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にしゃべってしまったので、もう何も人類に伝え
ることはない。だから、ムハンマドは最後の預言
者なのです。ムハンマドが他の人間と違うのはそ
こだけで、他に奇跡を起こしたりとか特別な能力
を持っていたりということはありません。
４．
イスラムという言葉ですが、これは「神への
帰依」という意味です。帰依というのは「深く信仰
し、その教えに従う」という意味です。
イスラム教徒のことを「ムスリム」といいます。
意味は「神に帰依した人々」です。
５．
神がかり状態のムハンマドの言葉を集めた
イスラム教の聖典が「コーラン」です。
「コーラン」
は神の言葉そのものなのです。神がムハンマドの
肉体を通じて語りかけたのだから。しかも、それ
をリアルタイムで聞いていた信者たちが、書き留
めてまとめたものです。
他の宗教の経典はのちの時代の信者たちが教祖
の言葉を解釈してまとめたもの。
「コーラン」は神
の言葉を解釈抜きで書き留めたもの。

７月例会ご案内
： ７月９日 水曜日
18;30 ～ 20;30
テーマ ： 「イスラム教」とはどのような
宗教なのか？
場所
： 港区立商工会館
参加費 ： 1000 円
担当
： 古川 彰久
日時

前回北島氏から「ハラール認証制度」についてお話し
ていただきましたが、その討議を通して私たちがいかに
「イスラム教」について無知であるか、認識させられま
した。
そこで今回はイスラム教に関する情報をインターネ
ットから取得し、お互いに論議をすることにより井村教
に対する認識を深めたいと考えます。
イスラム教とは
１．
一神教であり、世界で三つある一神教とは、ユ
ダヤ教、キリスト教、イスラム教である。一神教三
兄弟の末っ子ともいえる。
２．
イスラム教の唯一神をアッラーといいますが、
アッラーとは神の名前ではなく、
「神」の名前ではな
く、一般名詞です。神様の名前は、あえて言えば「ヤ
ハウェ」であり、ユダヤ教とキリスト教の神と同じ
です。
３．
ムハンマドが神がかり状態になるときに、神
の言葉を授かるのですが、神はずっと昔からムハン
マド以外の人にも言葉を与えてきた。それが、
「ノア
の箱船」のノア、
「出エジプト」のモーセなど、旧約
聖書の登場人物たちです。ムハンマドはそれらの人
物を預言者として認めます。さらに、イエス。かれ
も預言者の一人だった、とムハンマドは言う。
ただし、神はこれまでの預言者たちにすべてのこ
とを伝えたわけではない。言い残した言葉がたくさ
んあったんだ、という。人間たちに言い残した言葉
を伝えるために選ばれたのがムハンマドなのだ。
というわけで、イスラム教でのムハンマドの位置
づけは「最後にして最大の預言者」です。何しろ、
神さま今まで言い残していたすべてをムハンマド

イスラム教徒の義務 「六信五行」
１．
「六信」
「神」
「天使」
「啓典」
「預言者」
「来世」
「天命」
２．
「五行」
「信仰告白」
「礼拝」
「断食」
「喜捨」
「巡礼」
だから、ムハンマドの死後、イスラム教が西アジア
からアフリカ北岸に広がっていくとアラビア語もそれ
につれて広まっていった。
「コーラン」によってアラビ
ア語が西アジアに広がったということは知っておいて
ください。
その他の特徴
１．聖戦 ジハードともいう
２．イスラム法
イスラム世界ではコーランに基づく法律が発展。
いあうラムでは政治・法律と宗教を切り離すこと
ができない。すべてがイスラム教に関わっている。
「コーラン」＝「クルアーン」とは
詳細は当日会場で紹介します。
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ズ・クラークと香港在住でマーシャルの従姉妹の観光
に来ていたボロデール夫人、と上海で商売をしてイギ
リスへ帰国する前にやはり観光に来ていたレノック
ス・リチャードソンの４人である。
4 人は、川崎大師辺り乗馬観光の途中久光の行列に
遭遇し、日本のしきたりに無知であったために起きた
事件である。
これが、幕府とイギリスの外交問題となり、イギリ
スの代理公使ニールは、幕府に対して、謝罪書の提
出、10 万ポンドの賠償金の支払い、薩摩に対して
は、殺傷させた薩摩藩士を捕らえ、イギリス海軍士官
の前で首をはねること、殺傷された親族に対する賠償
金 2 万 5 千ポンドを要求した。

５月例会報告
： ５月１４日 水曜日
18;30 ～ 20;30
テーマ ： 日本近代国家成立の発端となった生麦事件
場所
： 港区立商工会館
担当
： 石田 金次郎
日時

生麦事件は一介の事件である。しかし、時代の流れの
中で、この事件の持つ歴史的意義をしっかり捉えておく
必要があると思い、吉村昭著の「生麦事件」
、徳富蘇峰著
の「維新への胎動（中）生麦事件」など再読した。また、
生麦に生まれ、地元に資料館のないのはおかしいと発奮
し、国内はもとよりオランダなどに渡り、古文書、錦絵、
日記など千点余を集め、歴史を後世に伝えるために「生
麦事件参考館」を建てた、館長浅海武夫氏のお話をお聞
きし、一層生麦事件の理解を深めることができた。
生麦事件は、文久 2 年に起きた事件であるが、嘉永 6
年（1853）にペリーの黒船が来航して外国と和親条約･
修好条約を結んで開国した結果、生糸、蚕種、茶の輸出
が急速に伸び、文久 2 年の日本からの輸出品の８６％が
生糸や蚕種が占めたと言われている。ヨーロッパの生糸
の生産地であるフランスやイタリアが蚕の病気が大流
行したこと、中国は太平天国の乱で輸出がふるわなくな
って、日本への期待が高まった為である。この結果、国
内からも海外からも製糸場建設のニーズが高まり、薩摩
藩や長州藩も紡績の機械や技術の導入につながってい
る。生麦事件に生糸輸出商や生糸検査員が出てくるのは
この時代背景を考えれば理解できる。
6 月に世界遺産の指定される富岡製糸場は､フランス
の技術をとりいれて建設されたもので、開国により日本
が世界経済に組み込まれていった世界産業遺産なので
ある。正に日本近代化の明治維新を語る時に、生麦事件
を語らずには通れないのである。
浅海館長によれば、歴史教科書には曽ては生麦事件は
一行の扱いでしかなかったが、今は１ページを割いて説
明されているとのこと。産業においてもその歴史的意義
は重いものがあるといえる。

（時代背景）
徳川幕府は 17 世紀半ばから、海外との交流、貿易
を制限しており、１８世紀後半から１９世紀中頃にか
けて、ロシア・イギリス・アメリカ合衆国などの艦船
が日本に来航し、薪や水の供給や開国を要求があった
が、鎖国・海禁政策を維持していた。
が、この制限の中、長崎出島ではオランダや中国に
は、オランダ船が入港するたびにオランダ風説書など
で情報を得ており、ポルトガルやスペインだけでな
く、他のヨーロッパ諸国、インド、清などの情報も記
載されていた。
１８４０年イギリスは清朝に対してアヘン戦争を仕
掛け、１８４２年には南京条約で、清朝は多額の賠償
金の支払い、香港の割譲と、翌年には治外法権、関税
自主権の放棄など極めて不平等な条約を結ばされた。
清朝の敗戦は清の商人によっていち早く幕末の日本に
も伝えられ、強国であった清の敗北は西欧列強の東洋
への進出として我が国にも大きな衝撃を与えた。
嘉永６年（1953）にアメリカ合衆国のペリー提督が、
浦賀沖に黒船４隻を率いて、江戸幕府に開国を迫る大
統領国書を携えて来航し、１８５４年には日米和親条
約、１８５８年には日米修好通商条約など結ばれた。
が、徳川幕府は周章狼狽し、朝野をあげてその対応に
奔走した。
正に川柳にもある、
「太平の 眠りを覚ます 上喜撰
（蒸気船） たった四杯（隻）で 夜も寝られず」で、
時代が大きく動き出していた。
日米修好通商条約を結ぶ段では、孝明天皇や岩倉具
視ら公家は外国人の国内居住や開港に反対した。大老
井伊直弼は、領事裁判権を認め、関税自主権を有さな
い不平等条約に朝廷の勅許が得られないまま、強権的
方法で締結した。
その抵抗勢力に対して政治的弾圧
（安
政の大獄）を加え、それに憤慨した水戸藩や薩摩藩の
浪士は桜田門外で井伊を暗殺した。
（桜田門外ノ変）
経済の面では、開国・貿易開始以降、金銀比価の問
題から、金貨が大量に流失し天保小判から万延小判の
発行で混乱を招いたこと、生糸が主力輸出商品と成り、
物価の高騰を招いた事で、開国策への批判が噴出、外

（生麦事件）
生麦事件は、文久２年（１８６３）８月２１日に東海
道生麦村（
（現・神奈川県横浜市鶴見区生麦）付近で
起きた事件である。江戸から薩摩に帰国しようとしてい
た島津久光の行列に、馬に乗ったイギリス人の４人が行
列を乱したとして薩摩藩士に無礼打ち、殺傷された事件
である。安政６年（１８５９）に神奈川・長崎・函館の
開港に踏み切って三年目である。
横浜の居留地で生糸の輸出商を営んでいたウイリア
ム・マーシャル、ハード商会の生糸検査員のチャール
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国人排斥の攘夷思想が高まり、各地で異人切りが横行す
るようになった。そして、国学思想から来る尊皇思想と
結びついて「尊皇攘夷」運動として幕府批判につながっ
ていった。不穏な社会情勢であった。
一方、弱体化した幕府の権力を復活させるため、公武合
体を幕府や朝廷が模索していた。薩摩藩の亡き前藩主島
津斉彬は幕政を改革して朝廷の権力を拡大し朝廷を中
心にした公武合体こそ最も望ましい政治形態であると
主張し、その弟である島津久光はその考えに同調し、朝
廷に働きかけるべく兵を率いて京に上がり、大原重徳勅
使に同道して、江戸に向かい、朝廷権威の強化、幕政の
改革（徳川慶喜を将軍後見職、松平春嶽を政治総裁職な
ど）
、公武合体の必要性を幕府に認めさせた。生麦事件
は、この帰途の事である。
生麦事件の処理を巡って、幕府・薩摩・イギリスの
間で交渉が進められた。幕府・イギリスの間は、以前
の東禅寺事件の賠償金も含めて 11 万ポンドを支払い
でほぼ決着をみたが、イギリス・薩摩は殺傷の下手人
問題と賠償金問題未決着で戦争に及んだ。文久 3 年
（1864）7 月 2 日から 7 月 4 日まで薩摩とイギリス艦
隊 7 隻との間で暴風雨の中、
戦闘が行われた。
結果は、
薩摩藩の戦死者は６名、重傷者７名と台場と家屋が灰
燼に帰した。イギリス艦隊の方は旗艦「ユーリアラス
号」館長以下約 60 名戦死、艦も損傷を受けた。しか
し、久光は家老・側用人を招いて、この戦いに関して
意見を求めたところ、
「藩は西欧の兵術に従って、操練
を繰り返してきたが、武器と技術に天と地の差がある」
ことを実感し、攘夷が現実から遠くかけ離れた愚劣き
わまりない空論と受け止め、藩論は攘夷一色から開国
に転換した。イギリスとの和議を進め、更に進んで、
軍艦購入の斡旋や密かに留学生と称して視察団を派遣
し、紡績機や鉱石発掘機なども依頼するなど、親密な
関係を築き、新政府樹立の中心的役割を果たしていっ
た。

藩の不法行為を懲罰するため下関を砲撃し、敗戦に
追い込んだ。長州藩は連合艦隊の戦力が計り知れな
いほど強大であると実感し、薩摩藩同様、攘夷から開
国に転換し、講和条約を結んで、西洋の文明の利器な
ど伝授を要望した。和議に当たっては、連合国から 3
百万ポンドの賠償金を要求され、長州藩は幕命であ
るとして逃れ、幕府が呑まされる。
（長州征討と薩長同盟そして薩長同盟と王政復古）
朝廷より長州藩の征討命令で征長総督に徳川慶勝
が任ぜられたが、総参謀西郷隆盛は長州藩を恭順させ
て関係者の切腹処分、藩主の謝罪書など穏便な解決を
独断。幕府は激怒し、幕府の威信回復のため第二次長
州征討令を慶応元年（1865）に計るが、薩摩藩は公武
合体から倒幕に姿勢を変化させ、坂本龍馬の音頭で薩
長同盟を結び、長州藩の近代兵器調達を支援し、慶応
2 年(1866)に戦端が開かれた第二次長州征討は慶応 3
年（1867）には幕府は敗北し､幕府は朝廷に 10 月 14
日大政奉還するも、同日、朝廷は薩摩藩・長州藩に倒
幕の勅書を出し、慶応 3 年（1867）天皇は幕府の廃絶、
慶喜の将軍職の辞任、領地の返納の王政復古の大号令
を出し、慶応 4 年(1868)には五箇条のご誓文を公布し、
日本の近代国家成立の明治政府の天皇親政体制が進む
ことになる。
（歴史から学ぶこと）
1853 年のペリーの来航から 1868 年の明治新政府成
立。この 15 年で、徳川 300 年と言われた幕府が崩壊
した。生麦事件は、徳川幕府崩壊･明治新政府誕生の助
産婦というか、時代が孕んでいた膿を一気に出させる
針のような役割だったように思う。五箇条のご誓文に
は､「広く会議を興し､万機公論に決すべし」､「上下心
を一つにし盛んに経綸を行うべし」
、
「官武一途庶民に
至るまで各志を遂げ人心をしてうまさらしめん事を要
す」
、
「旧来の陋習を破り天地の公道に基づくべし」
、
「知
識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし」と歌われ
ている。時代を破壊し新しい時代を作るには若い人々
の猛烈なエネルギーを感じる。少子化･人口減少・多く
の若者の非正規労働など寂しい事態が目の前にあるが、
自分たちが良ければという甘えで、まだ重大性に気づ
かず、本気になって取り組めていないと感じる昨今で
ある。

（攘夷の実行と禁門の変）
一方、過激な攘夷実行を唱えていた長州藩は､急進派
の公家を動かし将軍慶喜には「文久 3 年 5 月 10 日に攘
夷実行」を奏答させ、各藩にお触れを出した。これを以
て長州藩は攘夷実行のため、下関において米・仏・蘭の
商船に砲撃を加えた。
京都においては 8 月 13 日に長州藩と朝廷の少壮公
家が攘夷新征を決めるも、8 月 18 日には公武合体派公
家、薩摩藩、会津藩等が巻き返し、攘夷新征派を御所か
ら閉め出す。これに反発した長州藩は、朝廷の退去命令
を無視して蛤門を破って進入した。いわゆる禁門の変で
ある。これによって長州藩は朝敵と成り、幕府に長州藩
追討の命が下る。
（外国艦隊下関砲撃事件）
長州藩が商船に対して砲撃を加えたことに対して、
元治元年（1864）に英・米・蘭・仏の連合艦隊は長州
3

例会予定

窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久
ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４
ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２

2014 年
８月はお休みとします。
９月１０日 水曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定
担当
：未定

区立商工会館へのご案内地図

原則として第二水曜日となります。
開催場所：港区立商工会館
（都立産業貿易センター浜松町館 ６階）

分科会活動 ご案内
古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネルギ
ー学会の行事をご紹介します。

サトルサロン
講演テーマ：
「日本の古代には謎が多い。記紀も黙して語らない。そ
んな古代に興味をもった映画プロデューサーがいきつ
いた真実！日本の古代の真実の扉をあける3つの鍵を発
見。分かりやすく解説します。日本のルーツ、日本人の
ルーツ」
講師：坂井洋一（さかい よういち）
映画プロデューサー/映画バイヤー、作詞作曲家、
古代秘史ハンター
講演要旨：映画「ダヴィンチ・コード」をみて衝撃を受
けた。キリスト教２０００年の歴史の罪深い歴史が浮き
彫りにされていた。イエス・キリストは“妻”であるマ
グダラのマリアを後継者にしたかった。でも、それを男
の弟子たちが許さなかった。マグダラのマリアは聖書で
は娼婦におとしめられ真実は闇にほうむられた。
。
。ひる
がえって、日本の古代の歴史を考えた。なにか、大きな
ものが隠されている気がした。この 3 年あまりその研究
に没頭した。歴史言語学というツールを見つけた。その
結果、驚くべき真実が眼前に広がった。日本のひいては
世界の古代の真実をこじあける３つの鍵をみつけた。そ
れは「動物トーテム」
「数詞暗喩」そして「エンペラーコ
ード」
。古代人たちは、未来の人たちにちゃんと鍵を残し
ておいてくれた。壮大な歴史の真実の幕があく。
。
。
。われ
われの知らないわれわれの先祖たちは、海を渡った。そ
して数万年の時を時を経てこの地に戻ってきた！あら
たな時代のリーダーとなるすばらしい国をつくるため
に。

東京都港区海岸 1-7-8 都立産業貿易センター
浜松町館 6 階 TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分
ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩 7 分
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より
浜松町駅方向へ徒歩 10 分

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。
※ 年会費はありません。
※ 「じょうはん」発送のお申込は、
E-mail： info@iki2life.com
まで、Mail でご連絡下さい。
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ
げて下さい。
※ ホームページもご確認下さい。
http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
編集後記
前回、北島氏から発表いただいた「ハラール認証
制度」から、私たちがいかにイスラム教を知らない
か痛感させられた。今回ご報告いただいた石田氏か
らは日本の歴史の重要な場面をご紹介いただきまし
たが、今度は視点を変えて、私たちの視野を広める
意味でイスラム教について学びましょう。
(古川)

日時：2014 年７月３日（木）18:30～20:30
場所：港区立商工会館
会費：3000円
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