
表彰の理由

WhyWorldMuslimCongressWasSelected

astheFifthRecipientofthe

NiwanoPeacePrize

庭野平和財団(庭野田敬総裁、長沼基之理事長)は、第

5 回庭野平和賞を「世界イスラム協議会 J (モタマル アル

ーアラム アルーイスラミ)に贈ることを決定致しました。

「世界イスラム協議会 J (略称モタマル)は 1926 年設立以

来、イスラムの世界的連帯と統合を強め、他の宗教との相

互理解や友情の促進をめざし、正義を伴う平和的共存を保

証する世界共同体建設のために尽力してきました。

モタマノレの平和実現のために取り組んできた努力は多方

面にわたっていますが、その中でも『イスラムの統一と結

束の強化~ wイスラム概念の普及~ r諸宗教との対話』の領

域で顕著なものがあります。

『イスラムの統一と結束の強化』は、モタマルの目的とし

ているところであり、世界中のムスリム聞の疑惑、誤解を

解き、善意と理解のかけ橋によって、イスラムの共同体を

築くことに力を注いできました。

具体的実践としては、イスラム首脳会議の開催、イスラ

ム諸国会議機構(Ol C) の設立、さらにイスラム開発銀行

(IDB) などイスラム諸機関の設立を提案し、その実現に大

きく貢献しました。そしてイスラム世界を代表する非政府

機関 (NGO) としてモタマルはイスラム首脳会議、および

イスラム外相会議に派遣団を送り、イスラム社会の諸問題

に関する具体的な提案をしてきました。また国際紛争、地

域紛争の調停・仲裁機関として、パレスチナ問題や、イラ

ン・イラク戦争はじめ、平和実現にむけて数々の問題に取

り庁且んできました。

この他ムスリム・マイノリティーの正義の要求実現のた

めの活動を行うなど、イスラムの国際的 NGO としてイス

ラム世界の連帯強化の役割を果たしてきました。

『イスラム概念の普及』について、モタマルは、イスラム

が平和の宗教であるという正しい認識をイスラム社会ばか
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世界イスラム協議会第2回国際会議(lS31年)

TheNiwanoPeaceFoundation(President, Nikkyo
Niwano;Chairman, MotoyukiNaganuma)hasdecided

toawardthefifthNiwanoPeacePrizet0theWorld

MuslimCongress(MotamarAl-AlamAl-Islami)

Sinceitsestablishmentin1926, theWorldMuslim

Congress(Motamar)hasstrengthenedtheworld-wide

solidarityandintegrationofIslamand, withtheaimof

promotingmutualunderstandingandfriendshipwith

otherreligions, hasworkedtobuildaworldcommunity

thatwillassurepeacefulcoexistanceaccompaniedby

justice

Motamar'sactivitiestowardrealizingpeaceextend

tomanyareas, andithasmadeparticularilyoutstanding

contributionstotheunityandsolidarityofIslam , the
disseminationofIslamicconcepts, anddialoguewith

otherreligions

Theunityandsolidari か 0/ IslamisMotamar's

primarygoal, andtheorganizationhasextendedevery

efforttocreateanIslamiccommunitybyremovingthe

distrustandmisunderstandingthatexistsbetweendifｭ

ferentMuslimgroupsthroughouttheworldandprovidｭ

ingabridgeofgoodwillandunderstandingamong

them.
InitiativesofMotamarhaveencouragedholdingthe

IslamicSummit, andfoundingtheOrganizationofIsｭ

lamicCountries(OlC).Italsoproposedtheestablishｭ

mentofvariousIslamicorganizations, suchastheIslam
DevelopmentBank(IDB) , andcontributedsignificantly

totheirrealization.Asanon-governmentalorganization

(NGO)representingtheIslamicworld, Motamarhas
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りでなく世界に提供し、より良き相互理解と平和をもたら

す宗教や倫理の役割を訴え続けています。

この上記目的の達成のため、モタマ lレは、国連総会など

国連機関、および、各国政府へイスラムおよびコーランに関

する正しい認識の普及に努めています。またイスラムおよ

びムスリム問題に関する教育、啓発のための情報誌を出版

する他、国際会議、セミナー、シンポジウムの開催により、

今日人類が直面している危機的な不安の根本要因を明らか

にし、イスラムを基調としながらも、人種・国籍・信条を

越えた世界的規模の平和に取り組んでいます。

国際平和セミナー(]日例年)

イスラム・カトリック・ギリシャ正教プロテスタント指導者会議(アンマン、 1967年)
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sentdelegationstotheIslamicSummitandtheIslamic

ForeignMinisters'Conference, whereithasmadespeｭ

cificproposalsregardingthevariousproblemsofIsｭ

lamicsociety.Furthermore, asamediatoryandarbitratｭ

ingorganizationininternationalandregionaldisputes,
ithasworkedtowardachievingpeaceinagreatnumber

ofsituations, foremostamongthembeingthePalesｭ

tinianproblemandtheIran-IraqWar

AsaninternationalIslamicNGO , ithasalsoserved

tostrengthensolidarityintheMuslimworldbyworking

fortherecognitionofthejustdemandsofMuslim

minoritiesandconductingotheractivities

Through the dissemination of Islamic concepts ,
Motamarhasoffered, notonlytotheIslamiccommuｭ

nitybuttotheworldasawhole, acorrectunderstanding

ofIslamasareligionofpeace, andhascontinuedto

makeappealsfortheroleofreligionandethicsthat

promotebettermutualunderstandingandpeace

Tothisend ,Motamardisseminatescorrectinformaｭ

tionaboutIslamandtheQurantotheUnitedNations

GeneralAssemblyandotherUnitedNationsorganizaｭ

tionsandtothegovernmentsofnationsthroughoutthe

world.Motamaralsopublishesabulletintoprovide

educationandinsightonIslamandMuslimproblems.By

sponsoring international conferences, seminars, and

symposiums, Motamaralsostrivestoclarifythebasic

causesofthecriticalunrestfacinghumankindtoday

and , whilehavingIslamasitskeynote, itisworkingfor

peaceonaglobalscale ,transcendingrace,nationalityor

creed

Inparticular, Motamarisdrawingattentionforits

activitiestoencouragethereductionofnucleararms

TheseincludehavingbeenthesoleIslamicorganization

toaddresstheGeneralAssemblyofthe2ndUnited

NationsSpecialSessiononDisarmamentand , in1984,
holdingthefirstIslamicseminaronnucleararmsreducｭ

tion, whichdealtwiththetheme“ The NuclearArms

RaceandArmsReduction-theIslamicPerspective".

Motamarhascontinuedtopromotedialoguewith
otherreligionsforthesakeofmutualunderstanding

amongreligionsinordertoachievepeaceonearthand

hasalsocontinuedtoappealforequaltreatmentforall

people.
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特に第 2 回国連軍縮特別総会には唯一のイスラム機関と

して総会演説をし、 1984年には核軍縮に関する第 l 回のイ

スラムセミナー「核軍拡競争と軍縮ーイスラムの視点で‘」

を開催するなど、核軍縮のために行動していることは衆目

の注視するところであります。

『諸宗教の対話』に関してモタマルは、地上に平和をもた

らすために諸宗教間の相互理解を推進するとともに、すべ

ての人々を平等に取り扱うように訴え続けています。

モタマルは、今日人類にふりかかっている世界的規模の

問題は一つの宗教ばかりでなく、すべての宗教や伝統を有

する人々に関わっていると固く信ずるとともに、宗教者は

地上に平和をもたらすために、お互いに協力する責任があ

るとの認識にたち他宗教との友好的な対話を継続し、すべ

ての信仰、信条、宗教問の調和のとれた関係を創出しよう

と尽力しています。

これまでも、 1967年にイスラム・カトリック・ギリシャ

正教・プロテスタント指導者会議(アンマン)の開催、 1982

には「共に生き、共に働く」と題したイスラムとキリスト

教の宗教間対話を開催しました。これは双方の相互理解と

協力と平和のために開催され、それぞれの宗教代表30人が

集まりました。キリスト教側では世界教会協議会が宗教指

導者、牧師、学者を招き、イスラム側はモタマルが中心と

なって宗教指導者と学者を招聴しました。

また、諸宗教間の対話と理解を促進し、紛争解決、平和

促進のために宗教的背景を異にする個人や団体が構成して

いる世界宗教者平和会議 (WCRP) にも積極的に関与し、

国際・地域レベルでモタマルから正式役員を送りこむなど、

国際的な宗教協力活動に努力を傾注しています。

モタマルのこれまでの歩みは、世界最古の国際イスラム

組識としてイスラム社会における協力の創出と世界共同体

建設の主要な推進役を果たしてきました。

こうした永年にわたるモタマルの業績に対し深く敬意を

表するとともに、今後更なる宗教間の対話および協力を推

進され、多くの世界平和をめざす人物が輩出されんことを

衷心より祈念して、ここに第5回庭野平和賞を贈呈します。
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Motamarfirmlybelievesthattheglobalproblems

confrontingmankindtodayaretheconcernnotonlyof

onepaticularreligionbutofpeopleofallreligionsand

traditions.Beingawarethatpeopleofreligionhave

mutualresponsibilitytocooperateinordertobring

aboutpeaceonearth, thisorganizationsismaking

effortstocreateharmoniousrelationshipsamongall

beliefs, creedsandreligionsthroughcontinuingfriendly

dialoguewithotherreligions

UpuntilnowithassponsoredtheJointMeetingof

Religious Leaders of Muslims, Catholics, Orthodox

ChristiansandProtestantsatAmman in 1967 and

Islamic-Christian interreligious talks, entitled “ Live
Together, WorkTogether'¥in1982.Thelatter, which
aimedtopromotemutualunderstandingandcooperaｭ

tionbetweenbothsides, aswellaspeace, wasattended

bythirtyrepresentativesfromeach.TheWorldCouncil

ofChurchesinvitedreligious leaders, ministersand

scholarstoparticipateontheChristianside.Motamar

ledtheIslamicrepresentatives, invitingreligiousleaders

andscholarstoparticipate

MotamaractivelycontributestotheWorldConfer

enceonReligionandPeace(WCRP) , whichiscomposed

ofindividualsandorganizationsofdifferentreligious

backgroundsworkingforthepromotionofdialogueand

understandingbetweenreligionsandforthesettlement

ofdisputesandpromotionofpeace.Motamar'sdevotion

tointernationalcooperativereligiousactivitiesisexemｭ

plifiedbyitshavingofficialrepresentativesfulfilling

executive functions, intheWCRP, internationallyas

wellasregionally

Upuntilnow, Motamar, astheworld'soldestinterｭ

nationalIslamicorganization, hasfulfilledanimportant

roleincreatingcooperationwithinIslamicsocietyand

inconstructingaworldcommunity

TheNiwanoPeaceFoundationpresentsMotamar

withthefifthNiwanoPeacePrizebothinhonorofthe

achievementsithasmadeoveraperiodofmanyyears

andintheheartfelthopethatinthefutureitwillfurther

promotedialogueandcooperationamongreligionsand

thatitsworkwillinspiremanymorepeopletodevote

themselvestothecauseofworldpeace
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