人と

一緒の混成チームですか。 

 

ハールーン	 エジプト人の監督。 

 

店田	 監督。 

 

ハールーン	 ちゃんとした人が、アルハムドリッラー見つかって、それで、大人 3 人、も

うプロの人ですけど、後はもう子どもだけですね。 

 

前野	 ああ、マーシャーアッラー。 

 

ハールーン	 はい。 

 

前野	 ぜひ、じゃあ、そういうチーム作りに成功した大塚マスジドが中心となって、それ

こそ、マスジドトーナメント大会・・・。 
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ハールーン	 そうです、そうです。 

 

前野	 そうしていただければ・・・。 

 

ヒッシャム	 マスジドカップですね。サッカーカップ。 

 

ハールーン	 そうそう。ヒラーマスジドに、私、こういう話、この間したんですよ、こう、

みんなでね。 

 

前野	 うん、ぜひぜひ。 

 

ハールーン	 リーグを作りましょうっていうことですね。 

 

店田	 うん、じゃあ、Mリーグかなんかを作るという・・・。 

 

クレシ	 Mリーグ。 

 

ヒッシャム	 マスジドリーグ。 

 

松井	 ハハハハ。 

 

店田	 そういうことを、考えてもいいのかなということで、各地のマスジドに、声を掛け

るようにね。 

 

ハールーン	 そうですね、インシャアッラー。 

 

店田	 あと、先ほど、名古屋のクレシさんのほうからちょっとお話があったところで、シ

ーア派の方もお祈りに来ていらっしゃるということで、ちょっとそのことをもう少し具体

的に聞きたいなと、私、個人的に思ったんですが。 

 

クレシ	 はい。シーア、まずシーアの人たちとは、（関係がある）ことはもう間違いなくて、

僕もずっと前からですね。で、それで(聞き取り不可)って、自分が、亡くなったから、じゃ



 71 

あ、お祈りしたいから、こと言って、場所を貸してあげるとかしてたんだけれども。その

中に、彼らは、自分のやり方を、何ていうの、もうどんどん変えてしまってるところがあ

って、何かっていうと、ステレオ持ってきて、それを礼拝所の部屋の横に置いて、それを

必要な人は、あと、靴のままで 3 階まで上がってくるとかね。そういうことがあって、そ

れでもやっぱり、こっちから、けんかするんじゃなくてね、たばこ吸ってることもあった

んですよ、礼拝の部屋とかで。だから、取りあえず分からないだろう。そこで僕たちが、

もっと具体的話しして、すごく優しく、こんなことやりたいなら、場所あげないよ。それ

だけは守ってくださいねってことを言いながら、向こうから自分で引いていったんですよ。

その中で何人か、自分たちがやっぱり続けていきたい。で、礼拝一緒に、毎回、土曜日も

何人か来てるんですね。礼拝一緒にするんですよ。何人か、1 人だけ、2 人だけじゃない、

結構いるんですよね。そこで礼拝一緒にやりながら、ご飯も一緒に食べていくんですよ。

それだけじゃなくて、家族も、奥さんも、子どもも、娘も、若いきれいなかわいい子ども

もいっぱい来てるんですね。 

	 みんなできてやってるんですよ。それがあって、やっぱり、何ていうの、向こうは、シ

ーアとしてもやっぱり、僕たちがシーアだから、だからこれを、もう嫌だと思われないよ

うに、すごく気を遣って、そういうふうに雰囲気は絶対、他の人たちでも出ささせないよ

うに、結構、力かけてるんですね。そうすると、彼らはもう本当に自然に、断食になると、

もう自分からご飯出したい。どうぞ持ってきてください。ご飯持ってきたり、で、ご飯す

る場所は、僕たちあるから、今ご飯、渡して、じゃあすぐご飯自分の作って、うちから持

ってって、みんなで、ご飯を分け合ってやるんですよね。 

	 だから、すごく、フレンドリーな気持ちがあって、やっぱり、来る人ももう、僕に、例

えば、道で会うと、「おお、クレシさん、ありがとうね」と、なんか言ってくるんですよね。

ありがとうも何もないんだ、当然のこと、僕やってるだけであって、何もありがとうとか、

を言ってもらいたいんじゃなくて、取りあえずはそういう気持ちが、やっぱり、かわいそ

うのことをさせないように、そういうふうに思ってたらかわいそうだって思ったら、やっ

ぱり、本当に、自分の気分が悪くてしょうがないんで、それはね。本当はそれを、もうで

きるだけ、受け入れるように、頑張ってやっています。 

 

店田	 ちなみに、シーアの方って、国籍はどちらからですか。 

 

クレシ	 イランがもとなんですね。イランの名前出てくると、みんなが、「えー」ってなっ

てくるんだけども、でも、「えー」ってさせないように。アフガニスタンの人もいるし、そ

の中に、アフリカ関係の人もいるんですね。結構何人かいるんですよ。 
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店田	 ああ、そうですか。いろんな国籍の方が入ってるという。 

 

クレシ	 はい。 

 

店田	 他の所で、私が知る限りでは、シーア派のモスクっていうのは、茨城県とかのほう

にある、幾つかあるぐらいですが、他のモスクでそういうシーア派の方はいらっしゃって

るんですか。 

 

サンダ	 うちの八潮のモスクでは出入りしないけど、でも、三郷、たまには、本当にたま

に来るんだけど、でも、三郷もね・・・。 

 

アフマド	 うん、隣の町、三郷にモスクがありますね。 

 

店田	 そうですね。三郷に・・・。 

 

サンダ	 自分の、一応、私たちがスンニとして、モスクとマスジドとか言うんだけど、で

も、彼らは、自分の所、マスジドよりどっちかというと、イマンバルカって感じで名前で

言って、で、三郷のほうは、自分たちでつくってるんですよ。そこでみんなで集まったり、

その人たちは、そこでもう集まったら、もうスンニのイスラムの人たちは、このぐらいモ

スクの活動やって、あちこちモスクも増えてるんだから、われわれもやらなくちゃいけな

いってことで、もう彼らたちからもいろいろの所に増えていくんじゃないかと思うんです

よ。 

 

店田	 ああ、シーアの。 

 

サンダ	 はい。シーアの。でも、他に外国、特に、私たちはパキスタン人だから、パキス

タンとして、シーアとスンニのほうがけんかが多過ぎで、いろいろあるんだけど、ここは

日本だから、シーアでもスンニでも、仲良くやってきてるんだから、そこまではちょっと

問題はないですね。はい。 

	 ただ、名古屋とか、他の所には、イランとかアフガニスタンとかの国籍の人たちがシー

アでいるんだけど、うちの埼玉県では、パキスタンの方たちも、シーアの人がたくさんい

ますね。 
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店田	 ああ、そうですか。 

 

クレシ	 もうひとつ加えていいですか。ごめんなさいね。そのシーアの関係、どうして、

近しくなったかというとね、オープニングセレモニーのときに、岐阜モスクのオープニン

グセレモニーのときに、イランの大使呼んだんですよ。 

 

店田	 ああ。 

 

クレシ	 イランの大使呼んだ後に、終わった後に、彼は戻って、自分のセレモニーやなん

かあったときに、大使館まで来ないかっていうこと言われたんですね。僕はそこで、大使

館までに行って、そしたらモスクつくるためにどうしたらいいか、私たちも自分のモスク

はつくりたい。どうしたらいいかっていうことを、いろいろ相談してくれたんですね。別

にこれは簡単だよ、これはこれだよって話した後には、そこからもう話がつながったんじ

ゃないかと思うんだけど、それはね。 

 

店田	 なるほど。オープニングセレモニーって、2008年でしたよね。 

 

クレシ	 2007年の 7月 27日。 

 

店田	 7年、7月、そうでしたっけ。じゃあ、そのときのイラン大使をお呼びになったのが、

その後の展開のあれにつながったのかもしれないですね。 

 

サンダ	 ただ、同じイスラムとしても、シーアとスンニ、同じイスラムとして、日本人か

らは、宗教のこと、イスラムのこと、分からない人たちは、シーアとスンニは同じイスラ

ムの人たちって言うけど、でも、その中で、シーアとスンニ、もう考え方、全然、全く違

うんだから。なぜというと、私の家族、マレーシア住んでるんだけど、私がマレーシアな

ので、自分の仕事を持ってるんだけど、マレーシアのほうで、2年か 3年前から、シーアが

ムスリムじゃないって、言葉出て、政府から。そのマレーシアの・・・。 

 

クレシ	 ごめんなさい、この話題、やめたほうがいいです。 

 

前野	 松井	 ハハハハ。 
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クレシ	 ごめんなさい。この話題は、この話題・・・。 

 

サンダ	 マレーシアで問題が出ましたんですよね。 

 

クレシ	 この話題やめましょう。 

 

サンダ	 それは一応、ムスリムとして、われわれなんですね。 

 

前野	 まあまあ、次の情報を・・・。 

 

ハールーン	 この話をまとめるとですね、えーと・・・。 

 

桜井	 前野	 ハハハハ。 

 

ハールーン	 大塚マスジドもそうですし、私知ってる限り、他のマスジドでも、普通にシ

ーアの人が来て、一緒に礼拝しているんです。これは、どこが、問題になったとかじゃな

いんですね。多分どこのマスジドでもそう・・・。 

 

ヒッシャム	 鹿児島もそうです。 

 

ハールーン	 え？ 

 

ヒッシャム	 あの、1人か 2人ぐらいも。 

 

ハールーン	 あ、来てた。 

 

ヒッシャム	 普通どおりです。もうただ、イラン人だけども、誰も聞かないです、もう。

でも、シーアと思いますけど。一緒に礼拝してますね、はい。 

 

ハールーン	 はい。そうです。 

 

店田	 ちょっと、礼拝の仕方が違うという・・・。 
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ヒッシャム	 一緒、変わらないです。 

 

店田	 ほとんど変わらないですけど。 

 

ヒッシャム	 ちょっとだけ違う。 

 

店田	 ちょっとだけ違う所があって。 

 

ヒッシャム	 プラクティスのほうでも、お祈り自体は、変わりはないですね。 

 

店田	 そうですけどね。はい。じゃあ、あんまり広くは広まってないっていうのは変です

けど、取りあえず、いろんな所にシーアの人がいて、各地のスンニの派のモスクでも礼拝

をしているっていうのは、普通に・・・。 

 

ハールーン	 あ、普通にやってます。 

 

店田	 普通に・・・。 

 

(複数声かぶさり聞き取り不可) 

 

サンダ	 できれば、触れない限りは、多分平和でいけると思います。 

 

店田	 ああ、そうですよね。別にその、何かをコンフリクトがあるとか、そういうことで

はなくてね。はい。そうですよね。ありがとうございます。 

	 それで、今、コミュニティー内部の多様性ということで、ちょっと話をずっとしてきた

んですけど、ちょっと、シーアということとも関係しなくはないんですが、例えば名古屋

ではなくて、愛知県のほうに、アフマディーヤのモスクができたりとかですね。あるいは、

他のスーフィー関係の思想、信条を持っているような人がグループとしているとかですね、

ある意味で、ムスリムはムスリムなんだけど、異なる組織間の関係っていうんでしょうか、

そういう点での、多文化共生、あるいは、多文化共生とまではいかなくても、いろんな組

織間の関係というのについても、何かありましたらお話が・・・。 
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ハールーン	 まず、先生、スーフィーとアフマディーヤ、一緒にしないでください。 

 

前野	 うん、全然違う。 

 

店田	 いやいや、違う。もちろん違います。もちろん違いますけど。（笑） 

 

サンダ	 またアフマディーヤは全然違うからね。 

 

ハールーン	 アフマディーヤについて、あの・・・。 

 

店田	 いやいや、ですから、アフマディーヤについて、皆さんにいろいろ・・・。 

 

ハールーン	 クレシさんの方・・・。 

 

前野	 名古屋が本拠地ですからね、彼らの。 

 

松井	 ハハハ 

 

クレシ	 本当に、アフマディーヤについて、すごく困ってるんですね。すごくプレッシャ

ーが大きいんですよ。 

 

前野	 プレッシャーが・・・。 

 

クレシ	 どこからいうと、私たちのスンニ派からですよ。だから、みんなが、どうなって

んの、名古屋。名古屋、何にも動いてないのか、何してる。 

 

前野	 そういうのはどこから来るんですか。 

 

クレシ	 だから、名前言わないんですよ。電話ですよ、それは。前に来れば、話しすれば、

分かるんだけれども、来ないんですね。じゃあ、何すればいいのかということを言うと、

彼らはムスリムじゃないじゃないか。それは分かったけど、それはもう、パキスタンの法

律的にも決まってるから分かってる、それは。 
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前野	 仮に神社仏閣・・(聞き取り不可)。 

 

クレシ	 じゃあ、何すればいいの。で、具体的話じゃない。ただもう、何ていうの、もう

来れば嫌だって思ってるだけであって、それ嫌だと思ったら、もちろん僕も、同じこと、

気持ちあるんだけども、彼らを通しては本当に、マスジドの名前使ってほしくない。これ

は僕、これだけは、できたら将来的に話を持っていってやめさせたい。だから、あなたた

ちはマスジドじゃありません、これは。自分の、ごめんなさい。 

 

店田	 すいません、ちょっと、アフマディーヤの話はやめましょう。 

 

松井	 前野	 ハハハハ。 

 

ヒッシャム	 話、終わらないから。 

 

店田	 アフマディーヤの話はやめて、スーフィーとか、その他のスンニっていうか、スン

ニなり、シーアでも、いわゆるムスリムの人たちのいろんな組織間の関係っていうこと

で・・・。 

 

クレシ	 そうだね。 

 

店田	 例えば、同胞団っていうのが、いろんな組織、中東とか、地域にはあるわけですけ

ども、例えば、そういう考え方を持ってる方も、日本には少なからず入っているっていう

ふうに聞きますし、あるいは、スーフィーとかですね、そういういろんな間の関係につい

ては。 

 

ハールーン	 それについては、先ほど申しましたように、シーアでさえ、仲良く一緒に礼

拝してるので、あの・・・。 

 

前野	 そうそう。そんなに取り上げるまでもないから。 

 

店田	 取り上げるまでもない。 

 

ハールーン	 もう、みんな仲良く、大丈夫ですよ。 
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クレシ	 そう、問題になるところは、ないんですよね、これ。 

 

店田	 問題になるところは、ないですか。ハハ。あり得るかな、やっぱり。他に、あの・・・。 

 

クレシ	 一番（聞き取り不明）そっちしかないですよ。 

 

店田	 八潮のアフマドさん、そういう所は問題ないですか。 

 

アフマド	 八潮も、平和ではありますけれども、他の人がシーア派にしても、スーフィー

に関係してるかたがたも、来てはいるんですけども、それぞれみんな自由に、お祈りして、

あるいは、意見あったら話して、それで去ってしまうので、全然問題点としては、全然上

がったことはないんですね。 

 

店田	 はい。ちょっと、それで、すいません、私、重要な団体の名前を言うの忘れていま

した。タブリーギー・ジャマアート、そういう活動が、かなり日本でも広がっているし、

モスクによっては、タブリーギー・ジャマアートの活動拠点として、活動しているモスク

も、幾つもありますので、そういう点も含めて、ちょっと考えていただきたいなと思うん

ですが。 

 

ハールーン	 タブリーギー・ジャマアートについては、私、個人的にですね、100パーセン

ト賛成しているわけではないんです。でも、非常に彼らは頑張って、イスラムのためにも、

他の、イスラムから離れてる人々をうまく引っ張ってくるので、非常に、そういう意味で

は感謝しています。 

	 モスクによって、彼らは、布教のために、ダーワのために、マスジドに泊まり込むこと

もあるんですけど、マスジドによっては断って、許可出る所と出ない所もあるんですよね。

どちらにしろ、泊まらなくても、そちらへ行って活動できるのはもう確かですし、そこは、

大きな問題はないと思いますね。ぶつかることはないです。時々、耳に入っていると思う

んですけど、モスクで、いろんなグループがけんかになったって。それは、マズハブか、

タブリーグか、スーフィーというよりも、また別の、グループの政治的な、残念ですけど、

けんかですね。それは多分、タブリーグとスーフィーのけんかとかじゃないと思いますね。

だから・・・。 
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前野	 すいません。さえぎって。幾つかのマスジドが、要するに、大体皆さん、大塚でし

たら 3 日ですとか、名古屋は禁じてらっしゃらないですか、寝泊まりとかですね。そうい

うことで、運営体制を維持してらっしゃるわけですけど、それをしないで、タブリーギー、

ウエルカムしていたところが、いつの間にか、タブリーギーの人がたくさんやってきて、

次第に、言葉は悪いですけど、乗っ取られてしまったっていうようなことを聞くのが、ち

らほらあるんですが、その辺については、どこまでご存じですか。私も、直接、知ってる

わけじゃないので。 

 

クレシ	 名古屋の、いいですか。名古屋の場合はですね、例えば、さっき、ハールーンさ

んが言ったように、ウエルカムはウエルカムなんだけどね。泊まらせることはしない。で

も、ひとつ、家（部屋）が用意してあります。岐阜マスジドでも同じなんですよ。ひとつ

家が、部屋が用意してあります。 

 

前野	 ああ、マーシャーアッラー。 

 

クレシ	 どうぞ来てください。2 日、3 日、5 日、1 週間、どうぞいてください。でも、ご

飯や寝るのはそっち。モスクじゃない。ここはホテルじゃないから、これは。それをやり

ながらやってるんだけども、やっぱり、結構乗っ取られて、もう本当に 1人、2人、3人に

なった後に、どんどんどんどん、そうやって増えることあるから。それを結構、皆さんで

見て、見張っていることは結構ある。僕はもう、指示かけてます。だから、ここはそうい

うふうにならないように、来たらウエルカム。どうぞ、一緒に食べ、一緒にご飯食べる、

一緒にお祈りする、一緒に勉強する、問題ないです。それ以上は、もう手を伸ばさないよ

うにさせてます。 

 

ハールーン	 前野さんのね、さっきの質問、まず。それは話長くなるから、今ここではや

めときますけど、ふた開けると、こういう、タブリーギーとか、反タブリーギーの問題で

はないんですね。また、政治的なグループの問題、それはまあ後で。 

 

前野	 なるほど。 

 

ハールーン	 タブリーギーで、こう、問題になったとか、スーフィーで問題になった、そ

れはないから・・・。 
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前野	 ああ、ないですよ。もちろん、もちろんないです。私も、別に、彼らの頑張りは評

価していますし、別に個人的に、嫌いだとか何とか言ってるわけじゃないんです。ただ、

私もムスリムになって 1 年目の頃は、それこそ、新安城、愛知県のタブリーギーの本拠地

ですよね。そこに、よく通いました。ずっと通ったのはあそこです。 

	 その中で、個人的にですね、個人的には違和感を感じたので、遠くなったんです。でも、

思い出すに、また今の関係している方たちを見るにつけ、やっぱり、上の、他文化強制の

色が強いんじゃないかなっていう感じはするんですけど、その辺、どう思われますか。例

えば、日本でもですね、シャルワール・カミースだったり、好きでやってるのはいいんで

すよ、別に。やっていいんですけど、でも中には、それじゃなきゃ駄目だとか何とかです

ね・・・。 

 

クレシ	 イスラミックドレスだっていう人がいるわけですね。 

 

前野	 そうそうそうそう。 

 

ハールーン	 まあ、それはタブリーギーというよりも、その・・・。 

 

前野	 無知のなせる技といえばそれまでなんですけれども。 

 

クレシ	 だから、いわゆる、こっち、日本ではですね、いろんな、モスクは、名古屋もそ

うだけども、代表してる人たちは、みんな勉強が不足なんですよね。勉強あんまりしてな

いんですよ。だから、そういう関係で関わってなかったから、国で、なんか仕事をしなが

ら日本にいつの間にか来て、ここではいつの間にかモスクの代表になってしまってる、そ

れだけなんですね。だから、ベースが何にもないんですよ。そのベースがないところで、

みんながもう自分の好きように、自分がこれでいいと思ったらやってるんですね。本当は

モスクの、こういうミーティングは、モスク同士でやっぱり、いろんな場所で、月 1 回で

も半年 1 回でも、やっぱりあるべきだと思うんですね。でも、声掛けても、やっぱり、今

も僕もやってるんだけども、愛知県で。しないんですね。そうすると、いろんな問題はな

る前に、それをすごく小さくしながらできると思うんだけどね。 

	 僕は、1980年、東京から名古屋へ移動したんですね。そこには全然、ムスリムも、何も

なかった。僕だけだった。アルハムドゥリッラー、そのとき、僕の仕事、ものすごいうま

くいってて、そこから、いろんな、タブリーギー・ジャマアートのグループ来たときに、

僕はウエルカムして、で、いろんな所で始める。安城もそれから始まるんですよ。そのは
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じめさせたのも僕なんです、そこは、本当に名古屋でね、タブリーギーは。 

 

前野	 マーシャーアッラー 

 

クレシ	 でもその中に、本当は素晴らしい人たちも、ものすごいいるんですね。 

 

前野	 もちろんです。 

 

クレシ	 でも、残念だけど、日本にあるモスクの代表たちは、勉強がやっぱり足りないと

ころが非常に大きいんですよ。それがあれば、もうこういう問題もなくなると思うんです

よ。だから、代表は替えるべきだと思います。 

 

店田	 代表は替えるべき。 

 

松井	 乗っ取られるというと、どんな状況になるんですか。 

 

前野	 いや、ですから、そこは全然、タブリーギー色の強いマスジドではもともとなかっ

たのに、だんだんとそのタブリーギー、頑張ってる人たちが、1 人、2 人、3 人、4 人と増

えていくことで・・・。 

 

アフマド	 過去、歴史、幾つか聞いたことあります。 

 

前野	 もうそこを、いわゆる取り仕切る委員会、運営委員会はもう、タブリーギーの人ば

っかりになってしまう。 

 

松井	 ああ、だけになる、ああ、そういうことか。 

 

クレシ	 簡単に言うと、神戸モスクのエグザンプル、そうですよね。神戸モスクはそんな

ことなかったんですよ。でもそこで、そういうグループが来て・・・。 

 

前野	 それこそ、ここのモスクはね、エジプト、アズハルからイマーム送ってきてもらっ

ていたみたいですけど。 

 



 82 

クレシ	 そうそう。もう、本当にすごく、やってる人はやっぱり、初めからやってる人は

もう分かってるから、それをやってやらせるべきだと思うんだけど、そこまでして、一緒

になってやるのも分かるんだけど、でもそこで、自分がお金をものすごい持ってるグルー

プがあって、そのグループが上にいて、じゃあ、おまえら行け、行け、行け、で、選挙権

あったら、もうこっちの人たちがもう、500人来てるわ。こっちの席の人はもう、100人し

かないと。 

 

前野	 政治的な・・・。 

 

松井	 ハハハハ。 

 

クレシ	 こういうことがもちろんあるから、だからそこのところはもう・・・。 

 

ハールーン	 名前出すのはやめましょうね、これは一般的な話としてね。はい。 

 

クレシ	 あること、だから、そこ隠してやるより、みんなが分かってほしい、それはね。

だから、隠すのじゃなくて、分かったほうがそれはいいので、分かって、それは、どうい

うふうに反対するんじゃなくて、どういうふうに受け入れようかということを考えるべき

だと思うんですよ。 

 

松井	 あのイマームさん、タブリーギーなの？ 

 

前野	 いや、今のは分かんないですけど、今のは。かつては違ったはずですけども。 

 

アフマド	 多分、一つの、訳はあると思うんですよ。うちの八潮モスクの中にも、今は、

別に出入り禁止とか、そういうのはしてないんですけれども、タブリーギーの方でもどな

たでも、お祈りしに来られるんだったら、どうぞいらっしゃいってことなんですけれども、

ただし、何回か前は、こういうことあったんですね。 

	 タブリーギーの方々が、あの人たちはインドから来た方々なんですけれども、来て、わ

れわれのモスクの中で、自分の講演会みたいな、勉強会みたいな、やりたいと。「どうです

か」と言ったら、「あ、いいですよ。ただし、責任者の方に、イスラムに対しての勉強、コ

ーランに対しての、ハディースに対してのお話は、どうぞ、共通ですから、みんな一緒な

ので、どうぞしてください」と。「ただし、個人的誰かに触れてしまうと、そこで問題が起
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きる」と。いや、そういうことはないように、って。でも、彼らは来て、やはり、2回ぐら

い僕は経験してるんですけども、個人的に、例えば、われわれの中にでも、何ていうんで

すかね、細かいところまで全て、似てるっていう所はないじゃないですか。ね、多少は違

うので。 

	 例えば、ドゥアーのやり方とか、サラームのやり方とか、いろいろありますので、そこ

に、細かいところに触れてはいけないところを、どうしても言ってしまうわけよ、触れて

しまうわけ。そうすると、そうやってる人、あるいは管理の人たちに、こう苦情が来て、

いやいや、こういうふうに言われたから、それを増えて、だんだんだんだん、何回にもな

ってくると、そこへじゃあ、ちょっとやめてください、来るのやめてください。どうして、

来るんだったら、そのままお祈りして帰るのはいいんだけど、寝泊まり、そこでご飯食べ

て、そこで泊まるのは、そこで個人的なスピーチするのは、それはもう今は禁止してるん

ですね。 

	 ただし、タブリーギーはもう、イスラムのダーワだから、どこでもやっていいんですけ

れども、正しいことなんですけども、そこに個人性が出てしまうと、やはり問題が起きま

すね。 

	 ハールーンさんの言ってることも分かるんですけれども、ただしそこで、人がどうして

も、傷つけるようなことを言ってしまうと問題が起きるから、その問題は勘弁ってことな

んですよね。はい。 

 

店田	 決して受け入れないわけではないけども、そういう個人個人の、信仰の在り方って

いうか、実践の在り方に、いろいろ口を出すようなことはやめてほしいということですね。 

 

アフマド	 そうです。 

 

松井	 全体的な話なんですけど、多文化共生自体、やっぱり、ムスリムだけじゃなくて、

いろんなところで共生っていうのが必要なんですけども、何ていうんですかね、例えば、

赤と青色があって、遠くから見たら紫、近くに行っても紫じゃ駄目なんですよ。赤と青が

点在してないと駄目。点在していて、遠くで見たら紫っていう状況が一番いいのかなと。

例えばもう、赤一色で、遠くから見たら見える。近づいたら、ちょっと青がある。そうい

う状況がやっぱりいいのかなと。私もちょっと色は変わりましたけども、もともとの、日

本社会としては色は変わったほうですけども、あまり、色を変える作業をしないっていう

ことだと思う。遠くから見て何色っていうのであればよくて、中に必ずその、点在してる

なり共存してるなりっていう、モザイク状況があるっていうのが、やっぱりその、理想的
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な姿じゃないかなと。お互いにその色を染め合わないというか、そういう感じで、遠くか

ら見てこの色であるだけでいいのかなと、いう感じはしますね。 

 

前野	 本来、イスラムはそれが自然な形ですからね。 

 

店田	 そうですね。確かに、いろんなイスラムがあっていいということですよね。 

 

松井	 そうですね。 

 

店田	 タブリーギーの話をちょっと出しましたけども・・・。 

 

アフマド	 それほど、大きな問題じゃないと思うんですけれども、中には細かいところま

で触れていくと、人間の、個人差が出てくるのと一緒なので、イスラムはもう共通で、一

つしかないんですよ。 

 

前野	 結局、学習システムが耳学問が強いところですから。自分で読んだり、自分で学ん

だりじゃなくて、耳でですね。 

 

松井	 ああ、そうですね。面白いのが・・・。 

 

前野	 だから、やっぱり、何ていうんですか、他者への気遣いというか、他者へのアプロ

ーチの仕方が摩擦を起こしやすいやり方になっちゃうんですよ。 

 

松井	 ああ、そういうこと。そうです、多分・・・。 

 

前野	 で、自分が聞いたものだけが正しくて、他は違うとかですね。 

 

松井	 ああ、なるほど。頭に入る、入り方が違うんですね、多分。私の妻もあれですけど、

私は、仕事とか覚えるのに、紙書くじゃないですか。妻は、紙書いたら覚えられないです。

聞いて覚える。 

 

店田	 聞いて覚える。 
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ハールーン	 ハハハ。 

 

松井	 そう。紙に書いたら、もう全く覚えられない。ハハハハ。そういう感じなんで。 

 

ヒシャム	 個人差ですね。 

 

松井	 そうそう、覚え方の違い。日本語自体がね、字から入る、文字から入るっていうの

と、多分、耳から入るのと、多分ちょっと違う。 

 

店田	 暗記するというか。 

 

松井	 そう、暗記の仕方もちょっと違うという。ハハハ。 

 

店田	 そうですね。ここのメモには、いろんな団体の名前が出ていて、ジャマアート・イ

スラミーっていう名前も出てるし、バレールヴィーっていう名前も出てるんですけど、あ

るいは、先ほど言った、同胞団とかですね、そういう組織というのも、私が日本でどのく

らいの・・・。 

 

ヒッシャム	 なんていう・・・。 

 

松井	 バレールヴィー。 

 

ヒッシャム	 え？ 

 

松井	 バレールヴィー。 

 

(複数声かぶさり起こし不可) 

 

ヒッシャム	 バレールヴィー、僕は聞いたことないです。 

 

ハールーン	 スーフィー。 

 

ヒッシャム	 ああ。 
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アフマド	 それは、一応場所の名前で、そこから出身した人がたまたまバレールヴィー、

インドのバレールヴィーだったところから、もう、バレールヴィーって呼ばれるって言わ

れる。それは全然、宗派にも全然、あの・・・。 

 

店田	 宗派ではないです。 

 

アフマド	 全く関係ないので、まあ・・・。 

 

店田	 スーフィーみたいなもんだと。 

 

アフマド	 いや、それでもないと思いますけど、スーフィーとも違う。スーフィーとも違

いますけども、全然、もう、普通のスンニ派ですよ。 

 

店田	 地域性を持った名前ですかね。 

 

アフマド	 バレールヴィーと、あとは何だっけ。あの・・・。 

 

前野	 なんでスーフィーが悪者扱いされる。 

 

松井	 ハハハハハ。 

 

アフマド	 スーフィーが・・・。 

 

店田	 いや、悪者ではないですよ。 

 

アフマド	 それ、全然、イスラムには、僕は関係ないと思う。 

 

サンダ	 前、私たちも、2003年に、宗教法人を県庁で申請するときに、書類もらって、目

的と、あと、何派って、書いて持ってきてくださいって・・・。 

 

店田	 ああ、そうなんですか。 
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サンダ	 書いたのは、イスラムのスンニ派って書いて持っていったら、びっくりしてしま

ったのは、今の話じゃないよ。もう 2003年の話っていうのは、10年、14年前の話なんだ

けど、びっくりしてしまったのは、その埼玉県庁の、県庁の中に、学事課の担当さんは、

こんなぐらい大きい紙広げて、ここはイスラム、これはスンニだし、あなたどこ？って、

こっち。じゃあ、ここ、スンニのこっちで、こっちで、あなたどこ？ 

 

松井	 前野	 ハハハハハ。 

 

サンダ	 じゃあ、こっちのこれで、これ、いや、そこまで私も分からない。 

 

松井	 前野	 桜井	 ハハハハハ。確かに。 

 

サンダ	 実はそこまで私も考えてないって。そこまでないからって。じゃあ、これどうや

って分かるの、どこまで。じゃあどこまで行くのって、下までまだあるから。「いや、また

今度、うちのイマーム連れてきますから、私もこの辺分かりません」って帰ってきたんで

す。 

 

松井	 ハハハハ。 

 

サンダ	 だから、今じゃなくて、十何年前は県庁の学事課の担当が、そんな大きい紙広げ

て言ってたから、そのぐらいイスラムの細かいことを日本で多分分かってると思うんです

よね、みんな。そこまで・・・。 

 

前野	 みんなじゃないですよ。 

 

松井	 ハハハ、みんなじゃない。 

 

サンダ	 学事課のね、その担当たちは。そこからは、流れてないの。流れないから分から

ないけど、でもそれを言われて、それで私たちもイマーム連れて行って、結局、ここまで

後まで指さして教えてくださいって、結局教えたの。そうすると、目的のうちの所に、

トーンできあがったら、イスラムのスンニ派、ハンフィアー、バレールヴィー、スーフィ

ー系、何とか何とか何とか来て、長いの来たから、いや、それだったら、イスラムのほう

がだんだんだんだん、これぐらいになっちゃったから、そうすると、タブリーギーの人も
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他の人も、いろいろ人、みんな、なんでここだけそんな狭くしちゃったのかってなってし

まうと、ちょっとこれ、間違えちゃったなと思って、それで、名前のほうも一応、ゴシア

としてつくったから、それを結構嫌がる、イスラムの中では、そういう、あの・・・。 

 

前野	 ゴシアって何ですか。 

 

サンダ	 ゴシア。 

 

ハールーン	 ゴシア。 

 

クレシ	 ゴシア、ゴー、ゴーシア。 

 

ハールーン	 ガインから。 

 

サンダ	 (聞き取り不可)の、子どもの子どもから生まれて、17 名の、名前はゴシアって名

前だったわけ。 

 

アフマド	 バグダッドの。 

 

サンダ	 バグダッドの。 

 

ヒシャム	 ゴーシパが。 

 

サンダ	 ゴーシパが。 

 

サンダ	 で、それとして、名前できたから、そうすると、目的と名前を、ちょっと直した

ほうがいいだろうって。 

 

サンダ	 これはイスラムのほうは狭い所だろう。来る人はちょっと、いろいろあるから、

それでゴシアをなくして、そのイスラムのスンニやバレールヴィーだけに・・・。 

 

前野	 家族主義の打開を唱えたのがイスラムですから。 
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松井	 そうですね。そうそう。また、元に戻ってしまう。 

 

ハールーン	 時間がね、多分、ないと思うんですけど、そういう、細かい話よりも、多文

化共生のため、なんかね、ちょっと、決めたほうがいいと思います。 

 

前野	 そうそう。もっと広い・・・。 

 

店田	 すいません。ご助言をいただきまして。 

 

店田	 あと、10 分ですので、この後、レセプションに出られる方はまだいろいろ、この続

き、あるいはここでは話せなかったことを話していただくこともできますので、 後の 10

分ですので、まとめというとあれなんですけれども、取りあえず、あらためて、第 1 部の

話と、今の第 2 部の話を含めて、それぞれの方にちょっと、少しずつ、 後に、もう一度

お話をいただければと思いますけども。今度は前野さんからで、よろしいですか。 

 

前野	 ああ、きょう学ばせていただきましたのは、あらためてのことなんですけども、や

はり、自分からのアプローチが、ムスリム・コミュニティの外においてでも、中において

でも、やはり大事なのかなということを認識し直しました。ありがとうございました。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。じゃあ、ヒッシャムさん。 

 

ヒッシャム	 とっても、すごくいい、いい機会と思いますけども、日本では、イスラムに

ついては、意識がほとんどない。これからの問題もかなり大きくなりますから。例えば、

日本人の、ムスリムの方、ムスリムになって、結婚して、これからシャリアの件、例えば、

インヘリタンスとか、あと、そういう問題も出てしまう。あるいは、デボース、結婚、離

婚とか、近年にもかなり、イスラムのシャリアと日本の法律はぶつかるところあると思い

ますけど、これからも考えないといけないから、こういう機会、非常に、先生、こういう

機会を開いていただいて、大変ありがたいと思ってます。はい。 

 

店田	 はい。 

 

松井	 全般的に、やっぱり日本では、少数派なので、やっぱり難しいことは多いと思いま

す。ただ、やっぱり、難しい顔をしてね、日々生活するっていうのは、やっぱり自分にも
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よくないし、周りに与える印象もよくない。やっぱり、いい顔をして、日々生活してほし

いっていうのが、根本的にあるんで、そういうような活動で、また今後、継続してやって

いけるようにしたいですね。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。 

 

アルムーサ	 大変勉強になりました。皆さんの、お話を聞いて。多くのイスラム文化、マ

スジドの問題は、経済的な問題があったりして、お金がないから、ちゃんとした日本人の

イマームも給料出せないし、留学もできないっていうのがありますけど、あと法律も、さ

っき言いましたように、法律とシャリアが、ちょっと、対立、違ったりするのも、これか

ら検討しないといけないところであって、そこで、例えば、今まで日本ではなかったイス

ラム金融のすごく、2008 年からですか、活動するようになって、2012 年、恐らく、2012

年だったんですけど、タカフルにも、日本のメガバンクだったり、開業するようになって、

もう一歩進んで、イスラム、寄進財産、ワクフのですね、研究も進めば、恐らく、今から

10年でも 50年、100年後でも、設立することによって、多くのムスリム社会、学校もでき

るようになりますし、教育問題も、いろんな問題も、解決できる可能性が高くなるんじゃ

ないかと思って。 

	 あと、日本政府が、ムスリムではないんですけど、何らかの形で、ムスリム諸国との政

府と、協定かなんかの形で共同運営するのも可能かどうかも、考えるといいんじゃないか

と思います。以上です。 

 

店田	 はい。それは、いろんな、こう、ファンドみたいなものなんですか。 

 

アルムーサ	 そうですね。はい。 

 

店田	 うん、そういうものを運営してと。 

 

アルムーサ	 はい。それのための、例えば、グローバル・ガバナンスっていうんですか、

国同士との、幾つかの。日本を、例えば、ハールーンさんとか向こうの、ムスリムの優秀

な方との、金融官庁の共同経営も、可能かもしれないです。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。八潮からは、どうしましょう。お一人ずつ、お話

聞かせて・・・。 



 91 

 

アフマド	 きょうのこの集まり、非常に、すごく良かったと思います。いろんなこと、い

ろんな方からいろんなことを聞いて、学んだこと、たくさんありますので、さまざまな活

動されてることは、あらためて勉強になりましたので、これからも日本社会ともに、肩を

組んで、より頑張っていこうというのを、非常にきょう、もっと気持ちが湧いてきたので、

これからもどんどん、こういうセミナーやなんか開いて、特にこの早稲田大学のほうで、

こういうのをやってくださったの、すごいありがたく思ってます。こういう機会が増えれ

ば、もう一つの社会が、第 2 世代のイスラムの人たちが、ここのもっと、スムーズにいけ

るんじゃないかなと、そういう明るい明日を、非常に目指してますので、ありがとうござ

います。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。サンダさん。 

 

サンダ	 きょうのこういう集まりは、初めて出たんだけど、でも、すごい、メリットがあ

るのは何かいうと、一番は、イスラム、イコールテロリストって、結構出てるんだけど、

言葉は。だから、われわれはイスラムの宗教を持ってて、日本で住んでて、自分のシャリ

アを守りながら、自分のお祈り場所があって、ただ、宗教として、いろいろモスクとか増

えて、つくってやってるんだから、それ以上、イコールテロとかないことを、分かるよう

になると思うんですよ、皆さんは。 

	 今まではすごい不安があって、イスラムって何者だって、テレビからいろいろ、特に NHK

からいろいろ聞くと、イスラムのほうからテロが多いとかって出てくるんだけど、こうい

う活動をやって、こうやってみんなの集まりやって、それで早稲田大学の先生とか、その

上の人たちだけじゃなくて、下のほうも流してもらって、NHKからも流してもらって、皆

さんには分かるように、日本でいるイスラムは、本当に宗教のイスラムを守る人たちです。

これはイコールテロではありません。ここはテロではならない。なぜというと、宗教って

日本は自由だから、白い目で見られてないから。白い目で見られないから、けんかするこ

とも、テロ起きることもないから、安心して、イスラムの人と仲良くなってもらえばあり

がたいなと思います。はい。よろしくお願いします。 

 

店田	 はい。ありがとうございます。 

 

サンダ	 で、もう一つ、クエスチョンなんだけど。 
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店田	 はい。 

 

サンダ	 みんなそれぞれの所に、いろんな地域で、みんな、自分のモスクとか、イスラム

の人たちがいろいろ持ってるんだけど、まだこうやって、早稲田大学とか、他に、たまに

大学の他に、施設に来たりとか、うちのモスクに来たりとか、いろいろ集まりとかあるん

だけど、まだそのところの、市役所の、区役所とか市役所の所には、もう無視にしてるん

ですよね。ノータッチって感じで。他の所はどうか分かんないけど、特にうちの所ね。だ

から、そっちも、ちょっとこういうみたいな集まりやって、コミュニケーションみたいな

のがあれば、もっと仲良くやっていけるんじゃないかって。そこで住んでるイスラムの人、

外人の人に、なんかトラブルあったり、なんか問題あったりって、力もらって、お互いで

なんかやっていけば、もっと平和にやっていけるんじゃないかって思うんだけど。できれ

ば、市役所で、自分でいる場所に、市役所でこういうミーティングとか、こういうところ

が始まれば、市役所ではもっと平和で仲良くやっていけるんじゃないかと思うんですよ。 

 

店田	 今度、私のほうで、八潮市役所に調査に行って・・・。 

 

サンダ	 お願いします。 

 

一同	 ハハハハハ。 

 

サンダ	 お願いします。ぜひ来てください。一緒に行きます。 

 

店田	 じゃあ、クレシさん。 

 

クレシ	 先生がた、本当に大事なミーティング開いていただいてありがとうございます。

きょうのミーティングの結果は、多分皆さんが自分の心に置けておられたと思うんだけど

も、それを具体的にやる、やっていきながら、皆さん、頑張って、お互いに情報交換しな

がらやっていきましょうとしたほうがいいと思うんだけどね。 

	 も本当に大事な宗教の間の対立をなくすためには、もっと力かけるためには、本当に、

もっともっとこういう場を開かなきゃいけないと思うんですね。だから、そういう場を開

いて、そういう宗教の対立を本当になくすために、具体的にやっていかなきゃいけないと

ころがあるから、私たちはただ、もう、ムスリムだけを集まって、国、別にしても、モス

クは別々になってしまってるから、それはちょっと危ないんですね、それだけは。 
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	 そういうところも、本当に、もっともっと自分が、自分の中に何が足りないのか、何や

ったほうがいいのか、それを考えながら、力を出して、何とか頑張って、情報交換しなが

らやっていきたいと思ってます。皆さんもそれ、よろしくお願いします。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。 

 

ハールーン	 前から気付いてることですけど、多文化共生についてですね。だけど、 近、

世界の状況が、かなり変わりまして、アメリカの選挙もそうですし、フランスや、他の国

の、ヨーロッパの国の状況が変わってですね、ますます日本でも、ムスリムの、マスジド

が増えてます。だけど、残念ながら、交流はないんですね。それは 近、ものすごく私が

感じるようになって、心配もしてます。 

	 この場ではどうすればいいかっていうことじゃないんですけど、それは、われわれムス

リムがまた、考えるべきですね。ですから、多文化共生のために、もっともっと頑張らな

いといけないと思います。はい。 

 

店田	 はい。ありがとうございました。 

 

クレシ	 先生、ミーティング終わるまで、前にちょっと、名古屋マスジドからお願いなん

だけれども、ぜひ先生たちにも参加してほしいですね。ちょっとこれ、回していただいて。

ありがたいです。 

 

店田	 名古屋モスクの増築。 

 

松井	 増築？横？ 

 

クレシ	 はい。この名古屋マスジド、1980、1998年に建てたんだけども、そのときに、200

人ぐらいを入る所を考えて、小さい坪だったんだけれども、4階まで伸ばして、で、それか

ら大体、250 人ぐらいは礼拝を、金曜日、できるんですね。 近は、礼拝をするためには、

もう、大体 300人か 400人ぐらい、もう集まってきちゃってるんですよ。近いモスク、い

っぱいあるんですけども、やっぱり名古屋モスクに来たい人たちがたくさんいて、モスク

がね、もう揺れるんですね。 

 

桜井	 ええー、ハハハハハハ。 
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ヒッシャム	 ああ、そうですか。 

 

クレシ	 モスクがもう・・・。 

 

松井	 ええー、どういう時。 

 

クレシ	 その人数で耐えてなるように考えてたから、もうそれ、200人ぐらいと思ったんだ

けど。 

 

松井	 ハハハ 

 

クレシ	 そうすると、もう人数、たくさん入ったときには何するかというと、まず、1 階、

2階、3階の人をとめて、屋上階、4階からもう先、人、下に下ろすんですよ。皆さん中で

待ってください。まず先、上からいって、階段にもたくさん、人、たまっちゃう、もう片

寄っちゃうから、偏るんですね。すごい、丈夫に建ってますけど、思うんだけども、ここ

まで入ると思わなかったから。 

	 そうすると、隣の建物が、二つ、写真あるんだけど、を買うことに決めました。これを

買って、これをちょうど、後ろのほうのもう 1 個、土地を買ってあるんですね。これを買

えば、大体、新しいモスクつくるのは、今年中に頑張らなきゃいけないこと、今年中に建

てたいと思ってるので、大体 900人から 1000人ぐらいの入る所を、目指したいと思ってま

す。 

 

ハールーン	 マーシャーアッラー 

 

クレシ	 こういうところを皆さんから、ドネーションは、特に、店田さんと、岡井さんと

先生からの、どっちもそれを、あと、いくらでもいいんで、それはね。いくらでも、ただ、

名前をそこ、残したいんですよ。 

 

店田	 ああ、なるほど。 

 

クレシ	 新しいものをつくるための、なんか少し力あった。例えば、あの、100円でもいい

んで、それは。 
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松井	 ハハハハ。 

 

クレシ	 そういうところは、本当に、名前を残していきたいので、何とかそれを、助けて

ください。 

 

店田	 分かりました。 

 

前野	 これ、できたら、アフマディーヤのように大きくなりますか。 

 

クレシ	 もう、アフマディーヤ、すごい良かったんですよ。これ、アフマディーヤ、先に

できて、彼らはもう田舎なんですよ。矢富。ここは、名古屋でしたら、もう彼らが、彼ら

の学んだこと、いっぱいあるんですよ。どうやって彼らは、メディアを使ってやったのか、

ものすごい学んだんですよ。今回、このモスクができたら、インシャアッラー、そしたら

メディアが全部こっち向きになると思います。 

	 で、知らせは、もう本当に、いろんなことを今、考えて、計画立ててるから。 

 

松井	 なるほどね。 

 

クレシ	 もう、アフマディーヤより、もう、見えなくなると思うんですよ。 

 

ヒッシャム	 この計画では、もう建て直すんですか。 

 

クレシ	 そうです。もうこれは全部 1回、全部さら地にして。 

 

松井	 ああ、そうですか。つぶして・・・。 

 

クレシ	 はい。さら地にして、で、新しく建て直す。 

 

ハールーン	 インシャアッラー 

 

ヒッシャム	 足りるんですか、この・・・。 
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クレシ	 はい？ 

 

松井	 お金、大丈夫？ 

 

ヒッシャム	 少ないかなと、少ないと思います。 

 

クレシ	 何が。 

 

店田	 お金。 

 

クレシ	 お金、これは土地のためですよ。 

 

松井	 4200万。 

 

ヒッシャム	 ああ、土地だけ。 

 

クレシ	 土地だけです。つくるのはまた別。 

 

松井	 ああ、やっぱり。そうですよね。 

 

クレシ	 作るために、インシャアッラー、今年中にやりたいと思ってますね。 

 

松井	 はい。で、もう OKはもらってるの？ 

 

クレシ	 はい？ 

 

松井	 OKはもらってるんですか。 

 

クレシ	 何の？ 

 

松井	 土地、購入の OKは。 

 

前野	 オーナーからは・・・。 
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クレシ	 宗教法人は、もう私、昔・・・。 

 

前野	 いやいや・・・。 

 

クレシ	 あっ、隣の、もう買ったんです。 

 

松井	 ああ、そうですか。 

 

クレシ	 もう決めた。もう契約してるんですよ。 

 

松井	 ああ、分かりました。 

 

ハールーン	 ああ、良かったね。 

 

クレシ	 もうお金も、もう半分以上払ってますよ。 

 

松井	 じゃあ、良かった。 

 

クレシ	 だから問題ない。 

 

ハールーン	 ああ、良かった。 

 

店田	 はい。じゃあ、 後にちょっと、桜井先生。 後のあいさつ。 

 

店田	 いやいや、岡井くん、 後のあいさつして。一応プログラムどおりだから。 

 

桜井	 はい。プログラムどおり。 

 

岡井	 はい。なんか、プログラムどおりの岡井でございます。非常に興味深いお話をあり

がとうございました。皆さんお忙しい中をお集まりいただきまして、本当にありがとうご

ざいました。私どもも、大変勉強になるお話ばかりで、今後未来、ムスリム社会がどのよ

うになっていくのかなという感じで、一端が見えたんじゃないかなというふうに感じてお
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ります。 

	 きょうもお話、たくさん出ましたけれども、世代ですとか、国籍、ジェンダー、職業、

収入、民族、いろいろ違いはあります。でも、違いはあるんだけれども、何か共通の目的

に向かって、つながれる瞬間もあるのかなというふうに感じました。 

	 人間って一人では生きていけないんです。どうやっても生きていく上では、他人と関わ

らないといけない。他人っていうのは、本質的に自分とは違うもので、違いが絶対にある

もの、それが人間だと思うんですけれども。そういったものがムスリムの中にももちろん

ある。そうした中で、どういった関係を、お互いに、違うことを前提に、どういった関係

をお互いに築いていくのか。子どもと親もそうですし、また、モスクと地域社会もそうな

んだけれども、違いがありつつも、そこにどういう関係を築いていくか。違いを認めつつ

も、違いながらも、どうやって話し合って、どう交渉して、あるいは、その伝え方の作法

も含めて、どうやって伝え合うのがいいのか。あるいは、どうやってその違う意見を受け

入れながら合意を形成していくのか。そういったことが重要なのかなというのを、きょう

非常に感じることができました。 

	 今後、いろいろ目的がある。目的ごとにいろいろな活動が出てくるのかなと。例えば、

サッカーっていうのは、もしかしたら Mリーグができるかもしれないっていう話ももちろ

んあるわけですし、あるいは、他の、先ほど、名古屋モスクのこれが、日本全国から集ま

る可能性だってあるわけですし。だから、その目的ごとに、共同していく、そういったス

タイルで、ただ網の目のようなモスクネットワーク、あるいは多文化共生、モスクの中の、

イスラムの中でも多文化共生、あるいは外との多文化共生というのがつくられていくのか

なというようなことを感じました。 

	 雑ぱくなまとめではありますが、私からは以上になります。ありがとうございました。 

 

一同	 ありがとうございました。 

 

－－	 先生。 

 

桜井	 私？	 じゃあ。 後に一つだけ。 

 

店田	 じゃあ 後に、本当にまとめのところを、すいません。 

 

桜井	 大変貴重なお話をありがとうございました。私が初めて『日本のムスリム社会』っ

ていう本を書いたとき、多分、2003年だったと思うんですけどもね。あのときは、20幾つ
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しかモスクがなかったんです。それで、日本のいろんなモスクを訪ねていったときに、あ

のとき私が見たモスクの姿っていうのは、日本で、日本に働くためにやってきた人たちが、

みんなそれぞれ日々は忙しくて、お祈りする場所もないし、それから、同じ国から集まっ

た人たちが一緒に助け合う場もないと。だけれども、やっぱり日本で頑張っていくために、

モスクをつくろうっていう運動が起きたと思うんですね。だから、そのときの目的は、日

本社会と関わるというよりも、日本社会で頑張っている自分たちが、もうちょっと頑張れ

るためにお祈りする場を、そして、同じ国の出身者が会うことによって、励まし合い、助

け合い、いろんなことができる、そういう場だったと思うんですね。 

	 でも、あれからもう、13～14年、12年たって、本当に状況が変わったんだなということ

を、つくづく感じました。やはり、日本人のムスリムも増えたし、それから、アミンくん

のような、みんな 2 世の人たちが出てきて、だからやっぱり、一番の課題は、この変化す

る課題、そして変化する環境の中で、どういう、初期の目的と、今、次やらなきゃいけな

いことは、多分違うと思うんですね。だから、その中で、どういうふうに新しい状況にア

ダプトしていくのか、という意味で、今すごく大きな、何でしょう、曲がり角にあるんじ

ゃないかというふうに、そう思いました。 

	 だから、2世代の人たちにどうやってバトンが渡せるのかっていうのは、多分、皆さんの

世代が考えていることと、2世代の人たちが考えている、親たちがやってきたことをどう思

っているかっていうことと、どうマッチングさせるのかっていうのは、すごく大きなチャ

レンジなんじゃないかなと、そういうふうに感じました。 

 

クレシ	 そうですね。 

 

桜井	 どうもありがとうございました。 

 

店田	 ありがとうございました。じゃあ、これで、会議のほうは終わりますが、この後は

レセプションを、錦糸町のほうでやります。移動手段については、ちょっと後で、お話し

するとして、取りあえずこの場は終わりにしますので、本当にきょうはありがとうござい

ました。また次の機会にお会いできればと思います。ありがとうございました。 

 

－－	 お疲れさまでした。 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (了) 
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宗教法人名古屋モスク代表	 クレシ	 アブドゥルワハブ氏	 配付資料 
	 	 	 	 	 (2017年 2月現在) 



①地域住民との交流     Exchanging with the localities 

・モスク見学会の開催 ／イフタルへの招待 ／警察や税関からの告知 

 Invited the neighbors ／Accepted the Public officers 

・秋まつりに参加 ／お茶席を訪問 ／イードのあいさつ回り 

  Visited regional events ／Offered Eid greetings to the neighbors 

 

②地方自治体との関係     Cooperate with the local governments 

・冊子の作成に協力（国土交通省中部運輸局、岐阜県、三重県） 

Advised making brochure (for Chubu District Transport Bureau under Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism, Gifu Prefecture, and Mie prefecture)  

  

 

・モニターツア―に参加・助言（岐阜県、三重県、沖縄県） 

Monitored and advised the Muslim accepting tours (for Gifu Prefecture, Mie Prefecture, and 

Okinawa Prefecture) 

・講演（岐阜県、愛知県、沖縄県、松本市、横浜市） 

Making lectures how to accept Muslim tourists (for Gifu Prefecture, Aichi Prefecture, 

Okinawa Prefecture, Matsumoto City, and Yokohama City) 

 



③イスラム理解やイスラム文化の伝達     Information about Islam   

・他宗教との交流 （仏教、キリスト教、インターフェイスマラソン） 

  Exchange with other religions (with Buddhism and Christianity, through Interfaith marathon) 

・講義（大学、大学院、高等学校教職員研究会、カルチャーセンター） 

 Lectures (at Universities and Culture centers, for high school teachers) 

・モスク見学者への対応（2015 年：339名、2016年：351名、2017年 1月末現在：52名） 

  Introduce Islam to Mosque visitors (339 visitors in 2015, 351 visitors in 2016) 

 ・情報の発信（メディア、ホームページ、フェイスブック） 

  Transmission of information (through Media, Webpages) 

   

 

④ムスリムコミュニティ内部の多文化共生     Multicultural in the community 

・毎週土曜日の集会（勉強会、お茶会、食事） 

 Gathering on Saturdays (for studying, chatting, dinner)  

 

 

11th Feb.2017 

宗教法人名古屋モスク代表   クレシ アブドルワハブ 

Chairman of Board of Directors of Religious Org. NAGOYA MOSQUE    QURESHI, Abdul Wahab 

http://nagoyamosque.com/ja/wp-content/uploads/16.6.18YMCA.bmp
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