日本のためのとりなしニュースレター

2000 年 11 月号

1

日 本 のための
とりなし
わが国のために祈りましょう

ニュースレター11 月号
2000 年 11 月 4 日発行
＊委 員： (長)皆川 尚一(神奈川県)
友納 徳治(福岡県)
手束 正昭(兵庫県)
林田 金弥(神奈川県)
行澤 一人(大阪府)
久保 有政(埼玉県)

日本のためのとりなしの会
＊事務局：〒228-0802 相模原市上鶴間 6-1-17 皆川方
TEL042-747-5703, FAX042-746-2119
URL: http://www.Christ-ch.or.jp/
電子メール：otoiawase@christ-ch.or.jp
＊振 替：00270-7-6421

景教（東方基督教）と日本 ２
久保有政
カタカナはアラム・ヘブル文字によく似てい
る
以前、ラビ・Ｍ・トケイヤーとお話ししたと
きに、彼がこう言っていました。
「日本に初めて来て、羽田空港に来たのです
が、そこに『コカ・コーラ』とカタカナで書
いた看板を見ました。そのとき『あれ、これ
はヘブル語によく似ているな』と思いました」
実際、『コカ・コーラ』というカタカナは、
ヘブル文字に、非常によく似ています。ヘブ
ル文字として読んでも、『コカ・コーラ』と読
めるのです。
また、かつて日本に来たユダヤ人で、ヨセ
フ・アイデルバーグという人がいます。彼は
京都の護王神社で見習いとなって、神道や日
本のことを学んだことのある人です。
彼もまた、日本の「カタカナ」や「ひらがな」
を習ったとき、それらがヘブル文字にたいへ
んよく似ていることに驚いた、と述べていま
す。
ヘブル文字というのは、アラム文字と同じで
す。ヘブル語とアラム語は兄弟言語で、同じ
文字を使います。

また、景教徒たちはアラム語を話す人々でし
た（景教徒たちはシリア文字を使いましたが、
これはアラム文字を基本としたものです）。
さて、ヨセフ・アイデルバーグは、日本の「か
な」と、アラム・ヘブル文字との類似性を、
対照表にして示しています。それによれば、
「 コ 」「 カ 」「 ラ 」「 ハ 」「ク」「ト」「ノ」
「フ」「レ」「ワ」「サ」「そ」「ひ」「あ」
などはとくに、アラム・ヘブル文字に形も音
もよく似ています（ヨセフ・アイデルバーグ
著『大和民族はユダヤ人だった』たま出版）。

景教徒は東方世界各地で文字を創作してい
た
「ひらがな」「カタカナ」は、奈良時代〜平
安時代頃につくられたものです。しかし誰に
よって作られたかは、よくわかっていません。
しかし不思議なことに、このように日本の「か
な」は古代ヘブル文字、あるいはアラム文字
との間に非常な類似性があるのです。
いったいどうして、両者はこのように似てい
るのでしょうか。
じつは景教徒たちは、東方世界において各地
の言語をよく研究し、それらの言語にあった
文字を作りだして、その人たちに与えていま
した。
たとえばウイグルでは、景教徒たちはアラム
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文字を変形してウイグル文字をつくり、土地
の人々に読み書きを教えました。
その文字はのちに、モンゴルでも使用されま
した。さらに史書によれば、モンゴル文字は、
満州文字として満州族の間でも用いられまし
た。
トルコ族の間でも、景教徒たちによりアラム
文字を変形してつくられた文字が用いられま
した。これらの民族においては、いずれもそ
れ以前に人々は文盲であり、読み書きができ
なかったのです。
景教徒たちはインドでも、インド文字を作り
ました（カローシュティー文字等）。今なおイ
ンドで使われているものもあります。東洋の
人々に文字を与え、読み書きを教え、学校を
つくったのは景教徒たちだったのです。
一方、今日イスラム世界で用いられているア
ラビア文字はどうでしょうか。アラビア文字
は、イスラム教の発生以前に作られました。
それはアラム文字、シリア文字にならって考
案されたのです。
イスラム教発生以前、アラビアには景教が盛
んでしたから、アラビア文字考案の背景にも
景教徒たちの功績があったと言われています。
また、世界で最も科学的な文字と言われる韓
国のハングル文字は、どうでしょうか。これ
は今から５００年ほど前の韓国の王が作った
と、一般に言われています。しかし、韓国生
まれの宣教師ジョン・Ｍ・Ｌ・ヤングによれ
ば、その原型は今から約１０００年ほど前の
景教徒によって最初に作られたといいます。
このように景教徒たちは、東方世界の各地で
文字をつくり、その土地の人々に与えていた
のです。彼らがつくったそれらの新しい文字
は、土地の人々の言語に合わせたもので、非
常にシンプルに、またすばやく書き表せる便
利な文字でした。
文字をつくるなんて、本当にすごいことです。
景教徒たちの使命の一つは、誰でもわかる平
易な文字に翻訳された聖書を広めることでし
たから、彼らは行く先々の言語を徹底的に研
究していたのです。
彼らは中央アジアの都市メルブに、各地の言
語を研究する言語研究所を持っていたくらい
です。そして彼らは、しばしばそれらの言語
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に合わせて、文字さえも創作していたのです。
したがって、日本にも景教徒が来たのであれ
ば、彼らが日本人の言語を研究し、その言語
に合わせた適切かつ簡易な文字をつくり出し、
それを日本人に普及させようとしたのだとし
ても、決して不思議ではありません。
その際、彼らは景教徒であり、アラム語を母
国語とする人々でしたから、「かな」をつくる
際に、アラム文字を若干変形させてつくった
のではないかと想像されるわけです。

いろは歌に隠された景教のメッセージ
さらに、これに関連して思い起こされるのは、
「いろは歌」です。そこにも景教徒の明確な
影響が認められるのです。
いろは歌は、音の異なる４７文字の「かな」
を一字も重複することなくすべて使用して、
しかも深い意味のある一つの歌にしているも
のです。そう簡単にはつくれない歌です。
戦前は、いろは歌は習字の手本としても用い
られ、日本人なら誰でも暗唱して言えるもの
でした。
いろは歌は一般に、平安時代に作られたと言
われています。弘法大師・空海の作、との俗
説がありますが、現在のほとんどの学者はこ
れを否定しています。
一般には作者は不明なのです。いろは歌は古
来、７文字ずつに区切って記されました。
「いろはにほへと
ちりぬるをわか
よたれそつねな
らむうゐのおく
やまけふこえて
あさきゆめみし
ゑひもせ
す」
ここで、一番下の文字を続けて読むと、
「とがなくてしす」（歌の中で清音と濁音は
一つになっている）
となることがわかります。「咎なくて死す」
と読めます。罪がなくて死んだ、の意味です。
こういうふうに、歌の中にもう一つのメッセ
ージを組み込むことを、「折り句」（おりく）
といいます。平安時代には、歌人の間でよく
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流行しました。
各行の一番下にそれを組み込むことを「沓」
（くつ）といい、頭に組み込むことを「冠」（か
むり）といいます。また両方に組み込むこと
を、「沓冠」といいました。
いろは歌に組み込まれたメッセージは、「咎
なくて死す」だけではありません。右上、左
上、左下の文字を続けて読むと、「イエス」と
なります。
さらに、各行の頭を読むと「いちよらやあえ
（ゑ）」となります。これは私には、アラム・
ヘブル語で「神ヤハウェの人」を意味する「イ
ーシ・エル・ヤハウェ」が、若干なまったも
ののように思えます。するとこれは、
「罪咎なき、神ヤハウェの人イエスは、十字
架上の死を遂げた」
というメッセージを折り込んだ歌だという
ことがわかります。私は、いろは歌は景教徒
がつくったものに違いない、と思っているの
です。
平安時代には、景教徒たちはすでに日本にた
くさん入っていました。そして彼らは日本人
となり、日本の文化・伝統の形成に深い深い
影響を与えていました。
「かな」の発明は、日本文化にとって画期的
な出来事でした。山本七平氏は「かなの発明」
について、その著『日本人とは何か』（ＰＨＰ
研究所）の中でこう述べています。
「『かな』が日本文化をつくった。……平安
前期までの日本は、ほとんど中国文化の取り
入れに明け暮れた。その中で本当に創造的な
仕事と言えるのは、かなの発明である」
そして、景教徒は「かな」を発明しただけで
なく、世界的にも優れた「いろは歌」という
ものを残しました。その「いろは歌」は、一
字も重複せずに作った歌だというだけでなく、
「折り句」として、キリスト教のメッセージ
がそこに折り込まれているのです。
このことの中に私は、景教徒たちの宣教への
強い熱意と、日本への深い祈りを感じます。
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なものです。
いろは歌はしばしば、仏教的思想――とくに
『涅槃経』の内容をうたったものと言われま
す。しかし、国文学者の宮嶋弘氏や岡田希雄
氏らは、それは涅槃経とは関係がないとして
います。
「色は匂えど散りぬるを
我が世誰ぞ常ならむ
有為（憂ゐ）の奥山今日越えて
浅き夢見じ酔ひもせず」
という「いろは歌」の内容は、むしろ次の聖
書の言葉を思い起こさせるものです。
「すべての人は草、その栄光はみな野の花の
ようだ」（イザヤ書四〇・六）
「むなしいものを見ないように私の目をそ
らせ、あなたの道に私を生かして下さい」（詩
篇一一九・三七）
こうした思想や思いを歌ったのが、いろは歌
ではないでしょうか。
「あなたの道に私を生かして下さい」
その「あなた」とは、「咎なくて死」んだ主
イエスであったのです。
景教徒たちは、じつに味わいのある歌をつく
ったものですね。
これは、景教徒たちが昔の日本に与えた巨大
な影響の、ほんの一例にすぎません。ほかに
も数多くあります。私たちが知らないだけな
のです。私たちは彼らから、どれほど多くの
恩恵を受けていることでしょうか。
かつてキリシタン迫害時代に、日本の過去の
キリスト教的影響は、すべて闇に葬られまし
た。過去のキリスト教的影響は、わからない
ように隠されてしまったり、あるいは、仏教
の影響であったかのようにすり替えられてし
まいました。
しかし注意深く見てみるなら、そこに古代の
日本にやって来た景教徒たちの深い影響を読
みとることができるのです。

日本人のためのキリスト教
いろは歌は仏教思想ではない
「いろは歌」は、その本文も、非常に聖書的

私たちは、西洋のキリスト教の中で育ってき
ましたので、西洋というフィルターを通して
キリスト教をみるクセが、しみついてしまい
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ました。
しかし、もう一つのキリスト教があったので
す。それは景教をはじめとする東方基督教で
す。とくに景教徒たちは、はやくからアジア
に来て、また日本にもやって来ていました。
彼らのキリスト教は、西洋的キリスト教とは
少し違います。じつは彼らの伝道の中に私た
ちが学ぶべきことは、非常に多くあります。
私は、日本人には、西洋的キリスト教よりも、
むしろ景教徒たちや秦氏の信奉していたキリ
スト教のほうが、より肌に合うと思っていま
す。
西洋のキリスト教は、ローマ的、ゲルマン的
なキリスト教です。しかし景教などの東方基
督教は、むしろ非常にユダヤ的なキリスト教
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でした。キリスト教というのは、本来ユダヤ
的なものなのです。
そして、それのほうが日本人には、よりしっ
くり来ます。冒頭に述べたラビ・Ｍ・トケイ
ヤーは、ユダヤ教徒であってキリスト教徒で
はありませんが、その著書の中にこんな言葉
を残しています。
「日本は本当の、正統的なキリスト教を信じ
なければならない。日本は最上の、ねじ曲げ
られない正当なキリスト教の考えを受け入れ
なければならない」（「ユダヤと日本 謎の古
代史」産能大学出版部刊）
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地域別とりなし祈祷会
1．北海道
★札幌市 ：キリスト公会 札幌グレイス教会
〒001-0032
札幌市北区北 32 条西 5-3-27
TEL 011-717-1801

皆川尚一牧師

毎月第 2 日曜日午後 2 時
2.岩手県
★水沢市 ：ザ･リバイバル･東北祈りの家 高橋範明
〒023-0813 水沢市中町 26 レストラン･プレイズ
TEL 0134-62-3561
毎月第 3 日曜日 午前 7 時 00 分
3．埼玉県
★蕨市

：蕨とりなし祈祷会 鷺谷世嗣兄
〒335-0003 蕨市南町 3-3-12
TEL0484-42-0967

毎月祝祭日午後 2 時

4．東京都
★東京都内：東京中央とりなし祈祷会 皆川尚一牧師
＊会場 早稲田奉仕園セミナーハウス(東京都新宿区西早稲田 2-3-1)
＊連絡先 〒228-0802 神奈川県相模原市上鶴間 6-1-17 皆川尚一牧師
TEL042-747-5703、FAX042-746-2119 毎月第 3 月曜日午後 6 時 30 分〜9 時
東京祈祷会 山浦もと姉
＊会場 キリスト教婦人矯風会館Ｂ−1(新宿区百人町 2-23-5)
＊連絡先 〒350-0812 埼玉県川越市下小坂 612 主の園 3-25 山浦もと姉
TEL0492-34-7049,FAX0429-31-5552 毎週第 1・第 3 月曜日午後 6 時 30 分
5．神奈川県
★横浜市：

聖書とお茶の会 吉田久子姉
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原 8-9 吉田方
TEL 045-363-5657
毎週金曜日午後 2 時

★相模原市：キリスト公会相模大野教会 皆川尚一牧師
〒228-0802 相模原市上鶴間 6-1-17
TEL 042-747-5726,747-5703 FAX 746-2119
URL http://www.Christ-ch.or.jp/
Email otoiawase@christ-ch.or.jp
毎月第 3 水曜日午後 7 時 15 分、毎月第 3 木曜日午前 10 時 15 分
6．長野県
★小県郡 ：丸子町キリスト教会 松吉理枝子牧師
〒386-0404 長野県小県郡丸子町上丸子川原 1710−1
TEL 02684-2-5264
毎週水曜日午後 7 時 30 分
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7．静岡県
★静岡市 ：リビングウエイ・チャーチ リッキー・ゴードン師
〒420-0841 静岡市上足洗 4 丁目 6-16-7
TEL 054-248-4058
毎月第 1 日曜日午後 2 時
8．京都府
★京都市 ：キョート・プレイヤーグループ
シスター・イヴァ・フランシス・チェレギーノ
〒604-8006 京都市中京区河原町三条上ル カトリック会館 5Ｆ
TEL 075-241-3867
毎週火曜日午後 7 時 英語の祈祷会
9．大阪府
★寝屋川市：日之出キリスト教会 滝本千歳牧師
〒572-0835 寝屋川市中木田町 26-９
TEL&FAX 0720-22-9232
毎月第 3 木曜日午後 2 時
10．兵庫県
★高砂市 ：日本キリスト教団 高砂教会 手束正昭牧師
〒676-0015 高砂市荒井町紙町 1-34
TEL 0794-42-4854 FAX 42-4878 毎月第 4 水曜日午後 9 時 30 分〜12 時
11．福岡県
★福岡市内：福岡新生キリスト教会 竹田 浩牧師
〒811-1344 福岡市南区三宅 3-33-1
TEL 092-561-4232
毎朝午前 5 時 00 分
伊都キリスト教会 友納徳治牧師
〒819-0167 福岡市西区今宿井尻 12-4-1
TEL 092-807-9080､FAX 807-2298 毎月第 3 水曜日 7 時 30 分
12．大分県
★別府市：フルゴスペル イエスキリスト教会 永野誠治牧師
〒874-0933 別府市野口元町 10-1
TEL & FAX 0977-26-3692
e-mail:fg-jesus@poppy.ocn.ne.jp
毎週金曜日午後 7 時 30 分
13．沖縄県
★那覇市

： ホサナキリスト伝道所 喜瀬慎秀牧師
〒900-0031 那覇市若狭 2 丁目 9-5 毎週土曜日午後 6 時
TEL 098 ｰ 868 ｰ 5641
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札幌グレイス教会

丸子町キリスト教会
ザ･リバイバル･東北祈りの家

キョート・プレイヤーグループ
高砂教会

蕨とりなし祈祷会
東京中央とりなし祈祷会

福岡新生キリスト教会

東京祈祷会

伊都キリスト教会

聖書とお茶の会

相模大野教会
長崎国際キリスト教会

リビングウエイ・チャーチ

日之出キリスト教会
フルゴスペル

イエス・キリスト教会

ホサナキリスト伝道所
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2000 年 11 月号祈りの焦点
(1)継続的課題
1)日本の政治を支配しようとする創価学会（池田大作）の野望が打ち砕かれるように。また、池田大作が主
の御前に悔い改めて救われるように。官僚機構の中に巣喰う創価学会信者たちがキリストを信じて救われる
ように祈りましょう。
〔解説〕

＊ お笑い「創価学会」−信じる者は救われない− 佐高信、テリー伊藤共著は、一読の価値がある本だと
思われます。笑わせながら創価学会の本質を巧みに突いています。
2)天皇陛下が主イエス・キリストに在って救われ、大いに祝福され、その祝福が遍く日本国民の上に及びま
すように。また、天皇陛下が世界の諸国民の中にあって、祝福の基として用いられますように。そして、国
民が天皇陛下を先達として理解し、尊敬して、国際平和のためにつくすように祈りましょう。
〔解説〕
＊テレビ、ラジオ、新聞などのマスコミが天皇・皇后両陛下をはじめ皇族方に対する敬語をふわさしく用い
るように模範となってほしいと思います。日本国の象徴をはずかしめることはとりもなおさず自分自身を
はずかしめることです。
3)互いに批判し合い、反目し合ってきたキリスト教会とユダヤ人、カトリック、プロテスタント、そしてペ
ンテコステ、および各教派･各教会の間に、悔い改めと和解が起るように。
4)マルコーシュ･ミッションの働きが進展するように。また、リバイバル新聞社発行のリバイバル新聞の購読
部数が 2600 部から更に 5000 部へと増えるように。
5)ＴＶ・ラジオ・新聞・雑誌関係者たちがおごりと偏った報道や人権無視の取材を止め、神を畏れたフェア
ーな在り方をするように。これらに気付いた人が抗議や訂正の声をあげ、日本の見張り人の役を果たすよう
に。
〔解説〕
＊雪印乳業の黄色ぶどう状球菌混入事件におけるマスコミの報道姿勢は極めて過激で、初め大阪工場のバル
ブの汚染とされ、結局は北海道大樹工場が汚染源であったことが分かりましたが、更に雪印が外国資本に乗
っ取られたことで元凶が判明しました。
6)日本に亡国の危機をもたらす少子化傾向がくいとめられ、神の御心にかなった増子化対策が社会全体の祝
福によって実施されるように祈りましょう。
「神は彼らを祝福して言われた、《生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ》」(創世記 1:28)。
7)文部省が平成 14 年（AD2002 年）に実施を目指す教育改革案には青少年の著しい学力低下その他の危険が
内蔵されているように思われるので、国民全体の批判を受けて、内容が改善されて行くように祈りましょう。
〔解説〕
＊全国から様々の批判をうけて、文部省は改革された教育制度が適切であるかどうかを検討するため、3 年ご
とに検査を実施することにした由です。
(2)時宜的(タイムリーな)課題
1)森内閣が神を畏れ、日本の進路を誤ることなく、日本国の独立性を確保すると同時に、国際平和に貢献で
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きるような政治を行うように祈りましょう。
2) 日本に大いなる悔い改めのリバイバルが起こるように祈りましょう。
〔解説〕

＊「主ヤーウェかく言い給う。わが民よ我なんじらの墓を開き、なんじらをその墓よりいできたらしめてイ
スラエルの地に至らしむべし。わが民よ〜その時なんじらは我のヤーウェなるを知らん。我わが霊を汝ら
の中におきてなんじらを生かしめなんじらをその地に安んぜしめん」（エゼキエル 37:12〜14）。
3) 日本キリスト教団の中に結成された「聖霊刷新協議会」（代表 手束正昭牧師）が、教団内にカリスマ運
動に対する健全な理解を深め、聖霊の御業の大いなる進展に用いられますように。
〔解説〕

＊来年の 7 月高砂教会で行われる聖霊刷新協議会の全国大会に台湾の聖霊刷新協議会代表として高俊明牧師
が来日されるとのことです。
4) 日本のとりなしのために強い使命感を与えられている人が、あと 1 名委員の中に加えられるように。
5)家庭内暴力と殺人が増えているようです。父親や母親が子供を殺す事件が続発しています。日本の家庭の
中にイエス・キリストの救いが迎え入れられるように。
6)臓器移植法が廃止されるように。
〔解説〕

＊子供の臓器移植ができるように法律を変えようという動きが臓器移植に携わる医師や子供の患者を持つ親
たちから出てきています。このような運動が失敗におわるように。
7)高齢者の自助努力を励ます福祉政策が政府によって打ち出されるように。また、高齢者の活動が教会から
起こされるように。
8)度重なる凶悪犯罪の背後に働くサタンの勢力が打ち砕かれるように。また、家庭用ゲーム機（ファミコン）
がクリスチェンホームから一掃されるように。
〔解説〕
＊前号の解説文の通り、日本のメーカーがその危険性を知らずに製造販売している家庭用ゲーム機（ファミ
コン）が NASA などの人工衛星から送られてくる電波に反応して 666 の数字に自動的に変えるようになっ
ており、この魔の波動が子供たちの心に「殺せ、殺せ、殺せ」という悪魔の声を送り込むということです。
（月刊「ムー」9 月号「17 歳の凶悪犯罪の深層

悪魔が

殺せ

とささやいた」P182〜183 参照）

9)日本の自衛隊が腐敗から清められるように。
〔解説〕

＊自衛隊の三等陸佐がロシアの日本駐在武官に軍の機密を売ったという驚くべき事件が発生しました。これ
は一軍人の腐敗にとどまらず、全自衛隊を根本から再編成し、日本防衛構想を再構築しなければならない
ような大事件です。
10)日本経済が早く不景気から脱出して健全で堅実なものに生まれ変わって行くように。
11)インドネシアにおけるイスラム教のキリスト教に対するジハード（聖戦）が速やかに撤回され、キリスト
教徒に対する軍事的な攻撃が中止されるように。
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《会計報告》(2000 年 7 月 1 日〜8 月 31 日)
収
献

入
金

金

額
116,570

116,570
83,963
0
15,700
0
35,474
251,707

小
計
前月繰越
国内活動基金 収入
前月繰越金
国際会議参加基金 収入
前月繰越金
合
計

【献金者芳名】（順不同）
日之出キリスト教会（大阪）
相模大野教会（神奈川）
高砂教会（兵庫）
銭函教会（北海道）
佐藤節代（神奈川）
三村二三雄（北海道）

2回
2回
1回
1回
2回
2回

支
出
交 通 費
印 刷 費
資 料 費
郵 送 費
事 務 費
振替手数料
電 話 料
小
計
翌月繰越
国内活動基金 支出
翌月繰越金
国際会議参加基金 支出
翌月繰越金
合
計

苫米地生栄子（青森）
山浦もと（埼玉）
安部也笑子（東京）
Erik Haugrud（長野）
高田利彦（神奈川）
匿名

(単位＝円)
金
額
29,120
16,534
15,085
48,830
3,550
820
13,855
127,794
72,739
0
15,700
0
35,474
251,707

1回
1回
1回
1回
1回
1回

《読者の皆様へのお願い》
ニュースレター読者の皆様
「日本のためのとりなしの会」の働きは皆様からの自由献金により支えられてきました。現
在約 1000 名の読者の内、年間１回以上献金して下さる方は約 20 名です（内訳：教会４、個人
１６）。これにより最低限の運営費を確保されていることを感謝いたします。
しかしながら、とりなし委員の先生方は、これまで委員会への出席旅費全額自弁という自己
犠牲を献げて仕えて来られました。（遠距離の方は４名で旅費 25,000 円〜30,000 円）。
そこで、来年からは旅費全額委員会負担に切り替えることを目指し、第一段階として往復 2
万円を超える金額を委員会で負担することにしました。
「日本のためのとりなし」の働きは近年ますます必要の度合いを増しておりますので、読者
の皆様からの定期的な強いご支持を賜りたくお願い致します。
委員長 皆川尚一
【編集後記】
＊ニュースレター11 月号をお送りします。前号
に引き続き「景教（東方基督教）と日本」第 2
回のレポートを久保有政師にお願いしました。

《次回日本のとりなし委員会予告》
日時：2000 年 11 月 6 日（月）12 時
場所：キリスト公会

(ヨハネ 皆川尚一記)

相模大野教会
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