
宗教間平和条約

私たちは、それぞれの伝統の間で永続的かつ不可侵の宗教間平和条約を宣言するという厳粛な

宣誓と誓約を立証し、宣誓するために、それぞれの伝統の知的、道徳的、精神的な当局として集

まっています。

さまざまな宗教的、哲学的な伝統を信奉する私たちは、それぞれの信頼展望の間に永続的な平

和条約を宣言します。

世界は内戦を含む宗教間の戦争に苦しんでいるのに対し、

何世紀もの間、人類の社会的、知的、感情的な生活は、しばしば宗教的な違いがある戦争の

絶え間ない脅威により不安定になりました。

さらに、人類はまだ核戦争とオムニサイドの重大な脅威で苦しんでいます。それは、故意に開始さ

れるか、偶然に引き起こされます。

一方で、それぞれの信仰伝統の代表者が激しい紛争に陥っている限り、惑星が直面する世界的

な問題（貧困、失業、社会開発、平等、環境保全、社会正義、持続可能な発展、その他）を解

決するために必要なエネルギー、富、創意工夫を一人の人類として果たすことはできません。 

それゆえ、私たちは、人類の様々な信仰伝承の責任あるかつ先見的な知識人と精神的な指導

者として、この永続的な宗教間平和条約に従い、肯定し、宣言し、誓うべきです。

そしてそうすることで、我々は 、人類のすべての信仰伝承の責任ある、啓示されたすべての指導者
と信者に、この神聖なテキストに署名と宣誓を捧げ、今後これを永遠に続けるよう呼びかけます。

したがって、私たちは以下のことを宣誓し、肯定し、宣言し、解決します：

1.私たちはそれぞれの宇宙論、世界観、終末論、および神学において異なるかもしれないが、
我々は今後、これらの違いに関する非暴力的な学問的、知的的および哲学的議論に専念する

ことに同意する

2.私たちは、暴力的な修辞、侮辱、有害な言葉、口頭または肉体的虐待、仲間や同僚、知的
な反対者を控え、単にレトリック、理性、真実、証拠で説得するよう求める

3.私たちは、攻撃、 殺害、誘拐、傷害、拷問、または互いの追随者、支持者、信者に肉体的暴
力を適用することを慎む。

4.それぞれの伝統のメンバーが身体的あるいは精神的な暴力行為を続けているなら、彼らは理性
と愛の批判にさらされ、彼らの道を変え、平和条約に購読させる

5.我々は、それぞれの知的、宇宙的、精神的な違いについて深刻な研究、分析を奨励することを
約束するために;　私たちは、学者がそれぞれの伝統の間で作品を翻訳し、比較と宗教間の哲学
的指導に従事し、地球上のすべての伝統、信仰、信念体系の共通の真実を見つけることを目指

して、書籍、図書館、アカデミーと大学を利用可能とすると約束する



6.宗教間の奨学金、外交、会議を行う際には、丁重、敬意を持って、決して口頭で、精神的また
は肉体的な暴力などを振るわない

7.我々は、宗教がもはや社会的および市民的過激主義の源泉としての悪名を持たず、恐怖、不
寛容、無知の領域を創造する、世界での宗教間協力の新たな時代を創り出すことを引き受ける

こと。そして、思想、礼儀、正直さ、想像力の自由をもって、伝統の最も愛情豊かで賢明な側面

を人々が探求できるようにする、知的、霊的、道徳的な発展の領域を進歩させようとする

8.私たちは、信念の自由、所属の自由、不和の自由、忠誠の変化、そして信仰の転をそれぞれの
伝統の信者に、脅かせたり、避けたり、身体的または精神的暴力行為を行わず、色合いや方向

性を問わず許されることを約束する

9.私たちは、さまざまな信仰の学生や信者がさまざまな信仰の伝統について探求し、学ぶことを可
能にすることを約束し、教育、学術の伝統から真の研究、教育、研究の自由を許すことに同意す

る

10.私たちは、男性だけに教育の制限を忌み嫌われ、男女ともに、世界のさまざまな信仰の伝統に
ついて学ぶことに関して研究、教育、学習の自由を許すことに同意します。 私たちはこの世に生ま
れたすべての人たち男性でも女性でも、良い教育を受ける権利を誓います

11.我々は、精神的、宗教的、知的指導者として、武器や軍国主義よりも教育にもっと費やし、 
私たちの仲間の人間を破壊し、傷つけ、使用できる技術的、科学的、工学的な知識のよりも宗

教的、道徳的、人道的な知識を含む学習と知識を重視する世界を優先する

12.単一宗教の識字率（唯一の宗教の知識）は、宗教的識字率ではないことを確認し、霊性に
対する信仰は、啓示の伝統や卑劣な一族に中毒を超越すると断言し、私たち自身の歴史的信

仰は、他の信仰系統とのより深い知り合いによって常に強化されていると断言する

13. 私たちは、それぞれの伝統の偉大な賢者と聖人の記憶を尊重し、崇拝し、異なる文化、伝統、
信仰の道を旅して広く研究し、出現した (ピサゴラス、プラトン、アリストテレス、イエス、クマラジバ、
スアン・ツァン、ムハンマド、デガンウィルダ、ルミ、グルナナク、イブン・アラビ、イスラーム・アブラハム、ア

ブラハム、ハフィズ、マイモニデス、ラオス、孔子、シャンカラ、ラマヌジャ、イグナティウスロヨラ、ジョージ

フォックス、トルストイ、ゲーテ、ガンジー、ジョン、マーティンルーサーキング等) そして現在と未来の生
徒、学者や知恵を求めている人たちも同様に世界中を旅し、学び、アイデアを共有する機会があ

ることを願っています

14.私たちは、科学と宗教の対話の重要性を支持し肯定し、聖書的で啓示的な伝統は科学的
で批判的な歴史学の奨学金を受けるべきであり、科学的な教義も霊的で道徳的な批判と評価

を受けるべきである。このような対話から、我々は科学と宗教の両方が強化されると信じている。科

学、つまり、厳密に定義された経験的数学的認識論的技術はまだ完全には説明できていない、

宇宙の中心に深遠な謎があることを認識するからです。そして、宗教、世俗的かつ科学的な世界

の持ち主が意味を成すことができ、脅かされることのない言語でその真理と命題を表現することを

学べるから。



15.私たちは、霊的な教えや伝統によって「啓示の閉鎖」という考えを懐疑している。知恵教師、預
言者、Swamis、Rishis、Tirthankaras、仏陀、シャーマン、Elders、ドルイド、グル、哲学者およびア
バターの無数の列を通って人類に利用可能であることを示している私たちが人類として耐えている

限り、すべての世代、すべての部族、そして人類の国々で真実と信仰に対する証人が現れるように、

この知恵のサイクルが続くことを願います

16.私たちは家で平和を始める必要があることに同意し、従者と学生は家庭内虐待や
暴力から身を守り、屈辱的な暴力を慎む

17.私たちは、性的、肉体的、あるいは感情的な子供に対する全てのいじめや虐待を
忌み嫌うこと、そして子供たちが虐待を恐れることなく育てられ、教育される権利

があること。 私たちは、子供に対するどの形の暴力も地球から取り除かれるように
努力することを約束します。 私たちはまた、子供たち同士や長老や大人によってな
された暴力に反駁します。 世代を経て世代を超えて継続する 虐待や暴力のサイクル
によって暴力的になるのではなく、遊びや友情と勉強を通して非暴力を発見するよ

うに求めています。 親と子の世代が世代間の愛と信頼と世話の義務を持ち、地上で
の私たちの目的は虐待の反対であること、すなわち良い仕事、優しさ、愛の育成と

実践 道徳的な美徳である

18.私たちは、公共の民間人と無実のメンバーが何らかの偽りの「宗教的/政治的」な理由で殺害
された、卑劣な、テロのような行動を嫌う。そのような暴力行為に頼って真の霊的指導を強めること

はできません。したがって、私たちは自分たちとそれぞれの追随者が、テロリストの暴力行為、そのよ

うな暴力の脅威、またはそのような暴力の計画と準備を控えるよう誓います。

19.私たちは、自分たちの信仰の伝統ごとに実践されているようなおもてなしの神聖な伝統を支持
し、肯定する - 私たちは、私たちの資源が許すように、私たちの真実の見知らぬ人に礼儀正しく、
旅行者や仲間を傷つけたり、害したり、奪ったり、殺したりすることはありません。旅行者や仲間たち

が自分たちの道に迷っている人たちに対して暴力行為をしても、同じように私たちのホストに正義と

尊敬をもって行動する責任を受け入れることはできません。私たちが僧侶であるか、または私たちの

間で僧侶が通っている場合、私たちは同様にすべてを礼儀と敬意で扱います。

20.故郷の不安定化と暴力が、私たち、あるいは私たちの追随者の一部が海外に旅行するために
出発する必要がある場合は、私たちまたは私たちの追随者が、提供されれば敬意を表して公平に

行動することを約束する亡命者の地位に立って、居住する人口に対する暴力行為をしないように

しなければなりません。我が国の人口に対する強盗、窃盗、強姦、殺人その他の暴力行為は行

わないそのような行為をするために「宗教」の疑似正当化を誤用することはありません

21.私たち、または私たちの司祭の保有者または以前の自分たちの支配人が、他の宗教の保有者
に向かって暴力的、酷使的、不当に、または悪条件で行動した場合、真摯に謝り、悔い改めの新

しい精神、赦しと相互和解、つまり暴力が私たちの談話にもはや現れない、そして神学的な意見

の相違は、暴力的な虐待や暴力の機会から相互啓発と目覚めの行為の機会に変える

22.私たちは、宗教間の外交と対話の行為をするにあたり、話すだけでなく聞くこと、学ぶだけでなく
教え、そして知力だけでなく心で聞きくこと。私たちは、他の人を私たちの視点に変えたり、変換した



りするのではなく、共通の最高の理由と悟りの可能性に合致する、私たちの間で共有された新しい

視点を見つける

23.我々は、各国の宗教的または知的に支配的な文化の願いと立場を尊重し、地球上の各国の
かつ合法的な支配者を覆すまたは倒す暴力的、テロリズム的、軍事的または宣伝的手段を追求

しないこと。私たちは「政権交代」のすべての行為を控え、国連の真のメンバーであり、一般に受け

入れられている法律、習慣、文明の習慣を支持する正当な支配者を侵略する

24.私たちは人間の宗教的退職の道を追求し、霊魂、祈り、熟考、勉強に命を捧げるために、隠
者、僧侶、修道僧、尼僧として生きる権利を尊重する。修道院や尼僧、退役軍人を傷つけたり、

攻撃したりしないこと。そのような聖域や霊的な退去の場所を犠牲にすること、衰弱させること、違

反すること、または欺くことはしません。訪問する際には敬虔で礼儀正しく行動します。戦争の時に

は、そのような場所は傷つけたりすることなく、中立的かつ無秩序なものとみなされます。

25. 私たちが一つの主要な宗教を持つ文化に生きるために来て、私たちが別のものであり、私たち
がその文化に移住するなら、支配的な信仰コミュニティを転覆させ、浸透させ、操作し、 相互の豊
かさと宗教間の理解の建設的な対話に従事すること。 新しい開催国に対する自らの信念を自由
に練習する権利を求めるならば、私たちは自国でそのような権利を相互に付与し、排他主義的な

多文化主義ではなく相互主義的な多文化主義を実践し、支持する

26.私たちは他の人種や民族や国家に対する憎しみを募らせたり、民族、人種、国家のみを奨励
しようとはしません。すべての人種、民族、国家、すべての人々と部族が互いにつながりあい私たち

は、相互に世話をし、すべての文化、国、部族、民族の歴史を大切にし、お互いの話や物語や宗

教的知恵の教えから学ぶことを学ばなければならない。同時に、自国の自尊心、自己肯定、自己

信念に対する各国の権利を尊重し、失礼、暴力的、または残酷な虐待を受けて、他人の国籍や

民族的アイデンティティを損わない。私たちは普遍的な民族的自尊心と普遍的な人種的尊敬と

肯定そしてそこではみんなの神聖な起源を同時に確認することができると信じている

27. 責任ある宗教的、哲学的、知的指導者として、図書館、学校、大学、美術館、その他の文
化、教育の場所を攻撃したり破壊したりする戦士や戦闘員を支持し、支援することは決して考え

られません。学習する生徒や学童、教師の殺害や誘拐や奴隷化のために、私たちは完全に呪い

とアナトミエーションを行い、そのような文化的野蛮行為を行う戦士を追放し、批判し、彼らに正当

化または許可すると信じる宗教文書そのような行為を行い、責任ある権威のある知的リーダーとそ

れを行うこと。そのような文化的暴力や学習の破壊を支持するいわゆる知識人は、人類の道徳

的・霊的知恵全体に反する偽りの教えを促進すると断言する。私たちは、人道のすべての宗教的

および知的な法律コードから権威ある指針を提供して、そのような行為が正当な戦争規則の枠外

にあることを明確に示すことを約束します。私たちは、次世代のためにすべての人類の普遍的な文

化遺産を保護する道義的義務を負うことを確信します

28.すべての腐敗行為を棄権し、正義を売買することができないが真に公平な道徳的価値の世界
を促進しようと、私たちが個人的かつ集合的に取り組むこと。裁判官と警察官は特別な判決を返

すために買われるのではなく、真実を公正に、正直に、完全に尊重して行動し、それらの前に持ち

込まれたすべての事件を公正かつ深く検討する。私たちは愛と礼儀と非暴力に基づいた社会を促

進し、犯罪と不公正が次第に消滅するように努めます



29.責任ある精神的、宗教的、知的な指導者として、私たちは、紛争や暴力の非暴力的調停を
目指す政府機関やプログラムを、国際的または種族間の紛争や紛争への公平で公正な解決策

を模索するために全面的に支援する。私たち自身の霊的な理解と知恵から、このような紛争がど

のように解決され、どのように仲介されて皆の相互満足と喜びになるかについての私たち自身の視

点から貢献します。私たちは、暴力的な紛争の終結と、相互の啓発 による彼らの置き換えを追求
します。敵の長い失われた友人への変容、そして人類の政治体制における壊れた断層線の修復。

30..責任ある知的、哲学的、宗教的、霊的指導者および長老として、いかなる形をとった暴力や
脅迫の使用によって、信仰やイデオロギーの積極的な改宗を拒否する

31.私たちは、人類の霊的指導者と知的リーダーとして、私たちの芸術界の活動を完全に支持し、
芸術と美の創造と美的啓発が常に暴力と破壊にとって好ましいことを支持し、断言する。私たちは、

芸術作品、彫刻、彫像、彫像、本、建物、あるいは自分自身の信仰や他の信仰の芸術作品を

破壊しないことを断言します。侵略者。詩人、作家、劇作家、映画製作者、建築家、ミュージシ

ャン、バード、ストーリーテイラー、パフォーマー、コメディアン、マジシャン、ダンサー、デザイナー、工芸

家、クリエイティブメディアの性格、アーティスト、俳優、プロデューサー、ウェブデザイナーなど、私たち

は芸術のすべての作品を肯定しサポートします、慎重に挑発したり、侮辱したり、傷つけたり、嘲笑

したり、嘲笑したりはしない ;芸術は精神的な知恵への大きな助けとエンパワメントとなることができ、
その両方が孤立したものよりもより強く一緒に平和のために働くことができると信じます

32.中東起源（ゾロア主義、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教など）の一部の終末論は、世界平和
の到来を早急に進めるためには、まず徹底的にキリスト（Mahdi、Saohsyant、Messiah）と反キリス
ト（Ahriman、Massih Dajjal）の力の間の完全な軍事的、戦争的、そして核的な対立。クリスチャ
ンの世代主義者、極端なユダヤ人のシオニスト、極端なワハビサラフィストなどは、このような紛争

は平和の到来に必要な前提条件であると主張し、合理的な中東和平案を積極的に否定し、イ

スラエルとパレスチナの平和の解決策を並行して提示している、実際に中東の紛争と暴力を善と

悪の「最終戦いを早めるだろう」という転覆とテロ活動によって推進しようとしている。責任ある宗教

的、哲学的知的リーダーとして私たちは、この対立する暴力的黙示録を再考し、創造主が核戦

争で大多数の人類を破壊したいと提唱しないように、より合理的かつ神秘的に聖文を再解釈する

よう、選出された少数しか生き残ることができませんでした。我々は、暴力と大量破壊に基づくこの

誤った黙示録主義に反対し、代わりに知恵、愛、正義と真実を徐々に明らかにする真の黙示録

を提案する。知識はゆっくりと痛々しく無知を勝ち抜く。

33.地球上のすべての人々、そして将来の世代のために、戦争と戦争準備のために無駄
になっていた私たちの総体的な富を見るよりも、繁栄、快適、安全、環境の持続可能な生活条

件を創出するために、人間種族、宗教、国家、世界観の間の知的、宗教、哲学、イデオロギーの

葛藤を解決することの重要性に留意する。 

34.我々は、すべての宗教、哲学的および知的システムの偏見のない厳密で公平で公平な科学
的研究を支持し、これを可能にする学術的および科学的ツールの作成を支援する（例えば、世界

の宗教的および哲学的伝統の定期表）。私たちは学問の自由と学習の自由をあらゆる学習場で

サポートしており、すべての学習機関における宗教的信念の根拠に基づいて差別の終焉を求めて

います。人類が学び、教育、奨学金の自由を得るまで、私たちは地球上で平和を達成することは



ないので、恐怖や強要の動機を超えて、真実の追求だけが優先されます。私たちは、すべての学

校で誠実で深く包括的な宗教的、哲学的教育を支持しています – 若者の心は、人類が知的人
に適合する方法で、年齢を通じて達成した哲学的、神学的学習の総量にアクセスできるべきです

35.人権の世界宣言で肯定されているように、我々は個人的な関係における愛の力を支持し肯
定し、互いに愛し合い、結婚し、家族を見つけられる権利を支援する。私たちは宗教間の結婚と、

個人的な関係や友情の冒険を通して互いの信仰を探求する人々の権利を支持します。私たちは

宗教間の友情や結婚や恋愛で殺害、傷つけ、拷問や攻撃をする者を忌み嫌い、起こらないよう

にする。私たちは、平和は愛に憎しみや暴力よりも飛躍する自由が与えられた時にのみ地球に来

ると信じています。フロイトによって同定されたリビドーとアタトスの間の長い闘いの中で、我々は人

生と平和に必要なパン種としてリビドーの側にいる

36.宗教的または政治的なイデオロギーの名において、他の人間を拷問するすべての人々を忌み
嫌い非難すること。司法情報の抽出と諜報 "のために、私たちは傷つけて痛みを訴えることを忌み
嫌います。キリストの磔刑は人類史上の拷問の象徴であるという事実に留意してください - 私たち
は仲間の人間や他人に残酷な暴力や苦痛を与えることなく、すべての個人的なやりとりの中でと愛、

優しさと礼儀を使用することができます。

37.すべての国際法と人類の尊厳の共通の価値観に対して、罪のない人と宗教の人々とすべての
誘拐と投獄を嫌う。戦時中に囚人が拘束されれば、それはすべて国際法の規則と関連するジュネ

ーブ条約を通して行われる

38.大量殺戮、大量虐殺、殺人撲滅のすべての行為を批判し、非難し、戦時には民間人の集団
をできるだけ戦闘の影響から守るよう促す。人類のすべての知恵の教えや宗教的、霊的な伝統に

おいて実行されている騎士道の最高の道徳的規範に従って、武装闘争のあらゆる状況に、騎士

道と儀礼の規則が適用されているということです。我々は惑星の戦士たちに、彼らの忠誠、義務と

忠誠は、私たち、人類の知的で道徳的な精神的指導者、そして彼らの仕事は平和を保護し保

護することであり、神聖な境内や聖域を犯すものではないことを思い出させる

39.場合によっては、暴力的、テロリスト的、破壊的な集団や人々の細胞が地球上で発生し、恐
怖のキャンペーンを行い、倫理的および行動的なすべての行動規範を犯し、武器で自分自身を

武装させ、無実の民間人 に被害がある場合、可能な限り国連の承認を得て、合法的な機関や
国際法に基づいて活動する軍隊の合法的な使用を支援する

40.人類の精神的、宗教的、知的指導者として、我々は仲間の人間にペンを持ち、剣を下ろし、
祈り、勉強、洞察力、科学と熟考の生活を進め、行為に従事するよう促す創造的な天才、道徳

的で知的な起業家精神のそれぞれのより高い意志を実現することができ、それぞれがそれぞれを

助けることができ、絶望の年齢、うつ病、暴力、憎しみ、無知を真実、愛、啓蒙と親善の黄金時

代に変えられるように

41.私たちは、キリストの復活、クルーンの到来、出国、アバターの化身、法の教えなど、人類の偉
大な知恵の教えの多くで、奇跡の有効性に関する教えの存在を断言する奇跡的な治癒、兆候と

霊的な変換と暗黒から光への変換 - 私たちは緊急に仲間の人間に、暴力や憎しみ、戦争の道を
奇跡的に終わらせるように祈り、私たちの兄弟姉妹たちに平和、非暴力、愛、理性、文明的な談

話、弁証法の奇跡を促し、人生を祝い、肯定し、むしろ暴力と破壊を助長する方法で、科学的



に、私たちは、地球上の知識と知恵の進歩のために、奇跡の奇跡的な研究（例えば、聖人の奇

跡的な顕現）を心がけ、合理的に研究することを強く求める

42.私たちは、人類の知的で精神的、宗教的、哲学的な指導者として、肉体的死後の生存のた
めに異なる信仰の伝統によって主張を真剣に受け止め、何らかの形で意識や魂が生き続け、また

は "ライフレビュー"。我々は、これらの真実の主張に科学的裏付けを与えているように見える身体
経験と過去の人生の回帰研究から近い死の経験についての科学的研究を称賛する。同様に私

達は運命からの倫理的およびカルマ的な働き（ワイード、運命、カルマ）のための可能な説明のパラ

ダイムとしての生まれ変わりの可能性を研究する科学文献を称賛します。死後に起こることについ

てのこれらのライバルの説明モデルに対する究極的な判断を中止するが、私たちはそのような現象

についての偏見的で科学的な研究と、死後の天と地獄の経験における伝統的な宗教的信念に

ついての可能な説明を推奨する。私たちは人類全体または大部分の特定の信仰集団が死後の

状態で地獄を経験すると非難されるという考えを拒否し、また信仰のメンバーを殺すことが許される

という命題も拒否します私たちが "天国"に行くことができるように、私たち自身の "選ばれた"宗派
の外にあるグループは、 "地獄"に行くのが早くなるかもしれません。このような超自然的に根ざしたテ
ロリズムは、本物の神学、聖書の解釈、または哲学の解釈の根拠が全くなく、これらの偽の教えと

戦うために、真剣な学者や神学者、科学者や哲学者を呼びます

43.人類の精神的、宗教的、知的指導者として、私たちは、この惑星でこのように創造され、政治
家や軍隊、産業界のエリートを説得することができる、人間間の幸福のプラス条件に向けて努力

することを約束します。核兵器を化学兵器から撤去し、非暴力と非侵略条約に全面的に同意す

ることで、地球外からの核兵器の脅威を取り除き、政治的または経済的な違いを解決する

44.人類の霊的な長老や指導者として、さまざまな宗教や精神的な啓示が異なる言語の人類に
及んでいるという事実を称賛します。私たちはお互いの言語を学ぶことの重要性を肯定し、どの言

語も真実の独占権を持たないことを確かめます - 人類のすべての国民と部族のすべての言語はそ
れぞれ独自の方法で神聖です。私たちは、この地球上の本物の知恵の学生のより良い啓発と啓

蒙のために、私たちの集合的な物語のエイオンに対して、人類の全ての神聖で啓示的な、哲学的

な言葉の包括的な語源辞典を作り編集するという言質を断言します。私たちは、さまざまな霊的

な教授システムが、執筆形態（ヘブライ語、サンスクリット語、アイルランド語、ノルウェー語、ギリシャ

語、アラビア語、アラム語、ホピ）の手紙と音に秘義の英知を含んでいると信じ、ヘブライ、カバラ、

北欧のルーン やサンスクリットの教えなどのシステムは、かつて人類のすべての部族に普遍的であっ
た共通の音響神秘主義に戻るかもしれません。私たちは、これらの共通の根と音の神秘的な教え

を、お互いの死と破壊をプロットするよりもより有用な活動として一緒に研究することに対する喜び

を断言します

45.霊的知恵の教師と宗教的知的指導者として、私たちはそれぞれの人間の魂の中に見いだされ
た啓発の可能性を支持し、歴史上の名前にふさわしい哲学的教えの伝統が、それぞれの完全な

啓発の最終的な可能性を宣言した憎しみ、恐怖、否定性および無秩序の状態が、より高い意

識、至福、愛、知恵、恵み、エクスタシー、幸福、喜び、啓発および知識の状態に変換され、変

換される人間個体。私たちは、瞑想、祈り、ヨガ、唱歌、舞踊、運動、反射、友情、慈善活動、

創造的な達成、利他的な仕事を含め、これらの目的のために役立つかもしれない私たち自身の

方法とお互いの方法を分かち合い 、奉仕としての働きかけ、慈善事業、啓蒙されたビジネス慣行



など、他の有益で有益な慣行がより高く持続可能な啓発に役立つものは何でも助け合うことを約

束する

46.人類の精神的、宗教的、知的な指導者として、私たちはすべての信者、学生、そして常に真
実を伝え、真実を立証し、真実を尊重し、真実を実践するよう、奨励します。地球上の平和への

直接的な道;私たちは、政治職、警察官、裁判官およびその他の公務員に奉仕するすべての政
治指導者が真実を伝えるよう誓うと促す、非正義を奨励するように奨励し、すべての人々を法律、

真実の義務および神話に愛されている真実の黄金時代が実際に私たちの日常生活における真

実性の実用的で現実の兆しとして浮かび上がるように、国連や連邦などの国際機関のような国際

機関の外交官や公務員にも真実を伝えると誓うと促す

47.世界各地の精神的、知的、宗教的指導者として、幅広い伝統を守り、神が唯一男性である
という虚偽の教えや文法的な“彼 ";私たちは神学における性の和解を求め、神として神として言及
する伝統を尊重します。私たちは、人類の完全な宗教史において神々は無数の名前で知られて

おり、性別、数、質、機能、カテゴリー、地方、宇宙論は人類の異なる部族によって様々な神と女

神にさまざまに帰属されているということを受け入れ、私たちは、真実で深く永続的で永遠の宗教

間の平和と地球上での和解のために、神について話す伝統と女神について話す伝統が互いに平

和的に話すことを学ばなければならないと断言する。すべての難解な伝統によって確かめられた神

の神的な女性の側面は、伝統的で外来な信仰の信者を完全に根絶し、脅かし、警戒しないか、

または「非平和」を引き起こさないように、意識のある離散的信者の家族の中に再抱かれなければ

ならない;女神と神は、人類が平和を作るために天と地に平和を作る必要があり、謙虚な真実の
学者として、私たちはこれらの神の和解を助けるために全力を尽くす

48.学者、賢人、哲学者、さまざまな信念体系の宗教的および霊的指導者として、それにもかか

わらず、私たちは共通の敬意と自然に対する愛情によって団結している。私たちは動物、植物、森

林、海、川、山、そしてエコ球全体を人類が守る義務を負っていることを確認します。私たちが必

要以上に自然を奪わないようにするための義務と、母なる地球を尊敬と愛のために扱うことを誓い

ます。私たちは、近年自然の複雑さを探求してきた自然科学者の業績を称えていますが、科学的

実験のために動物に対する暴力に対して注意を払っています。生態系のあらゆる部分の非暴力

的共同執行自然のすべてが神の知性の出現者とみなされることができる、相互愛とケアの私たち

は自然の治癒力に対する私の信念を肯定し、医師や科学者に薬草の伝統や自然治癒者、シャ

ーマン、薬草師の地元の知識を学ぶよう呼びかけます。私たちは医療専門家の過度の官僚化を

嘆いています。私たちは予防が最良の薬だと断言する。私たちは、科学的な癒しと精神的な癒し

の実践、地元のハーブの知識、自然療法の医学へのアプローチを組み合わせることを信じています。

自然、郷土、自然、霊的な癒しの実践について、より科学的な研究を求める

49.地球上の宗教指導者と精神的長老として、私たちは人類が超越する権利と知恵の完全な味
と味を確信しています。我々は精神恐怖症（賢人の殺害と殉教、本の焼却と破壊、図書館、学

校、知恵の場所、知恵教師の沈黙）の症状を癒すことに反対し、それを癒すよう努めている。私た

ちは歴史的に人類のほとんどの部族が意識の変化した状態を達成し、ビジョンと洞察力をもたらす

超越薬、薬草、精神活性薬を薬として使用したことを肯定し、認めます。すべての世代の精神活

性薬の使用は、この超越的経験の後の調査であり、現在の悪質で暴力的な「薬物戦争」は不可

能であり、数十万人の死傷者が刑務所の世界に閉じこめられていると宣言している人間の経験の

有効な部分の犯罪化、人類と植物界の精神活性薬との平和を求める。



私たちの信仰の道の多くは、癒しと意識調査のための植物薬の正しい使用に関する古くからの秘

密の知識を持っています。そのような神聖な医薬品は、宗教上の自由と経済的な常識（合法化

からの課税は社会的ニーズを満たすことができる）の問題として霊的目的のために合法的に入手

可能であり、間違った時期に間違った薬を過度に使用、濫用、刑事上の問題ではなく医療的お

よび社会的問題として扱われること。私たちは、超越的、感情的、レクリエーション的な薬物の非

犯罪化を求める人たちの成長の声に賛同しますが、免許の下で（未成年者ではなく）精神的情

報を含む厳しい指導。

私たちはこれが地球上で平和と自己認識のより大きな条件を作り出すのに役立つと信じています。

古代オラクルセンター、廃墟として破壊された霊的避難所や惑星の修道院、魂の癒しの場として、

そして私たちの最も明るく、最高のものを再発見することも求められています。本当の性質。外の平

和は内から始まらなければなりません。最大のジハードは、内なる平和と悟りを求めることです。私

たちは、シャーマン時代から人間のすべての部族が神の意識を達成するために精神活性薬を必要

としていないのは確かですが、薬を非合法化することが重要であることを確認します。すべての毒は

正しい投薬量の薬であり、すべての薬は間違った投薬量の毒です。私たちが薬をどう扱うかは、自

己発展と自己規律の能力を示しています。多くの場所で、薬物に対する戦争は神の意識との戦

いとして使われており、結果として多くの人々が刑務所で苦しんでいます。それは医学的および教

育的問題でなければならない。人々は神の意識を達成するために薬物を必要としないことが示さ

れなければならないが、それが「違法」であると言うと、より行いたくなる。それが人間の本性...人間
の意識と人間の可能性を完全に発揮させ、私たちの生活の中で精神恐怖症を免れば、平和が

生まれます

50.宗教指導者、哲学者、霊的長老として、宗教の自由の原則を支持し、恐れ、抑圧、罰また
は非難なしに人類の知的および霊的遺産を探求する能力を意味する。 - 宗教または信念の自
由を意味する宗教の自由は、国際的人権法、特に文明主義者および真実の国々が署名した世

界人権宣言第 19条の下で保護されていることに留意する。私たちは、宗教や神学を探求する自
由は、この惑星で生まれたすべての人間にとって基本的な権利であると強く主張します。強制と恐

怖で実現する信念は真の信念ではなく、恐怖、無知、恐怖は、宗教的な戦争、闘争、憎しみや

偏見を燃やす燃料です。宗教間の平和のためには、銃や武器を落とさなければなりません。私たち

は心と魂を武装解除しなければなりません。私たちは愛と非暴力の力とそれを伝播する暴力の必

要がない真理そのものの力に降伏しなければなりません。したがって、宗教上の自由を肯定するこ

とは、宗教上の責任、世話、丁寧な奨学金、知的で哲学的な知恵への関心を肯定することも伴

います。要するに、宗教上の自由と平和への言質は、宗教間の啓蒙、寛容、愛に対する真摯な

欲望から生まれたものであり、私たちは、世代の偉大で賢明な学者、聖人、師匠、教師が、すべ

ての人類が悟りに到達するための精神的自由に基づくエキュメニカルな見解である

51.私たちは、人類の精神的、宗教的、知的指導者として、人類の政治指導者と責任を持ち、
知的に相互作用し、平和の共通の目的のためにそれらの多くの次元で協力することを目指してい

ます。我々は、平和のために、国連、連邦、独立国家、欧州評議会、アフリカ連合、アメリカ組織

など、永続的な平和を目標とする国際政治組織を称賛するそして正義。グローバル・ガバナンスの

持続可能で平等な体制を模索する国際機関の活動を推し進め、エルダーズの評議会、提案さ

れた国会評議会、国会議員連盟、世界連邦運動連盟、世界憲法、および議会協会は、国連

のすべての加盟国の議会、中米議会（PARLACEN）、国連総会の議長国議会議員、国連の議
会議員など、世界のすべての真正民主主義および代表議会の活動も支援する。 （EALA）、欧州
議会（EP）、西アフリカ経済通貨連合（WAEMU）の議会委員会、ラテンアメリカ議会、中央アフリカ



経済通貨共同体（CEMAC）議会、 、西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）議会、欧州評議会
（PACE）議会、NATO国会議事堂;私たちはまた、地球規模の解決のための市民、世界市民会
議、世界市民の登録簿、世界市民協会など、市民の国際的な関与をより主張する市民擁護

団体の活動を推薦し、支援します。 我々は、国際法の専門家および国際法務専門家の仕事を
称え、国際司法裁判所、国際刑事裁判所、臨時真正かつ和解委員会の活動、国際仲介機

関および仲介者の活動を支援する;私たちは、そのような政治的、法的および市民的機関、個人
の特定の信念の背景を問わず、すべての人々とともに働くことを約束します。私たちは立法府がす

べての人の精神的、宗教的権利と自由を念頭に置くことを奨励し、特定の信仰の伝統や信者の

コミュニティを迫害、沈黙、恐怖、差別、拷問、私たちは、政治的立法は、人々が自らの良心、責

任感と市民意識、自分の生得的な良さと正義感と幸福と悟りを実感できるようにすることを目的と

して、異なる宗教的、精神的信念を持っているのと同じように、異なる人々が異なる政治的、法

的意見と信念を持っていることを認識しています。私たちは、政治的思想家、政治家、外交官、

法律当局、法律学者、法律家、市民、市民当局、宗教思想家、哲学者、賢人、聖人、神秘

主義者の間の対話、討論、奨学金は、厳格な奨学金、精神的経験と証拠の検証プロセスに署

名し、この宗教間平和条約に署名するすべての人々が、互いに協働して、平和と戦争、武器化と

武器競争知恵、真実、司法競争に置き換えられました。したがって、我々は、この宗教間平和条

約に署名し、その声明を遵守するために、精神的にも政治的にも平和を確立することの重要性を

認識し、可能な限り多くの政治的および法的長老を強く要請する

52.人類の責任ある、平和を愛する精神的、宗教的、知的指導者として、私たちは、世界の信徒
共同体、世界の信仰大会、ユナイテッド宗教イニシアチブ世界宗教協会、国際宗教自由宗教

協会、欧州宗教指導者評議会、2002年設立、連邦宗教連合ネットワーク設立 1997年、和
解フェローシップ（FOR）、1914年設立、フォコレア運動、宗教間対話研究所、 1975年に設立さ
れた世界平和のための国際宗教連合、国際人道倫理連合、北米宗教間ネットワーク（NAIN）、
性的倫理に関する宗教学研究所、正義と癒し、2000年設立、寺院 1960年に設立された
United Religions Initiative（URI）、2000年に設立されたバチカンの宗教間の対話協議会、
1964年設立、1970年に設立されたWorld Religions of Peace、世界宗教連盟 1948年、Elijah 
Interfaith Institute、1997年の設立、共通の言葉、3 つの信仰フォーラム、文明の対話のための
世界公開フォーラム、国連文明同盟など。また、国家レベルでの宗教団体の活動を支援し、 （イ
ギリス）、Interfaith Alliance（米国）、1994年に設立された Spiritual Progressives ネットワーク、
2006年に設立されたマレーシアの仏教、キリスト教、ヒンドゥー教、シーク教、道教の協議会、
1983年設立、イニシアチブの成長の中で地方レベルに存在する数多くの地方都市の宗教間のイ
ニシアチブの活動を称賛する世界中の多くの国では、刑務所、病院、ホスピス、学校、およびその

他の必要な場所で奉仕することができる宗教閣僚の訓練をますます任務に任せ、支援する訓練

機関や神学校の活動を支援し、支持する。我々は、この宗教間平和条約を、相互の約束と責

任を真剣に受け止める兆候として、あらゆるレベルの関与、署名、巡回、支援を行うことで、世界

各地の宗教間の闘いに携わる全ての人々に要請する

53.人類の精神的、宗教的、知的指導者として、私たちは、人類を悩ませている戦争や暴力、特
に宗教的またはイデオロギー的に不一致の要素がある戦争を終わらせるためにできることすべてを

行うことを約束します。これらの戦争や暴力の宗教的正当化を排除することで、経済活動、公正

取引、世界的な持続可能な開発、社会的平等と繁栄、失業の終結、戦争に牽引された移住、

世界の富の尽きることの大部分が武器と武器競争で浪費されてしまったので、お互いを殺すので

はなく、究極の個人的かつ普遍的な悟りに向かって知恵競争のお互いを励ます。我々は、集団



的および普遍的な軍縮が、集団的および普遍的な啓蒙を必要としていることを認識し、後でなく

早くこの目的のために働くことを約束する。平和は人類の霊的な変容を必要とし、私たちはその呼

び出しに答える準備ができている

54.人類の霊的、宗教的、知的指導者を責務とする責任ある平和として、私たちはメディア（印刷
物、ラジオ、テレビ、ソーシャルメディア、インターネットメディア、ドキュメンタリー映画制作者、口語

芸術家、ブドウ芸術家また、私たちの仕事で私たちを助けるために;誤った疑似宗教過激派の暴
力的な行動を伝える物語だけを報告するのではなく、平和、和解、調和、理解のために働く数千、

数百万人の先見的、宗教的、知的活動家の朗報彼らの家庭、地域社会、国家、そして世界的

なものです。また、平和の原因で余分な距離を歩く準備ができている宗教間団体、宗教指導者

および知的指導者の素晴らしい仕事も報告してください。ハーモナイゼーション、和解、平和のため

の戦略を見つけるために準備されているすべての文化、言語、社会からの最前線の思想家を報告

する。

主に悪いニュースやテロ行為を報告することによって、メディアは、運命と憂鬱の世界を共に創造し、

負の方向に事態を歪曲させるのを助けている。私たちが思うように、過去と現在の多くの不滅の賢

人たちが言っているように、私たちはなる。私たちは悪い夢から良い夢へ、眠りから目覚め、憎しみ

から愛へと変わるのを助けるためにメディアを呼びます。シネシズム、否定性と絶望の代わりに、私た

ちのメディア企業の支配的なリアリズムとして、敵のイメージを作成し、「非人間的」として悪意のあ

るように戦争の宣伝で歪曲させ、メディアが責任をもって行動し、実現可能な暴力と戦争だけを続

けている軍隊やテロリストに集中するのではなく、平和構築者、和解と平和のために働く外交官の

仕事を報告し、真の平和ビジョナリーの言葉を強化し、力を与えてください。人類の将来のための

平和や戦争の選択は、暴力と殺害の魅力として、実現可能で、刺激的で、望ましい、魅力的で

勇敢な平和を実現するために、我々の文化的地平の想像力と拡大の闘争である。古い預言者、

賢人、そして哲学者たちによって長い間夢見られ、準備されていた人類の信仰グループ間の平和

のメッセージは、今や人類の理解の中にあります。ヒストリと律法学者にも、この悪い知らせだけでな

く悪いことも伝えさせてください。私たちは、地球のメディアエージェンシーが、自らの企業の短期的な

利益だけでなく、すべての人類の長期的な利益のために働くことを願っています。人類の信仰間の

平和の良い知らせが分かれているからです。惑星に本当に良いニュースが不足している場合は、そ

れをさらに増やします

55.人類の霊的指導者および知的指導者として、我々は宗教界と緊密に協力し、知的軍縮のた
めの正確なパラメタとプロトコルを試して、長い思想の長い戦いを終わらせるこの惑星の計画とイデ

オロギーのシステム、世界哲学会、核兵器廃絶のための国際哲学者、平和の哲学者と歴史家、

心配している平和の哲学者、ロシア哲学協会、アメリカ哲学協会、国際哲学協会、国際哲学協

会、英国アカデミー、ユネスコなど世界中の学問、科学、哲学の組織、世界中の学校や大学の

哲学教師の専門機関、宗教は、あまりにも頻繁に暴力に繋がる、不公平な独断主義を失うこと

を除けば、哲学を恐れることは何もない。哲学は、宗教的でない暴力を助長する妥当でない懐疑

論を失うことを除けば、私たちは、哲学者と宗教思想家に再び信仰と理性の調和を認識させ、正

確な奨学金、テキスト研究、透明性の経験に関する経験的調査、科学的理性と信仰を考慮し

た古代写本と精神的伝統の研究、疲れて困った人類のために平和への道を導き出すために、懐

疑主義と啓蒙主義の和解。我々は、世界中のすべての哲学者が、平和を可能にする知的青写

真のためのこの団結した探求に参加し、彼らの知的差異の判断を中断し、永続的な宗教間平和

最終的な現実の本質に関する最終的かつ絶対的なコンセンサスに到達するための前提条件。い

ったん暴力の塵雲がはっきりすれば、私たちは以前よりもはっきりと真実を見ることが出来るかもしれ

ません。　　



56.私たちは、人類の精神的、宗教的、知的指導者として、教育、研究、外交、研究、優しさ、
思いやりと慈悲、寛大さ、慈善と創造の行為を通じて、この惑星の条件を作り出すために、エルサ

レムの旧市街の東壁の象徴的なゴールデンゲートを再開することができ、テンプル・マウントの空い

た部分にあるすべての信仰の平和巡礼者のためのエキュメニカルな平和テントを建てることができ、

真の宗教的、精神的知的指導者は、それぞれの信者と学生を代表してこの宗教間の平和条約

に署名しており、開かれたゴールデンゲートを通じて厳粛な行進に入り、すべての人が尊敬すること

ができる地球上の象徴的な時代の知恵と神性を築くことができますお互いの信仰の道、そして無

知ではなくむしろ知識を求めること、恐れではなくむしろ愛を、そして戦争ではなく平和を求める

私たちが誓ったこれらの厳粛な宣誓と 確信しているこれらの約束は、私たちのより高い意志の徹底
的な追求と、事務を指揮し支配する神の慈悲によって人類の問題を指導し支配できるよう願いま

しょう。

私たちはここで署名を付け加え、他の人も同じように行動するよう勧めます。

アーメン、オウム、アウェン。


