パワーの夜の美徳と崇拝
（Laylatul-Qadr)

ラマダンの戴冠栄光
千ヶ月よりも優れています
あなたは力の夜（Laylatul Qadr）、
そし
て奇数夜をどのように過ごすべきですか

オプションの自発的な祈りと力の夜のため
の行為（Laylatul-Qadr)

パワーの夜（Laylatul-Qadr）は、私たちのす
べての内にあります

の監督の下で (アフマド-ダッバー)
Japanese

ラマダンの戴冠栄光

Laylatul Qadrはラマダンの聖なる月の最高の栄光です。それは、人類の導きのために
、彼の最後の預言者ムハンマド
（）صىل الله عليه وسلمに関するアッラーの最後の書であるクル
アーンを下すことに関連しています。
クルアーン・マジードでは、夜のことが書かれてい
ます:

"われはこの（メッセージ）を，力のある夜に確かに啓示した。
力の夜とは何であるかを
，あなたに説明できるだろうか。
力の夜は，千ヶ月よりも優れている。
そこには、
アッラー
の御許しにより、天使たちと精霊（ジブリール）が、
あらゆる用事で降りてくる。
平安あれ
。
これは朝が来るまで続くのだ。
"
パワーのある夜は、精神的な至福の夜です。
預言者はラマダンについてこう言っています:
"本当に今月は，あなたがたの許に来た。
その中には千ヶ月以上の夜がある。誰でもそ
れを奪われた者は，すべての善いことを奪われ，不運な人の外には，その善いことを奪
われることはありません"(Ibn Majah)
"信仰と報酬を期待して、力の夜に立ち上がる者は、過去の罪がすべて赦される
"(Targhib)

千ヶ月よりも優れています

千月は83年と4ヶ月に相当する。幸運なのは、
この夜を祈りに費やした人です。
この夜
に一晩中祈り続けた男性や女性は、あたかも83年4ヶ月間連続して祈り続けたかのよ
うに、
その期間の祝福と報酬を得ることができます。
力の夜は千月よりも優れているの
で、
どれほど優れているかを実際に測ることは誰にもできません。

独占権

聖預言者ムハンマド
（）صىل الله عليه وسلمは、次のように述べている:
"力の夜（Laylatul Qadr）は、
アッラーが私の民（Ummah）に与えたものである。
これ
以前にはどのような人々にも与えられていなかった。
" (Dur Mansoor)

それはどの夜ですか？

正確な夜については様々な伝承がありますが、祝福された夜はラマダンの最後の10日間のう
ちの1日、
さらには21日、23日、25日、27日、29日などの奇数日のうちの1日であることはほぼ
一致しています。
しかし、人気のある意見は、
ラマダンの27日の夜を支持していますが、
それは絶対に確かではあ
りません。伝統は、
それが最後の十夜のうちの一つで、好ましくは最後の五奇数の夜に求められ
ることを示しています。したがって、
ラムダンの最後の十日間に神のサービスを提供する全体の
時間のためにモスクで
（i'tikaaf）を作るために聖なる預言者（）صىل الله عليه وسلمと彼の仲間の練習
でした。ハズラト-アイシャ
（r.a）は、
アッラーの使徒が言ったことを報告しました："ラマダンの最
後の十夜から奇数に祝福された夜を検索してください”(Bukhari)
ラマダンはすべての月の要約です。それは人々のすべての生活の要約です。それはあなたにア
ッラーの喜びにつながるものと信心深さ
（Taqwa）を達成するために人生の目的を教えていま
す。
アッラーは私たちに生きるための命を与え、私たちに体、心、魂の罪から断食を指示しました。
私たちの人生が終わりに排水される最後に、死はその報酬であり、死でさえ信者への贈り物で
ある。 死の味は苦いですが、天使たちの挨拶を経験し、
アッラーとその使徒に会うことによって
その甘さが心に届くとき、喜びは真の信者の心を満たします。
来世ではすべての祝福に終わりがないので、
その饗宴は始まり、決して終わりません。同じよう
にアッラーの命令に背き，自分の欲望を果たし，
ドゥニーヤの罪と欲望を犯して断食を破る者
は，正しい者にとっては苦いドゥニーヤを味わうであろうが，悪い人びとはそれが最も甘い味で
あると信じている。 かれらはどんなに欺かれているのか，来世にわたって永遠のドゥニーヤー
を味わうことを選んだのである。 これらの人びとは，来世において，アッラーの命令に違反し，
無頓着に身を浸したために，拷問を味わうであろう。

ラマダーンで断食を逃した人たちは、
それを解決して補う必要があるので、断食に失敗する危
険性を自分自身と他の人たちに思い出させるべきです。 ラマダンの間に罪を犯して霊的な断
食を破る人たちについて何を言うべきですか？ かれらは火獄の中で日々を過ごさなければな
らない。
"
このことから、私たちは断食の真の本質を学び、食べ物や飲み物だけでなく、体、心、心、魂の悪
を控えることを学びます。
これは、
アッラーの存在に私たちを接続し、
この世界の一時的な欲望
の上に来世を選択するために私たちをコンディショニング、真の精神的な高速です。
あなたがこの世界と次の世界のベストを獲得したい場合は、あなたの地元のイマームに連絡す
るか、www.zawiyah.org 私たちのウェブサイトを訪問することによって、体、心と心の罪から自
分自身を浄化する方法を学ぶことができます。
あるいは、(Tareeqah Muhammdiyah's)フェイ
スブックページの先生を訪問することもできます。

www.facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

あなたは力の夜（Laylatul Qadr）、
そして奇数夜をどのように過ごす
べきですか

過去数年間と以前の人々には、
ラマダンの秘密と祝福された力の夜が隠されていました。し
かし、
イスラム教徒はラマダンの月に恵まれました。 以前の国（人々）の多くは何百年も住ん
でいました[彼らはイスラム教徒（ウンマ）の間であることを望んでいましたが] 。
アッラーは、一年を通してムスリムに祝福を与えている。
しかし、
ラマダンはたった一つの月
ですが、
その価値は1000ヶ月よりも優れています。
それは、83年（83年と3ヶ月）以上生きるこ
とに等しい。
人々は善行をするために長い人生を求めます。ラマダンは一ヶ月ですが、
その報酬は1000ヶ
月よりも優れています。 それはすべての月の王であり、
その昼と夜は他のすべての月よりも
祝福されています。
以前の人々
（国）の多くは何百年も生きてきた、
アッラーはまた、私たちに短い人生を与えて
いるが、
その祝福は長い人生を生きてきた人々を上回ります。
だから今月は、
あなたが人生の83年以上のために生きているかのようです。だから、なぜ人
々はそのような祝福を無駄にするのですか、一つの善行は行為の70倍の価値に等しいです。
力の夜について何を言うべきか、
それはそれを見つける幸運な人のために、
ラマダンのすべ
ての夜に等しいです。
私たちの生活は、以前の国に比べて数が少ないかもしれませんが、夜と昼の祝福は、
イバダ
ー（礼拝）と報酬での私たちの生活を上回ります。

ラムダンにおける力の夜（Lailatul Qadr）は、誰の精神性
にも存在します

力の夜(Lailatul Qadr)は、人が自分の力を見つけようとする時です。
それはラマダンだけではな
く、皆さんの中にもあります。
力の夜(Lailatul Qadr)とは、
あなたが自分の人生を預言者のスンナ
の人生に変える力を見つける時です。
ラマダン中だけでなく、
ラマダン後もその効果があなたの中にとどまるように、
この変化の力のた
めに祈らなければなりません。
それは、皆さんの心を豊かにするためです。

この夜のための予言的な祈り

ハズラト-アイシャ (r.a) は別のことわざをナレーションしています:
"私は尋ねた：
アッラーの使徒よ！ もし私が力の夜を見つけるなら、私はそこで何を暗
唱すべきですか？"聖なる預言者ムハンマドは彼女に暗唱するよう助言した

アッラーよ。
あなたは寛容であり、
あなたは許しを愛しておられます。
(Bukhari)

このラマダーンを異なるものにして、"InshaAllah、私は私の罪深いライフスタイルか
ら変更するつもりです。Inshallah私は発見し、私の信仰についての詳細を学びます,
アル-イスラム教,私は研究し、
の本質的な知識を実践します(Fiqh)そして最も重要な
のは、私は私の主の喜びを達成しようとしながら死ぬことができるように、私の体を浄
化します,心,心と魂,アッラー".

オプションの自発的な祈りと力の夜のための行為
（Laylatul-Qadr)

夜を通して様々な形態の礼拝を行うことができます。以下は行為のいくつかの
例です:
1)真の悔い改めによって悔い改めの祈り
（Salahtul Tawbah）の二つ（Rakaats
）は、物乞い、後悔し、本当に暗闇から光へ、悪から正義への道を変えるために
提出します。本当にアッラーの命令に従うことのすべての欠点と彼の最後の預
言者（）صىل الله عليه وسلمのライフスタイルに従うことの欠点のためにあなたの過去
から懇願。また、
アッラーの親密さに到達するために確かにあなたを支えてい
るもののガイド
（Murshid）に従うことの欠点に寛容を求めます。
2)アッラーが授けた祝福、
ラマダンの祝福、
パワーの夜、
アッラーの方法と見ら
れ、目に見えないすべての祝福を思い出させたガイド
（Murshid）のための心の
感謝と感謝（Salatul Shukr）の祈りの二つ（Rakaats）。アッラーがわたしたち
に与えられたすべてのことに対して，アッラーに感謝することは決してできませ
ん。
3)良い
（Salatul Istikhara）を求める祈りの二つのRakaatsは、
あなたがアッラ
ーの王国への預言者の（）صىل الله عليه وسلم足跡の秘密の力を見つけることができる
ように、
この人生を通してアッラーの喜びにあなたを導くためにアッラーを頼み
ます。自分の闇が道を隠すように、常に彼らの指導を必要としているように。常
にアッラーの喜びにDuniyahの道をクリアするためにアッラーに嘆願します。
4)必要の祈り
（Salatul Hajjah）の2（Rakaats）を祈り、彼の近さ、彼の喜び、
そ
してアッラーがあなたの心の中にあることを望むためにアッラーを請う。あな
たが過去に頼ってきた他のすべての偽の神々、人、社会、政府、
そして自分自身
への依存を残すべきです。今、本当にアッラーに頼って、霊の世界にあったよう
に彼の近さに戻るように頼む。

一つは、次の概念でそれぞれ（Rakaat）を祈る必要があります:
ワン
（1）× Surah Fatiha

自分が現世を離れ、
アッラーの王国に向かって歩いている姿を想像するべきである。
自分の体にアッラーの言葉が刻まれていることを想像してください。
自分の体が、刻ま
れた自分のお願いの文字になっていることを想像してください（体だけではなく、心に
こそ、
そのお願いに対する感情が表れているものです）。
自分の体が、
アッラーの命令に従う上での全ての欠点や不足に対する自分の気持ちを
書く紙になっていることを想像してみて下さい。
あなたの願いが、
アッラーの祝福された
名前による赦しの祝福された言葉で答えられるように、祝福された言葉（Tasbi Amaals
）があなたの体をゆっくりと照らし始めることを想像して下さい。
闇が外に排出され、光が中に入ってくるのを想像してみて下さい。
自分がアッラーの近
くに向かって歩いたり、走ったり、飛んだりしているところを想像してみて下さい。
アッラ
ーを求める者は、
アッラーの近さと慈悲を受ける。
10分間、
アッラーの祝福された名前（）اللهで瞑想を行うことである。
アッラーの祝福され
た名前が自分の全身に刻まれ、
それが自分の心の中で照らされることを想像しなさい
。心の中でアッラーを呼び、あなたが常にアッラーの記憶の中にいるようにする。
この
祝福された名前があなたの全身を支配し
（目に見えるもの、耳に聞こえるもの、
すべて
の器官、
あなたが人生で生きているもの）、
あなたの全身の心と体が死ぬまで常にアッ
ラーの記憶の中で生きているようにします。
あまりにも長い間、あなたの心はアッラー
の真の記憶から遠ざかっていたので、今、あなたの心をアッラーに近づけて、記憶の光
を中に挿入できるようにしましょう。
人は、夜の間に次のような（Dhikr）
ことをしなければなりません:
1.‘アッラー、
アッラー」20 الله, الله分間 探求者は、体、心、精神のすべてを使ってアッラー
を呼び、
すべてがアッラーの名のもとになることを可能にしなければならない。
あなたがアッラーの前にいることを想像してみてください。
あなたは、どのようにして
アッラーに許しを請いますか？自分の欠点を話すのか？自分の欠点、本当の自分、自分
のしてきたことを話すのか？言葉で伝えるのか、涙で伝えるのか、それとも両方で伝え
るのか、あなたはどこから始めますか？
アッラーはすべてを知っているが、あなたは自
分が何をしてきたかを知っているだろうか】。
]
あなたはどんな言葉で内側からアッラーを呼びますか？
[あなたは空の言葉でアッラーを呼び出すのだろうか、
あなたの心でそれらを呼び出す
のだろうか。ま他人のせやすいお断と責任に自分の世帯全体の欠点?]
アッラーに完全に服従しなさい。
悔い改めて、主の命令に従わないことを恥じて。
自分
がアッラーの喜びに向かって歩いているところから、這っているところまで想像してみ
なさい。
思い出の言葉に支配あなたの記憶/心/魂を入力するアッラーの名前からの光
を想像してみてください。あなたは許されるために何をしますか、
どこまで彼を喜ばせ
るために行きますか？
アッラーは、
あなた方から一つのことを求めている。
それは、
あな
た方の心である。
だから、
あなた方の心を与えれば、両方の世界ですべてを手に入れ
ることができるだろう。

2.‘Allahumma innaka aﬀuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni’‒ 20分のために
人は、心と魂の言葉でアッラーを呼ぶべきである。
それは、
アッラーの喜びの中で、
この
お願いを送ることが重要である。
祝福されたアッラーの御前で平伏して、自分の行動や行為の欠点を全て懇願していると
ころを想像してみて下さい。
体の涙と心の叫びでアッラーに懇願し、
アッラーの御前に戻
る領域（アッラーの御前以外に戻る場所はない）で、魂の叫びで懇願する。
アッラーは、
私たちを忘れず、
見捨てず、
常に私たちを愛し、
許したいと願っておられます。
しかし、目を背けて振り返らないのは私たちである。
今こそ、振り返って自分の欠点を直視し、後悔し、恥じ、受け入れ、努力し、
アッラーの喜
びの手段に変わる力を持って、
アッラーの元に戻るべきである。
本当に戻って懇願する人は、彼の行動を罪のない人に変える機会によって赦されるでし
ょう。
また、
この特別な夜には、預言者（）صىل الله عليه وسلمの仲間たちに祝福（Salaam/Durood）を
送るべきです。
心からの静かなコミュニケーション
（Munajaat）によって10分間自分自身を反映する必
要があります
アッラーの御前で自分の欠点を提示し、主との関係を解決するための解決策と治療法
を懇願すべきである。
それは、全てのものに完全に服従し、優先させることである。
自分
の問題について、自分の心の中にある特定の罪の欲望について、
また、自分がアッラー
に近づく為に直面している苦悩について、
アッラーと話しなさい。
そうすれば、
アッラー
は必ず解決策と治療法を示して下さるからである。
熟考する者は、
（Tareeqah Muhammadiyah）の道とスンナの中に治療法を見出すであろう。

パワーの夜（Laylatul-Qadr）は、私たちのすべ
ての内にあります
力の夜は、祝福があなたの心に入ることを許し、変化の力があなたの中に入り、
アッラーとそ
の使徒である預言者ムハンマド
（）صىل الله عليه وسلمに真に従うことを覚え あなたの心が種から花
、岩から山、苦いから甘いまで、
あなたの全体の魂が最後の預言者と使徒の実施形態になる
まで、
すべての心がアッラーの言葉に
力の夜（Laylatul-Qadr）を探しても見つけられない人がいる。
しかし、
それは自分の心と人
生に力の祝福された夜を入れることができない人たちです。
彼らは間違った場所を見ているのです。
力の夜（Lailatul Qadr）はすべての心の中にありま
すが、彼らはそれを見ることができません。
この祝福をあなたの人生にもたらすのは、心の中
のチャンジです。
すべてのポテンシャルを持できるように、
アッラーの御加の喜びとしてきったーアッラー。だ
から正しい心に変わる力を見つけなさい、
そしてあなたがその心を見つけたとき、
あなたは
夜を見つけるでしょう、
あなたは力の夜（Lailatul Qadr）を見つけるでしょう。それはあなた
の心を預言的な心に従うように変える力です。それを求める者は，力の夜を見いだすであろ
う。
皆さんが真の僕として戻り、
アッラーの王国の中に入るこの力を見つけることができますよ
うに。あなたはすべてのアッラーのしもべであり、常に正義の人々
（Siraat ul Mustaqeem）
の道に住んでいますように。わたしたちの導きに従うことによって，
この祝福を本当に感謝
あなたはいつも全能のアッラーの前にいることがあります。

