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  2016年 5月 27日 

報道関係者各位  

計 4枚 

キリスト教、仏教、イスラム教、ヒンドゥー教、 

世界四大宗教の声楽の意味を考える 

聲による祈りの響きを実際に味わうシンポジウム開催 

2016年 6月 4日（土） 13：00~17：00 

国際基督教大学宗教音楽センター（ICU: International Christian University/学長・日比谷潤子/

東京都三鷹市）では、６月４日（土）にキリスト教、仏教、イスラム教、ヒンドゥー教の識者をゲ

ストに招き、それぞれ祈りの響きを味わうシンポジウムを開催します。 

シンポジウムは一般公開となっていますので、取材をご希望の報道関係者の方は、添付の取材申請

書を 6月 2日（木）までにご返信ください。 

 

ICU宗教音楽センター長 ギラン マット A. の言葉 

 

音楽はリベラル・アーツ教育において中心的な科目であり、ICU は豊かな音楽文化を誇

りにしています。世界のほとんどの宗教においても、音楽は欠かせない重要な要素です。

「Sacred Voices」（聖なる聲）では世界の四つの宗教（キリスト教、イスラム教、ヒン

ドゥー教、仏教）の声の文化を聴きながら、それぞれの声楽の様々な意味を考えます。こ

のイベントを通して、日本や世界の様々な信仰や音楽文化を理解し尊重しあい、それぞれ

のコミュニティーの絆を深めることを期待しています。 

（取材は、日本語・英語どちらでも対応可能です） 

 

 開催概要 

日 時：6 月 4日（土）13：00～17：00 

会 場：国際基督教大学 礼拝堂 

      東京都三鷹市大沢 3-10-2：JR 中央線･武蔵境駅よりバス 12 分 

      キャンパスマップ：http://www.icu.ac.jp/about/campus/index.html 

プログラム： 

（１）基調講演・演奏 : ガイ・ベック （基調講演のみ言語は英語となります） 

              （ルイジアナ州 テュレーン大学 / フルブライト = ネルー・リサーチフェロー）    

              演題:『聖なるラーガ－インドの声楽』 

（２）グレゴリオ聖歌 : 橋本周子（聖グレゴリオの家 宗教音楽研究所 所長）/  

            カペラ・グレゴリアーナ 

（３）聲 明 : 倉松隆観（観照会主宰 ) / 真言宗智山派観照会 

（４）クルアーン朗唱 : ムハンメッド・ラーシット・アラス（東京ジャーミィ イマーム）  

            解説：下山茂（広報部長） 

 モデレーター : マット・ギラン（ICU 宗教音楽センター長） 

 



 

2 

 講演者・演奏者 

(1) ガイ・ベック 氏 

シラキュース大学にて音楽学修士課程修了、宗教学博士。同様にインド音楽の学位取得。

現在テュレーン大学アジャンクト教授。著書に "Sonic Theology: Hinduism and Sacred 

Sound" (1993)。"Sacred Sound: Experiencing Music in World Religions" (2006)は、

世界の宗教音楽研究の入門図書として、広く認知されている。 

(2) 橋本周子 氏 

ドイツ国立ケルン音楽大学宗教音楽科卒業、ディプロム取得。ラインランド州立コンセル

ヴァトワール声楽科卒業。Ｌ.アグストニにグレゴリオ聖歌古記譜記号解釈の手ほどきを受

け、Ｊ.ベルヒマン，Ｇ.ヨッピヒのもとでグレゴリオ聖歌セミオロジー（古記譜記号に基づ

く演奏法）の研究を重ねる。1979年、フランシスコ会司祭、Ｇ.ゴルドマン(在ドイツ)と一

緒に聖グレゴリオの家・宗教音楽研究所を設立。現在、聖グレゴリオの家・宗教音楽研究

所所長、カペラ・グレゴリアーナ指揮者。 

(3) 倉松隆観 氏 

大正大学史学科卒業。真言宗智山派宗務庁･総本山智積院に就職。1968年事相特別研究生、

宗務庁勤務の傍ら、千本釈迦堂に菊入頓如先生を尋ね、声明の指導を受け、以来多くの事

相講伝を受ける。智山派宗務庁･総本山智積院を退職後、観照院住職任命。講伝所所員を経

て 1986年講伝所常在阿闍梨、専修学院学監･綜芸種智院大学講師等を務め、事相講習会で

全国へ指導に出掛け、長く僧侶養成に携わる。｢倉松隆観僧正声明集｣の CD完成(2003)。

御七日御修法の大行事を務め(2005)、智山派法務部長、総本山智積院執事(2008)。現在、

真言宗智山派観照会主宰。 

(4) ムハンメッド・ラーシット・アラス 氏 

トルコ・カイセリに生まれ、イスタンブール大学にて神学を学ぶ。2007年、政府宗教局イ

マームとなる。2013年より東京ジャーミィ・イマーム。 

 

 内容に関するお問い合わせ先： 

国際基督教大学宗教音楽センター （担当：浅見） 

Tel: 0422-33-3330 

E-mail: smc@icu.ac.jp 

 取材に関するお問い合わせ先 

国際基督教大学パブリックリレーションズ・オフィス （担当：佐藤・橋本） 

Tel：0422-33-3040 Fax：0422-33-3764 

E-mail：pro@icu.ac.jp 

 

 

mailto:smc@icu.ac.jp
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国際基督教大学 パブリックリレーション・オフィス 行 

（FAX: 0422-33-3764） ＊6 月 2日（木）までにお申込ください。 

 

取材申込書 

 

 

貴 社 名： 

 

 

ご 所 属： 

 

 

お 名 前：                  同行人数： 

 

 

電話番号： 

 

 

F A X 番 号： 

 

 

E m a i l： 

 

 

カメラの有無（○で囲んでください） ムービー・スチール・無 

連絡・通信欄： 

（取材ご希望のプログラム） 

 

 

（掲載ご予定媒体等） 

 

 

 

国際基督教大学（ICU）パブリックリレーションズ・オフィス 

Tel: 0422-33-3040 / Fax: 0422-33-3764 / E-mail: pro@icu.ac.jp 

mailto:pro@icu.ac.jp
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Combining performances and lectures, this event will provide a chance 

to experience the vocal chant traditions of Hinduism, Buddhism, 

Christianity and Islam in performance with lecture-demonstrations.

基調講演・演奏 :  ガイ・ベック（ルイジアナ州 テュレーン大学 /フルブライト =ネルー・リサーチフェロー）　
　　　  演題 :  『聖なるラーガ－インドの声楽』 
Keynote speech and Performance: Guy Beck, US Fulbright-Nehru Research Fellow, Adjunct Professor, 

Tulane University, U.S.　　　　　　
　　　　　　       Title: �	:HJYLK�9HNHë=VJHS�4\ZPJ�6M�0UKPH	　

グレゴリオ聖歌 :  橋本周子（聖グレゴリオの家 宗教音楽研究所 所長）/ カペラ・グレゴリアーナ  
Gregorian chant: Chikako Hashimoto, Director of St. Gregory House, with Cappella Gregoriana

聲明 :  倉松隆観（観照会主宰 ) / 真言宗智山派観照会    
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クルアーン朗唱 :  ムハンメッド・ラーシット・アラス （東京ジャーミィ イマーム）   解説：下山茂（広報部長）　　
Qur’an recitation!�0THT�4\OHTTLK�9Hşit Alas, Tokyo Camii     Shigeru Shimoyama, Tokyo Camii

モデレーター :  マット・ギラン （ICU宗教音楽センター長）
4VKLYH[VY!�4H[[�.PSSHU��+PYLJ[VY�VM�0*<�:HJYLK�4\ZPJ�*LU[LY

2016年   6 月 4 日  （土）13:00～ 17:00  （開場 12:30）

Date/Time: Saturday, June 4th, 2016 / 13:00~17:00　Doors open:12:30

会場：国際基督教大学礼拝堂   〒 181-8585東京都三鷹市大沢 3-10-2

Place: International Christian University Church, 3-10-2, Osawa, Mitaka, Tokyo, 181-8585

入場無料　要予約　メール、電話、又は Facebookにてお申し込みください。
Entrance free 　Please reserve by e-mail, phone or through the Sacred Music Center Facebook page.

E-mail: smc@icu.ac.jp　 ☎ 0422-33-3330     　　ICU Sacred Music Center/国際基督教大学宗教音楽センター 

主催：国際基督教大学宗教音楽センター    http://subsite.icu.ac.jp/smc/

Organized by International Christian University Sacred Music Center 　

後援：日本国際基督教大学財団
Sponsored by Japan International Christian University Foundation 

᪗

* 基調講演のみ英語となります。
The keynote speech will be in English.

ガイ・ベック
Guy Beck　　

マット・ギラン
4H[[�.PSSHU
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倉松隆観
Ryu

ë
kan Kuramatsu 　

橋本周子
Chikako Hashimoto 　

ムハンメッド・ラーシット・アラス
4\OHTTLK�9Hşit Alas
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Press Release                                                      May 27, 2016 

 

Sacred Voices  
Combining performances and lectures, this event will provide a chance 

to experience the vocal chant traditions of Hinduism, Buddhism, 

Christianity and Islam in performance with lecture-demonstrations. 

On June 4 (Sat.), 2016, the Sacred Music Center of ICU (International Christian University; 

Mitaka-shi, Tokyo; President: Junko Hibiya) will hold a symposium where guests from the 

Christian, Buddhist, Islamic and Hindu circles will speak and perform for us to experience 

various praying voices. 

The symposium will be open to the public. The media hoping to cover this event are required 

to return the attached coverage application form by Thursday 2nd June, 2016. 

 

Message from Matt Gillan, Director of ICU Sacred Music Center 

Music is one of the foundations of a Liberal Arts education, and ICU is proud of its 

thriving musical culture, both inside and outside of classes. The Sacred Voices 

event is something of a new departure for the Center, both in scale and content. 

We aim to experience some of the ways that the musical voice is used in ritual 

contexts, and to think about the similarities and differences between world 

religions and the way they use the voice in ritual performance. We also hope that 

this event serves as a way to reach out to other parts of the Japanese and world 

community, and build bridges in a way that music is particularly good at. In a 

world in which faith often becomes a focus for division, we offer this event in a 

spirit of respect and hope for mutual understanding. 

（Coverage is possible to correspond in either Japanese or English） 

 

 Outline 

Date /Time：Saturday, June 4th 2016 / 13:00 – 17:00 

Place ：International Christian University Church 

        3-10-2, Osawa, Mitaka, Tokyo, 181-8585 

        Campus Map：http://www.icu.ac.jp/en/about/campus/index.html 

Program： 

(1) Keynote speech and Performance: 

Guy Beck, US Fulbright-Nehru Research Fellow, Adjunct Professor, Tulane University, U.S. 

Title: “Sacred Raga-Vocal Music of India”   * The keynote speech will be in English. 

(2) Buddhist shômyô:  

Kuramatsu Ryûkan, Shingon sect, Chisan branch, with Kanshûkai group 

(3) Gregorian chant: 

Chikako Hashimoto, Director of St. Gregory House, with Cappella Gregoriana 

(4) Qur’an recitation: 

Imam Muhammed Raşit Alas, Tokyo Camii  Shigeru Shimoyama, Tokyo Camii 

 

Moderator: Matt Gillan, Director of ICU Sacred Music Center 
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 Speech and Performance 

(1) Guy Beck 

He holds an MA in musicology and a Ph.D. in religion from Syracuse University, as 

well as degrees in Indian music from institutions in India. His book Sonic Theology: 

Hinduism and Sacred Sound (1993) won wide acclaim for its presentation of the 

theoretical dimensions of sacred sound and music in Hinduism. He is editor of 

Sacred Sound (2006), the undergraduate text for the study of music in world 

religions. His most recent book, Sonic Litury: Ritual and Music in HinduTradition 

(2012), explores the historical relationship between Hindu ritual and Indian classical 

and devotional music through analyses of Vedic ritual, Sama-Gana, Natya-Sastra, 

Gandharva Sangita, and Bhakti traditions. He is currently Adjunct Professor of Asian 

Studies & Continuing Studies at the School of Liberal Arts, Tulane University. 

(2) Chikako Hashimoto 

Obtained a diploma from the Sacred Music department at Cologne University of 

Music, and a degree in vocal performance from the Rhineland State Conservatory of 

Music. She is Principal of St. Gregory House Institute for Religious Music, Tokyo, 

where she directs the Cappella Gregoriana. She is also active as a music scholar, 

focusing on performance practice of Gregorian chant. 

(3) Ryūkan Kuramatsu 

Born in Tochigi, Japan. He graduated from History department, Taisho University 

and began work at Chishakuin, head temple of the Shingon Chisan school. He 

participated in recordings of Shingon Shōmyō and began teaching Shōmyō at 

Shuchiin University and at temples around Japan. Kuramatsu leads Kanshōkai, a 

group of monks from the Chisan-ha of the Shingon school of Buddhism. 

(4) Muhammed Raşit  Alas 

Born in Kayseri, Turkey.  He entered department of Theology, University of Istanbul. 

Imam of the Turkish Government Council of Religious Affairs in 2007. He has been 

Imam of Tokyo Camii since 2013. 

 Inquiries about the event： 

International Christian University Sacred Music Center 

Tel: 0422-33-3330 

E-mail: smc@icu.ac.jp 

 Inquiries about the coverage 

International Christian University  Public Relations Office 

Tel：0422-33-3040  Fax：0422-33-3764 

E-mail：pro@icu.ac.jp 

mailto:smc@icu.ac.jp
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To International Christian University  Public Relations Office 

（FAX: 0422-33-3764） *Please return this form by Thursday 2nd June, 2016 

 

Coverage application form 

 

 

Company Name： 

 

 

Affiliation ： 

 

 

N a m e：                   

 

 

T E L： 

 

 

F A X： 

 

 

E m a i l： 

 

 

Camera (please circle one): Movie / Still / None 

Remarks: 

(Program to be covered) 

 

 

(Name of media) 

 

 

 

International Christian University  Public Relations Office 

Tel: 0422-33-3040 / Fax: 0422-33-3764 / E-mail: pro@icu.ac.jp 

mailto:pro@icu.ac.jp

