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َّفالََّّهللاََّّيهدهَََّّّمنَّأعمالنا،َّوسيئاتََّّأنفسناََّّشرورََّّمنََّّابهللََّّونعوذَّونستغفره،ََّّونستعينهَّحنمدهََّّهللََّّاحلمدََّّإن َّ
وأشهدَّأن َّحممداَّعبدهَّ،َََّّّلهََّّشريكََّّالََّّوحدهَّهللاََّّإالََّّإلهََّّالََّّأن َََّّّأشهدََّّله،ََّّىهادََّّفالََّّيضللََّّومنَّله،ََّّمضل

َّ.ورسوله
َّ{ُمْسِلُمونََََّّّوأَنْ ُتمَََِّّّْإال ََََّّتُوُتن ََََّّّوالََّّتُ َقاتِهََََِّّّحق ََّّهللاََََّّّات  ُقواََّّآَمُنواََّّال ِذينَََّّّأَي َُّهاََّّيَّ}

        [  102:  عمران  آل]        
َهاََّوَخَلقَََّّواِحَدة َََّّّنَ ْفس َََِّّّمنَََّّخَلَقُكمَََّّّْال ِذيَََّّرب ُكمَََُّّّات  ُقواََّّالن اسَََّّّأَي َُّهاََّّيَّ} ُهَماَََّّوَبث ََََّّّزْوَجَهاََِّّمن ْ ََّكِثرياًَََّّّرَِجاالًََِّّمن ْ

.   َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{َََّّرِقيباًََََّّّعَلْيُكمََََّّّْكانَََّّّهللاََََِّّّإن ََََّّّواألْرَحامََََّّّبِهََََِّّّتَساءُلونَََّّّال ِذيََّّهللاَََََّّّوات  ُقواَََّّوِنَساءًَّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[1:  النساء].                                                                

ََّوَمنَََُّّّذنُوَبُكمََََّّّْلُكمََََّّّْويَ ْغِفرََََّّّأْعَماَلُكمََََّّّْلُكمَََُّّّْيْصِلحَََّّّْ(70)َََّّسِديداًَََّّّقَ ْوالًََََّّّوُقوُلواَّهللاََََّّّات  ُقواََّّآَمُنواََّّال ِذينَََّّّأَي َُّهاََّّيَّ}
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{ََّعِظيماًََّّفَ ْوزاًَََّّّفَازَََّّّفَ َقدََََّّّوَرُسولَهََُّّهللاََََّّّيُِطعَّ

         [  71-70:  األحزاب].                                                           
َّوكلََّّحمداثهتا،َّوشراألمور،َََََّّّّوَسل مَََََّّّعَلْيهََّّاّلل ََََُّّّصل ىََّّحممدََّّهديَّاهلديََّّوخريَّهللا،ََّّكتابََّّاحلديثََّّخريَّفإن َّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّضاللةََّّبدعةََّّوكل،ََََّّّّبدعةََّّحمدثة

َّالن ِب ََّّ-رضىَّهللاَّعنه-َََّّعْنََّأِبََّذر  َّ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قَاَلََََّّّّ-َصل ىَّهللاََّعَلْيِهََّوَسل َمََََّّّّ-َأن 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقَاَل:ََّّ،ََّّ»أََتْدُروَنَّأَْيَنََّتْذَهُبََّهِذِهَّالش ْمُس؟«َّقَاُلوا:َّهللاََّوَرُسولُُهَّأَْعَلُمََّّ

ََّساِجَدًة،ََّفاَلَّتَ زَاُلََّكَذِلَكَّحَّ َتِهَيَِّإََلَُّمْستَ َقر َِهاَََّتَْتَّاْلَعْرِش،َّفَ َتِخرُّ َّتَ ن ْ َّيُ َقاَلَّهَلَا:َّ"َِّإن ََّهِذِهَََّتْرِيََّحَّت  َّت 
َهاَََِّّّجْئِت،ََّفََتِْجُعَّفَ ُتْصِبُحَّطَالَِعًةَِّمْنََّمْطِلِعَهاَّاْرتَِفِعي،َّاْرِجِعيَِّمْنََّحْيثَّ ،َُُّث َََّتْرِيَّاَلََّيْستَ ْنِكُرَّالن اَسَِّمن ْ

َتِهَيَِّإََلَُّمْستَ َقر َِهاََّذاَكَََّتَْتَّاْلَعْرِش،َّفَ يُ َقاُلَّهَلَا:َّاْرتَِفِعيََّأْصِبِحيَّطَالَِعًةَِّمْنَّمََّ َّتَ ن ْ ًئاََّحَّت  ْغرِِبِك،َّفَ ُتْصِبُحََّشي ْ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالَِعًةَِّمْنََّمْغرِِِبَاَّ"،َّفَ َقاَلََّرُسوُلَّهللِاََّصل ىَّهللاََّعَلْيِهََّوَسل َم:طََّ

أَْوََّكَسَبْتَِّفَِّإميَاُِنَاََّخرْيًا{ََّّ"َّأََتْدُروَنََّمََّتََّذاُكْم؟ََّذاَكَِّحنَيَّ}اَلَّيَ ن َْفُعَّنَ ْفًساَِّإميَاُُنَاََّلَََّْتُكْنَّآَمَنْتَِّمْنَّقَ ْبلَُّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[158]األنعام:َّ

"َّ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحبسبانَّوالقمرََّّالشمسََّّصفة"ََّّابب"َّ،ََََّّّّاخللقََّّبدء"ََََّّّّكتاب (3199أخرجهَّالبخاري)
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ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّملسلمَّ.ََّّواللفظ"،ََّّاإلميانََََّّّّفيهََّّيقبلََّّالََّّالذيََّّالزمنََّّبيان"ََََّّّّب،َّاب"ََََّّّّاإلميانَّ"ََََّّّّكتاب(159ََّّ)ومسلمََّّ

َّعليهََّّهللاََّّصلىََّّالنِبََّّعنََّّمتواترةِفَّذلكََََّّّّاألخباروَََّّّمغرِبا،َّمنَّالشمسََّّطلوععلىَّمسألةَََّّّاملفسرونََّّأمجع
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوسلمَّ.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاريينَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقالَّالسف َّ
َّالنِبََّّعلىَّلاملنز َََّّّوابلكتابََّّبل،ََََََّّّّّّالصرحيةََّّواألخبارََّّالصحيحة،ََّّابلسنةََّّاثبتََّّمغرِباَّمنَّالشمسََّّطلوع

1َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذلكَّ.ََّّعلىََّّمجهورهمََّّأوََّّروناملفس َََّّّأمجعَّوََّّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّ،ََّّاملرسل

َِّفََََّّّكَسَبتَََّّّأَوََّّقَ ْبلَََُِّّّمنَّآَمَنتََََّّّتُكنََََّّّلََََِّّّْإميَاُُنَاََّّنَ ْفًساََّّيَنَفعَََُّّّالََََّّربِ كَََّّّآَيتََّّبَ ْعضَََََّّّيِْتَََّّّيَ ْومََََّّّ)تعاَلََّّهللاََّّقال
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[158: األنعام](ََُّّمنَتِظُرونَََِّّّإّن َََِّّّظُرواَّْانتََََُّّّقلََََّّّخرْيًاََِّّإميَاُِنَا

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َّاآليةََّّهذهََِّّفََّّريناملفس َََّّّألقوالَّذكرهََّّبعدََّّالطربيََّّقال
:َّقالََّّأنهََّّ-وسلمَّعليهََّّهللاََّّصلى-َّهللاََّّرسولََّّعنََّّاألخبارََّّبهََّّتظاهرتََّّماََّّذلكََِّّفََّّابلصوابََّّاألقوالََّّوأوَل
2َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََّّّمغرِباَّمنََّّالشمسََّّتطلعََّّحنيََّّذلك

ََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:يَ ُقولَََّّّ-ََّوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىَّ-َّهللاََََِّّّرُسولََََّّّسَِْعتَّ:َّقَالََََّّّّ-رضىَّهللاَّعنه-ُهَريْ رَةَََِّّبَّعنَّأوَّ*ََّّ
َها،َََّّمنَََّّّآَمنَََّّّالن اُس،َََّّوَرآَهاََّّطََلَعتَََّّّفَِإَذاَََّّمْغرِِِبَا،ََِّّمنَََّّّالش ْمسََََّّّتْطُلعَََََّّّحَّت ََّّالس اَعةَََُّّّتَ ُقومَََُّّّاَلَّ"ََّّ ََََََّّّّّفَذِلكََََّّّعَلي ْ

َفعَََُّّّاَلَّ}ََِّّحنيَّ 3َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ.َّ[158:  األنعام]{َخرْيًاَِّإميَاُِنَاََِّّفََََّّّكَسَبتَََّّّأَوَََّّّقَ ْبلَََُِّّّمنَََّّّآَمَنتََََّّّتُكنَََّّلََََِّّّْإميَاُُنَاََّّنَ ْفًساََّّيَ ن ْ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َََّّوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاَََُّّصل ىََّّهللاََََِّّّرُسولََّّقَالَّ:ََّّقَالَََّّّ-رضىَّهللاَّعنه-ُهَريْ رَةَََََّّّأِبَََّّعنَّ*
َفعَََُّّّاَلَّ"َََََّّّّخَرْجنََِّّإَذاَََّّثاَلث َّ"ََّّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ:َّ"َََّّخرْيًاَِّإميَاُِنَاََِّّفََََّّّكَسَبتَََّّّأَوَََّّّقَ ْبُل،َِّمنََّّآَمَنتََََّّّتُكنََََّّّلََََِّّّْإميَاُُنَاََّّنَ ْفًساَّيَ ن ْ

4َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"َّ.َََّّّاأْلَْرضََََّّّوَداب ةََََُّّّوالد ج اُل،ََّّ،َََّّمْغرِِِبَاَِّمنََّّالش ْمسَََّّّطُُلوعَُّ
هللاَّعليهَََّّّىصل–؛َّوذلكَّأنَّالنِبََََّّّّوهذاَّاحلديثَّفيهَّداللةَّعلىَّأنَّالقرآنَّقدَّدلَّعلىَّخروجَّالدجال

َّالش ْمسَََّّّطُُلوع"،َُّثَّفص لَّهذهَّاآليتَّبذكرَََّّربِ كَََّّّآَيتَََّّّبَ ْعضَََََّّّيِْتَََّّّيَ ْومََّ قدَّذكرَّاأليةَّ،َّوفيهاَّ"ََّّ-وسلم
 

  إلى  والقائد ( 83ص/)  المرضية  الفرقة  عقد في  المضية  الدرة  حاشية   و(122ص/)البهية األنوار  لوامع وانظر مختصر  1

 ( 17/ص)العقائد تصحيح
 (8/103)القرآن تأويل  في البيان جامع   2
 (157)(ومسلم 4635البخاري)أخرجه  3
 (9752وأحمد)( 158) أخرجه مسلم 4
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ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّ"ََّّاأْلَْرضََََّّّوَداب ةََّّ،َوالد ج الََّّ،َََّّمْغرِِِبَاَِّمنَّ
َفعَََُّّّاَلََََّّّربِ كََّّآَيتَََّّّبَ ْعضَََََّّّيِْتَََّّّيَ ْومََّ:َّ}َوَجل َََّّعز ََّّقَ ْولِهَِّأنهَّقرأَََّّّ-َعْنهَََُّّّاّلل ََََُّّّرِضيََّّ-بنَّمسعودَََّّّاّلل ََََِّّّعْبدَََِّّعنَّوَّ* َّيَ ن ْ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َّقَالَُّثََّّ،ََّّ{ََّّقَ ْبلََُِّّمنََّّآَمَنتََََّّّتُكنََََّّّلََََِّّّْإميَاُُنَاََّّنَ ْفًسا
ْنَسانَََّّّيَ ُقولَََّّّ(9)ََّواْلَقَمرَََّّّالش ْمسََََّّّومجُِعََّ}ََّّاآْليَةَََََّّّهِذهََِّّقَ رَأََََُُّّّث َََّّّ،ََّّ«َمْغرِِِبَاََِّّمنََّّالش ْمسَََّّّطُُلوعَُّ» َّأَْينَََّّّيَ ْوَمِئذ َََّّّاإْلِ

5ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.  [10: القيامة]{ََّّ(10)اْلَمَفرَُّّ
:َََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقالََّّ-رضىَّهللاَّعنهما–ََّّعباسََّّابنابنَّعبدَّالربَّبسندهَّعنََََّّّّوقدَّأخرج

:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،فقالََََّّّّخيطبَّ-رضىَّهللاَّعنه–ََّّاخلطابََّّبنََّّعمرَََّّسعت
َّ-َّوسلمََّّعليهَّهللاََّّصلى-ََّّهللاََّّرسولَّأنَََّّّذلكََّّآيةََّّوإن،َََََّّّّعنهََُُُّّتَدعن َََّّّفال،َََّّّحقََّّالرجمََّّإن:ََّّالناسََّّأيها"ََّّ
،َََّّّابلرجمََّّبونَّيكذ َََِّّّاألمةََّّهذهََّّمنََّّقومََّّوسيكون،َََّّّبعدمهاََّّنامجَّرََََّّّقدََّّوأّن،ََََّّّّمجَّرََََّّّقدَََّّّبكرََّّأابَّوأنَّ،ََََّّّّمجَّرََََّّّقدَّ

َّ"ََّّابلشفاعةََّّبونويكذ َِّ،َََّّّمغرِباََّّمنََّّالشمسََّّبطلوعََّّبونويكذ َِّ،ََََّّّّابلدجالََّّبونويكذ َِّ

:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّابنَّعبدالربََّّقالُثََّّ
َّواحلجةََّّاجلماعةََّّوهم،ََََِّّّّباََّّالتصديقََّّعلىََّّالسنةََّّوأهل،ََََّّّّالفصولََّّهذهََّّبكلََّّبكذ َِّتَََُّّّواملعتزلةََّّكلهاََّّخلوارجا

6َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّنبيهمََّّبسنةََّّاستمساكهمََّّمنََّّعليهََّّهمََّّمبا،ََََّّّّخالفهمََّّمنََّّعلى
القرطِبَّ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأبوَّالعباسََّّقالََّّ

َّفيها،ََّّإحالةَّالَّإذَّ؛ََّّظاهرهاَّعلىَّاآليتََّّمنََّّوغريهاََّّمغرِباَّمنَّالشمسََّّطلوعََّّمحلََّّالسن ةََّّأهلََّّومذهب
َّالتصديقََّّفيجبََّّوُشهرهتا،ََّّكثرهتاََّّمعََِّّباََّّالصحيحةََّّاألخبارََّّتظاهرتََّّوقدَََّّّنفسها،ََِّّفََُُّّمكنةََّّأمورََّّوهي
7ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّهلاََّّاملبتدعةََّّأتويالتََّّمنَّلشيءََّّيُلتفتََّّوالََِّّبا،

املهتمنيَّابإلعجازَّالعلميَّبذكرَّالدالئلَّالعلميةَّوالنظريتَّاحلديثةَّاملثبتةَّملسألةَََّّّسعىَّمجاعةَّمنقدََّّ
8َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنَّمغرِباَّ.َّطلوعَّالشمس

 
  « يخرجاه ولم،   الشيخين شرط  على صحيح حديث  هذا»:الحاكم   (وقال3879)والحاكم(19444)شيبة  أبي ابنأخرجه  5

 ومسلم"  البخاري شرط على  ،وقال الذهبي :"
                                                                                 (10/10)واألسانيد  المعاني من الموطأ في  لما التمهيد 6

                  ،وقال الشيخ أحمد شاكر: (156) (وأحمد في المسند768أخرجه اآلجري في الشريعة)وأثرعمر بن الخطاب قد 
 صحيح".  إسناده  "
 (1/373)مسلم   كتاب  تلخيص من أشكل  لما فهمالم   7
  الشمس  لمسألة طلوع العلمي اإلعجاز  حول  األرض وعلوم  الجيولوجيا أستاذ النجار  زغلول  الدكتور ومن ذلك ما ذكره  8

                                                                                                                مغربها ،حيث قال :    من
  والنهار،  الليل عنه ينتج الذي  الدوران  ،وهذا  ساعة  24 كل في  كاملة دورة نفسها حول   تدور  األرض  بأن المعروف  " من
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،َّوأماَّالنظريتَّالعلميةَََّّّوإمجاعَّاألمةََّّالغنيةَِّفَّذلكََّتصلَّمباَّوردَّمنَّأدلةَّالكتابَّوالسنةوالَّشكَّأنََّّ
يتَّبشريةََّّالنفيَّ؛َّوذلكَّأُناَّنظرَََّّّوأهاَِّفَّاإلثباتََّّلكنَّالَّيُركنَّوالَّيستندَّإليفهذهَُّماَّيستأنسَِّباَّ،َّوَّ

بَّالبلبلةَّلدىَّالبعضَِّفَّويعَتيهاَّالتغيريَّ،َّلذاَّفالركونَّإليهاَّقدَّيسب َِّقدَّيردَّعليهاَّاخلطأَّ،ويدركهاَّالوهمَّ،
َّاخلطورةَّ يتأملهَّ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنملثوابتَّالشرعَّ،َّوهذاَّمقامَّبنيِ 

                                                                                                               . [82:  النساء]{َََّّكِثريًاََّّاْخِتاَلفًاََِّّفيهََََِّّّلَوَجُدواََّّاّلل ََََِّّّغرْيَََِِّّّعْندَََِِّّّمنََََّّّكانََََّّّوَلوَّ}ََّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قَالَََّّّ-َوَسل مََََّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّ-الن ِب ََََّّّعنََََّّّّ-رضىَّهللاَّعنه-ُموَسىَََّّأِبََّّنَّ*عََّ
َُّمِسيءَََُّّّلِيَ ُتوبََّّاِبلن  َهارََََِّّّيَدهََََُّّّويَ ْبُسطََّّ،ََّّالن  َهارَََُِّّّمِسيءَََُّّّلِيَ ُتوبَََّّّاِبلل ْيلََََّّّيَدهََُّّيَ ْبُسطَََّّّ-َََّّوَجل َََّّعز َّ-ََّّهللاََََِّّّإن َََّّّ»

9َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّ«ََّمْغرِِِبَاََِّّمنَََّّّالش ْمسََََّّّتْطُلعََََّّّالل ْيِل،َحَّت َّ
َفعَََُّّّاَلَََّّربِ كَََّّّآَيتَََّّّبَ ْعضَََََّّّيِْتَََّّّيَ ْومََّ:َّ)تعاَلََّّهللاَّقوللبعدَّذكرهَََََّّّّّكثريََّّابنََّّالق َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،...(ِإميَاُُنَاََّّنَ ْفًساََّّيَ ن ْ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قال،ََّّ مغرِباََّّمنََّّالشمسََّّطلوعَِّفَّجاءتََّّاليتََّّاألحاديثََّّمنَّملةهَّجلذكرَّوَّ

َّمنََّّالشمسََّّطلوعََّّبعدََّّوتوبةَّإمياّنًََّّأحدثََّّمنََّّأنََّّعلىََّّدليلََّّالكرميةََّّاآليةََّّمعَََّّّاملتواترةََّّاألحاديثََّّفهذه
َّعلىََّّالدالةََّّوعالماهتاََّّالساعةََّّأشراطََّّمنََّّذلكََّّألنََّّ-ََّّأعلمََّّوهللاََّّ-َّكذلكََّّكانَََّّّوإمناََّّ؛ََّّمنهَّيقبلََّّالََّّمغرِبا
10ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّالقيامةََّّيومََّّمعاملةَّالوقتََّّذلكََّّوملفعَََُّّّ؛ََّّودنوهاََّّاقَتاِبا
َفعَََُّّّاَلَّ:َّ}تعاَلََّّقولهََِّّفََّّكثريََّّابنََّّوقال ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{ََّّقَ ْبلَََُِّّّمنَََّّّآَمَنتَََّّتُكنََََّّّلََََِّّّْإميَاُُنَاَّنَ ْفًساََّّيَ ن ْ

َِّفَّمصلحاًََّّكانَََّّّفإنَََّّّذلك؛ََّّقبلََّّمؤمناًََّّكانَََّّّمنََّّفأماََّّمنه،ََّّيقبلََّّالَّيومئذ؛ََّّإمياّنًَََّّّالكافرََّّأنشأََّّإذا:َّأي
َّعليهَّدلتَّكماََّّ؛ََّّتوبتهََّّمنهََّّيقبلَََّّلََّّحينئذ ََّّتوبةََّّفأحدثََّّ؛ََّّمصلحاًَََّّّيكنََّلََّّوإنََّّعظيم،ََّّخبريَّفهوََّّعمله؛

  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:{َخرْيًاََِّّإميَاُِنَاَِّفَََّّكَسَبتَََّّّأَوَّ:َّ}تعاَلََّّقولهََّّملحيََّّوعليهََّّالكثرية،ََّّاألحاديث

11ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ".ذلكََّّقبلََّّبهََّّعامالًَََّّّيكنَََّّلََّّإذاََّّصاحلََّّكسبَّعملََّّمنهاَّيقبلََّّوال

التوبةَّبعدَّطلوعَّالشمسَّمنَّمغرِباَّفقال:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنَّالعلماءَّمنَّفص لَِّفَّقبول
 

                                                                . الغرب من تغرب  و  الشرق من الشمس  تظهر اتجاهه  خالل   من و
  لهذا طبيعية  وكنتيجة  سنة،  100 كل في الثانية من جزء   هذا، دورانها سرعة  من  تبطئ  األرض بأن للعلماء وقد ثبت 
                                                                      … الدوران عن تماما   األرض  فيه   تتوقف وقت يأتي فسوف التباطؤ

  كما - الشرق  من  الشمس تشرق  أن من وبدال   ، وعندها عكسي  اتجاه  في  بالدوران تبدأ أن  البد قصيرة توقف  فترة  بعد و
 . الغرب  من ستشرق  -هو عادتها 
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َّبقوهلمَّإنََّّيقنيََّّلهََّّحصلََّّمجاعةََّّمنََّّوَسعََّّوبلغََّّذلكََّّبعدََّّولدََّّأوََّّاملغرب،ََّّمنَّالشمسََّّطلوعَّرأىََّّمنََّّأن
َّ.توبتهََّّوالَّإميانهََّّيقبلَّالَّاملغربََّّمنَّطلعتََّّالشمس

َّقليالًَََّّّإالََّّعنهَّيتحدثواََّّوال،َََّّّكانَََّّّماََّّالعظيمَّاألمرََّّهذاََّّمنََّّالناسََّّينسىََّّأنَّإَلَّالدنياََّّأيمَّامتدتََّّإنَّوأماََّّ
12َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.منهََََّّّّقُِبلََّّاتبََّّأوَّالوقتََّّذلكََِّّفََّّأسلمََّّفمنََّّالتواتر،ََّّوينقطعَََّّّاًَّخاصََّّعنهمََّّاخلربََّّفيصري

َََََََّّّّّّّمرفوعاَّ:ََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-رضىَّهللاَّعنهما-ََّّعمروَّبنََّّهللاََّّعبدََّّعنوقدَّاستدلواَّعلىَّذلكَّمباَّيُروىََّّ
                                      "َّ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسنةََّّومائةََّّعشرينَّمغرِباََّّمنََّّالشمسَََّّّطلوعََّّبعدَََّّّالناسَََّّّتبقىََّّ"

،َََّّّالقيامةََّّيومََّّإَلَّميتدَََّّّبل،ََََِّّّّباطلوعَّالشمسَّمنَّمغرَََّّّبيومََّّخيتصفحجبَّالتوبةَّعنَّالكافرَّوالعاصيَّالََّّ
َّمنََّّوأنََّّاحلالة،ََّّتلكََِّّفََّّأيََّّاملغربََّّمنََّّالشمسََّّطلوعَّوقتََّّوالتوبةََّّاإلميانََّّقبولََّّميتنعَََّّّأنهََّّزعمََّّملنََّّخالفاًَّ
َّ.منهََّّذلكََّّبلقَََُّّّأسلمََّّأوََّّذلكََّّبعدََّّاتب

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قَالََّّ-َوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّ-َِّب َّأنَّالن ََّّ-رضىَّهللاَّعنهما-اْلَعاصَّْبنََََِّّّعْمرِوَّْبنَََّّّهللاََََِّّّعْبدَّروىََّّ-1
ْغِرِب،ََِّّمنَََّّّالش ْمسََََّّّتْطُلعَََََّّّحَّت ََََّّّمْقُبوَلةًَََّّّالت  ْوبَةَََُّّّتَ زَالََََّّّوال"ََّّ

َ
ََََََََِّّّّّّّّفيِه،َّمبَاََّّقَ ْلب َََُّّّكل ََََّّّعَلىََّّطُِبعَََّّطََلَعتََّّفَِإَذاََّّامل

13ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّ"ََّّاْلَعَملََََّّّالن اسَََّّّوَُكِفيَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قالََّّ-رضىَّهللاَّعنهما-عمروََّّبنََّّهللاََّّعبدَََّّّعنوَّ

َبعَََّّّْالسِ ْلكَََّّّيُ ْقَطعَََّّّفَِإنَّْ،ََََِّّّّسْلك َََِّّّفََََّّّمْنظُوَمات َََّّخَرزَات َََّّّاآلَيتَّ:َّ"ََّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصليََّّهللاََّّرسولََِّّقال َّيَ ت ْ
14َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ".بَ ْعضاًَََّّّبَ ْعُضَها

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قَاَلتَََّّّ-َعْنهاََّّاّلل ََََُّّّرِضيَّ-ََّعاِئَشةَََََّّّعنَّوَّ
15َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ.َّ"ََّّاأْلَْعَمالََََّّّعَلىََّّاأْلَْجَسادََََُّّّوَشِهَدتََّّاحْلََفظَُة،َََّّوُحِبَستََّّاأْلَْقاَلُم،ََّّطُرحتََّّاآْلَيِت،ََّّأَو لَََّّخرَجَََِّّّإَذا"ََّّ

َّغيِبََّّشيءألنهَََّّّ،يقالَّمنَّجهةَّالرأيََََّّّّالُماََََّّّّهذاََّّمثلََّّألن؛َََّّّالرفعَّإنَّلهَّحكمََّّفَََّّّ،موقوفاًَََّّّكانََّّوإنَََّّّوهو

 
 (22/349) الصحيح الجامع لشرحوالتوضيح ( 7/146)القرطبي تفسيرو(3/187المصابيح) شرح في  المفاتيحوانظر 12
وقال األلباني في    اإلسناد " .  حسن  الحديث :"هذا   (3/232في تفسيره) قال ابن كثير، و(1671أخرجه أحمد) 13

 "صحيح الشيخ أحمد شاكر: " إسنادهوقال   ,"  ثقات  كلهم رجاله ،  حسن  شامى إسناد " وهذا : (5/34اإلرواء)
 "   يخرجاه ولم  مسلم، شرط على صحيح  حديث  هذا" ( ، وقال 8639(والحاكم )7040أخرجه أحمد) 14

 (1762)ح:الصحيحة األحاديث سلسلة " . وصححه الشيخ أحمد شاكر ،وانظر  مسلم   شرط على :" الذهبي، 
(، وقال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده  11/495في الفتح)  (،وصححه الحافظ14246") البيان جامع  أخرجه الطبري في " 15

 ( 3/232العظيم ") القرآن تفسيروانظر" صحيح". 
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.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاَّعلىَّالوحيََّّستندَّمََّّيكونََّّأنَََّّّبدََّّال،َّف
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثَّقالَََّّّ،َََّّّمجلةَّمنَّاألاثرَّاملرفوعةَّواملوقوفةَِّفَّذلكََّّحجرََّّابنوقدَّذكرََّّ

َّوَلَّ،ََّّالتوبةََّّاببََّّأغلقَّاملغربََّّمنَّطلعتَّإذاَّالشمسََّّأنَّعلىَّمتفقة،َََََّّّّّبعضاًَََّّّبعضهاََّّيشدََّّآاثرََّّفهذه
16.َََّّّالقيامةََّّيومََّّإَلَّميتدَََّّّ،َّبلََّّالطلوعََّّبيومََّّخيتصَّالََّّذلكََّّوأنََّّذلكَّ،ََّّبعدَََّّّيفتح

 ََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

َّاإلسالم،ََّّمنهََّّيقبلََّّالََّّالكافرََّّوأنَّ،ََََّّّّمغرِباََّّمنََّّالشمسََّّطلوعَّبعدَََّّّتقبلََّّالََّّالتوبةََّّأنََّّعلىََّّدلتََّّالنصوصف
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.يشاهدهاَََّّلُوجدَّبعدهاَّوَََّّّمنََّّوبنيََّّاآليةََّّهذهَّشاهدَََّّّمنََّّبنيََّّالنصوصََّّقتفر َََِّّّوَل

قالَّزينَّالدينَّالعراقيَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّأكثرَّوتناساهَََّّّمغرِباَّمنَّالشمسََّّطلوعَّبعدََّّاحلالََّّتراخىََّّإذاَّيقولََّّالبلقيينََّّحفصَّأبوََّّشيخناََّّكانَّ

َّدليلََّّإَلََّّحيتاجَّوهذا،ََََّّّّاإلميانَََّّّإَلََّّالناسََّّتضطرََّّاليتََّّاآليةََّّلزوال؛ََََّّّّذلكََّّبعدَََّّّواإلميانَََّّّالتوبةَََّّّبلتقَََُّّّالناس
َّيومََّّقبلََّّبذلكََّّالعهدَََّّّيطولََّّحبيثَّلوتطاوََُّّمهلةَّفيهََّّيبقىََّّوال،َََّّّذلكَّبعدََّّيَتاخىََّّالزمانََّّأظنَّوماََّّ،

17َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.أعلمَّوهللا،َََّّّالقيامة
:ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمرفوعاًَََّّّ-عنهماََّّهللاَّرضى-ََّّعمروَّبنََّّهللاََّّعبدََّّعنََّّيُروىبهَّمباََََّّّّاستدلواأماَّماََّّوَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"ََّّسنةََّّومائةََّّعشرينَّمغرِباََّّمنََّّالشمسََّّطلوعَّبعدَََّّّالناسََّّتبقى"

َّبنََّّهللاََّّعبدََّّعنََّّ(2/656)ََّّ"الفنت"ََِّّفََّّمحادَّبنََّّونعيمََّّ،(5/506)"املصنف"ََِّّفََّّشيبةََّّأِبَّابنََّّرواهََّّفقدَّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّموقوفاًََّّعمرو

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّحجرََّّابنََّّقال
18ََََََََََّّّّّّّّّّ.موقوفاًََّّعمروََّّبنََّّهللاََّّعبدَََّّّعنََّّ،جيدَََّّّبسندَََّّّتفسريهََِّّفََّّمُحيدََّّبنََّّعبدََّّأخرجهََّّوقدَّيثبت،ََّّالَّرفعه

َّأهلََّّعنَّحيملََُّّمنََّّكانَّ-َّعنهمارضىَّهللا–العاصََََّّّّبنََّّعمروََّّبنََّّعبدهللاومنَّاملقررَّعندَّالعلماءَّأنَّ
َّ.الكتاب

ََََِّّّّبا.ََّّوحيد ثََّّاإلسرائيلي اتََّّعنهاََّّينقلََّّفكانَََّّّالكتاب،ََّّألهلََّّكتبََّّعلىَّالريموكََّّحربََِّّفََّّحصلَّقدَّف
قالَّابنَّحجرَّ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّخيربَّفكانَّ،ََََّّّّالكتابََّّأهلََّّكتبََّّمنََّّةكثريَََّّّكتبََّّالريموكََّّوقعةَِّفَّلهََّّحصلَّالعاصََّّبنََّّعمروََّّبنََّّهللاََّّعبدَّوَّ

 
 ( 11/495فتح الباري) 16
 ( 8/247)التثريب طرح 17
 ( 11/361")الباري  فتح" وانظر  18
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َّوسلمََّّعليهََّّهللاَّصلىََّّ-َّالنِبََّّعنََّّحدثنا:َّلهََّّقالََّّرمباََّّأصحابهََّّبعضََّّكانََّّحَّت،ََََّّّّاملغيبةََّّاألمورََّّمنََّّفيهاََّّمبا
َّوهللا،ََََّّّّاالحتمالََّّلقوةََّّالرفعََّّاألمورََّّمنَّبهََّّخيربَّماََّّحكمََّّيكونََّّالََّّهذاََّّفمثلََّّالصحيفة،ََّّعنََّتدثناََّّوالَّ-

قالَّو19ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّأعلم
ابنَّكثريَّبعدَّذكرهَّحلديثَّيرفعهَّعبدَّهللاَّبنَّعمروَّ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّمنََّّأخذهََُّّماََّّعمرو،َّبنََّّهللاََّّعبدََّّكالمََّّمنَّيكونَََّّّوإمناََّّاحلديث،ََّّهذاََّّرفعََِّّفََّّوهمََّّيكونَََّّّأنَََّّّخيشى"ََّّ
20َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّ"ََََّّّّالزاملتني

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاألول : إن قيل : وما احلكمة من طلوع الشمس من مغرهبا ؟
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيقال يف اجلواب :     

َّامللحدونَََّّّزعمََّّولقدََّّلألشياء،ََّّباملقل َََِّّّالصانعَََّّّعلىََّّوتدلََّّالكل،ََّّتعمََّّآيةََّّمغرِباََّّمنََّّالشمسََّّطلوعأنََّّ
َََّّّيكون،ََّّالََّّذلكََّّأنَّالنجومََّّوأهل َّنمرودالَّمنَّاخلليلََّّطلبهَّماََّّعلىََّّالقدرةََّّويظهرََّّكذِبم،بذلكََََّّّّفيبنيِ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[258:َّالبقرة{َّ]ربَّاملغََََّّّمنَََِّّّباََّّفأتَّ:َّ}بقوله

َّمنََّّأطلعهاََّّشاءََّّإنَّملكه،َِّفَّالشمسََّّأنَّ،َّوَََّّّقدرتهََّّاملنكرينََّّيلريَََُِّّّاملغربََّّمنََّّيوماًَََّّّ-تعاَلََّّ–ََّّهللاََّّفيطلعها
21ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّاملغربَّمنََّّأطلعهاَّشاءََّّوإن،ََََّّّّاملشرق

:                                                                                                  من وجوه    * واجلواب
األول :                                                                                                          -

َّألنَََّّّكافرًا؛ََّّكانَََّّّإنََّّإميانهَّيقبلََّّوالَّ،ََّّاًَّمذنبَّكانَََّّّإنََّّتهتوبََّّتقبلََّّالََّّاملغربََّّمنَّالشمسََّّطلوعَّشاهدَّأنَّمنََّّ
َّكقومََّّابلعذاب؛ََّّأُهلكتََّّاليتََّّاألممََّّمجيعَََّّّفإنَََّّّمقبول،َّغريفََّّابملشاهدةََّّوأم اَّمقبول،َّابلغيبََّّوالتوبةََّّاإلميان

َّفرعونَََّّّآمنََّّوكذلكَّفقدََّّإمياُنم،ََّّقبلفلمَّيَََُّّّتعاَلَّ،ََّّهللاََّّعذابََّّرأَواََّّحنيََّّآمنواََّّوغريِهمَّوُلوطََّّوصاحلََّّمثودََّ

 
 (193ص/) النكت على كتاب ابن الصالح 19
                                                                                                        ( 3/271)العظيم القرآن تفسير 20

  في  الكتاب أهل كتب من بعيرين حمل على عثر  وكان عليه، يحمل  الذي  البعير وهي،   زاملة  تثنية" : الزاملتين و" 
واة بعض تحاشى ثم فمن  ، َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  للا   ىَصلَّ   النَّبِي إلى يرفعه  أن غير من فيها ما  ببعض ي َحد ِث   فكان  ،  «اليرموك»   الر 

 .  احتياطا   عنه  الرواية
 (3/476)الصحيحين حديث  من  المشكل كشف(و7/96)  القرآن ألحكام الجامعوانظر 21
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َِّمنََّّوَُكْنتَََّّّقَ ْبلََََُّّّعَصْيتََََّّّوَقدَََّّّآآْلنَّ:َّ}تعاَلََّّبقولهََّّأجيبََّّبلََّّإميانه،ََّّيقبلَََّّلََّّولكنَّ،ََّّقالَغرَََّّّأدركهََّّحني
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[91:َّيونس{َّ]اْلُمْفِسِدينَّ

الثاين :                                                                                                  –
َّكلََّّمعهَُّتمدََّّماَّالفزعََّّمنََّّقلوِبمََّّإَلَّخلصَّألنهَّمغرِبا؛َّمنَّالشمسََّّطلوعَّعندَََّّّإمياُناََّّنفساًَََّّّينفعََّّالأنهََّّ

َِّفَّالقيامةََّّبدنوََّّإليقاُنمََّّكلهمََّّالناسََّّفيصريََّّالبدن،ََّّقوىََّّمنَّقوةََّّكلََّّوتفَتََّّالنفس،ََّّشهواتََّّمنََّّشهوة
َِّفََّّاتبََّّفمنََّّأبداُنم،ََّّمنََّّوبطالُناََّّ،ََّّعنهمَّاملعاصيََّّأنواعََّّإَلَّالدواعيََّّانقطاعََِّّفََّّاملوتََّّحضرهَّمنَّحال
22ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّاملوتََّّحضرهَّمنَّتوبةََّّتقبلََّّالَّكماََّّتوبتهََّّتقبلَََّّلََّّاحلالةََّّهذهََّّمثل

:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوإمجاعَّاألمةََّّسنةََّّوأماَّسجودَّالشمسَّفهوَّاثبتَّابلكتابَّوال
ََّواجْلَِبالََََّّّوالنُُّجومََََُّّّواْلَقَمرََََّّّوالش ْمسَََّّّاأْلَْرضَََِّّّفَََّّوَمنَََّّّالس َماَواتَََِّّّفَََّّمنَََّّلهََََُّّّيْسُجدَََّّّاّلل َََََّّّأن ََّّتَ رَََّّّأَلََّْقالَّتعاَلَّ)ََّّ

ََّّ(18ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ()احلج:ََّّالن اسَََِّّّمنَََّّّري َّوََكثََََِّّّوالد َوابََََُّّّّوالش َجرَّ
َّتسبيحََّّنفقهَّالوََّّ،ََّّالطيورََّّتسبيحََّّندركََّّالماَّأنناَََّّّكََّّ،ََّّندركهََّّالََّّكناََّّنَّوإََّّاحلقيقة،ََّّعلىََّّبذلكََّّنؤمنََّّحننوَّ

َّتَ ْفَقُهونَََّّّاَلَََّّوَلِكنَََّّّحِبَْمِدهََُِّّيَسبِ حَََُِّّّإال ََََّّّشْيء َََِّّّمنََََّّّوِإنَََّّّتعاَلَّ)ََّّهللقوَّحََّّتسب َِّولكنناَّنوقنَّأُناََََّّّّاجلمادات
                                                                                                                  [.44: اإلسراء] (َتْسِبيَحُهمَّْ

َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحقيقي.َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسجودََّّولكنهََّّنراه،ََّّوالَّسجودهاََّّندركََّّالَّكناََّّوإنَََّّّتسجد،ََّّالشمسفََّّوكذلك

َّعلىََّّطالعةََّّتزالََّّالََّّالشمسََّّنَّبدعوىَّأ؛ََّّنكرَّذلكَّابلتأويالتَّالباطلةََّّأمنََّّوالعقالنينيََّّأهلَّالكالمََََّّّّمن
َّانتهتََّّإذاَّالذيََّّمستقرهاََّّيكونََّّفأينََّّاألخرى؛ََّّاجلهةََّّعنَّوتغربَّمنها،ََّّجهةََّّعلىََّّتطلعََّّولكنهاََّّاألرض،

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!املشرق؟ََّّمنََّّالرجوعََِّّفَّواستأذنت،ََََّّّّسجدتََّّإليه
،َّفقالواَّأنَّسجودَّالشمسََّتتَّالعرشَّليسَّعلىََّتريفَّالنصَّعنَّموضعهََّّإَلَََّّّمنهمَّمنَّعمدَّوَّ*ََّّ

َّمنَّالساجدَََّّّانقياد،َّحاهلاَِّفَّذلكَّحالََََّّّّتعاَلََّّهللاََّّألمرَّيادهانقحقيقتهَّ،َّبلَّهوَّتعبريَّعنَّوتصويرََّّال
23ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!!وعالََََّّّّجلََّّربهََّّألمرََّّخضوعهَّوغاية،ََََّّّّانقيادهَََّّتامََّّمعلناًََّّأسفلَّإَلََّّخيرََّّوهوََّّفنياملكل َّ

 
 (3/179المصابيح) شرح في المفاتيح(و599وانظر التذكرة للقرطبي)ص/ 22
بقوله معقبا  على حديث الباب :                                            (23/20")والتنوير التحرير "   في  عاشور ابن ذلك على  نص كما 23

  بعض على بغروبها وينتهي األرضية الكرة  بعض على  بشروقها يبتدىء الذي  اليومي  الشمس  لسير وتقريب تمثيل وهذا  "
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الشرعيةَّ-جلَّعزوَّ-عنَّالقبولَّواإلذعانَّآليتَّهللاَََّّّقلوِبمََّّوالقاسيةََّّمرضََّّقلوِبمََِّّفَّذينالََّّذلكََّّينكرََّّإمنا
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالكونيةَّ.َََََََّّّّّّّ

َّ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيراتبونََََّّّّ-ََّّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّ-ََّّالنِبََّّصدقفَتاهمَِّفَّريبهمَّيَتددونَّ،َّوِفَّ
تعطيلَّوالتحريفَّسفلَّمنَّالدْركَّاألالحَّتَّساغتَِّبمَِّفََََّّّّالتسليمَّللشرعَّ،ََّّجفقدَّزل تَّأقدامهمَّعنَّدرََّ

َّوهمَّحيسبونَّأُنمَّحيسنونَّصنعاَّ.ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّهوَّأنهََّّويعتقدََّّوسلم،ََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّالنِبََّّعنََّّالصحيحةََّّاألحاديثََِّّفََّّجاءََّّمباََّّيؤمنََّّأنَََّّّاملسلمََّّحسبف
َّإَلَّذلكََّّعلمََّّيكلََّّبلََّّالشمس،ََّّفيهََّّتسجدََّّالذيََّّاملوضعََّّتعينيََّّمنََّّبهََّّلهََّّعلمََّّالََّّماَّيتكلفََّّوالََّّاحلق،

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.تعاَلََّّهللا
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                                                                            :أحدها
َّالتأويل،ََّّحيتملَّالَّنصاًَََّّّلرِباََّّتسجدَََّّّالشمسََّّأنَََّّّعلىََّّ-وسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّ-ََّّالنِبقدَّنصََّّ:ََّّيقالََّّأن

ََّتامََّّعنَّكنايةََّّسجودهاََّّأنََّّزعمََّّومنََّّ،ََّّجمازيًََّّالَّحقيقياًََّّسجوداًَََّّّتسجدََّّأُناََّّعلىََّّيدلََّّالنصََّّوهذا
ََّتريفََّّمنَّهذاََّّأنَََّّّشكََّّوالَّظاهره،ََّّعنَّالنصََّّصرفََّّفقدَََّّّله؛ََّّواستجابتها-تعاَل-ََّّهللاََّّألمرََّّانقيادها

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّمواضعهَّعنََّّالكلم

                                                                                                :الثاين  الوجه
َّالعرش،َََّّتتَّمستقرهاَّإَلََّّتنتهيََّّحَّتَََّّتريََّّالشمسََّّأنَّعلىََّّنصََّّ-وسلمََّّعليهَّهللاََّّصلىََّّ-َّالنِبََّّأن

َّالعرش،َََّّتتَّمستقرهاَّوهوََّّخمصوص،َّموضعََِّّفَّتسجدَََّّّإمناََّّأُناَّعلىََّّيدلََّّالنصََّّوهذاََّّساجدة،ََّّفتخر
َََّّّساجدةَّلكانتََّّله؛ََّّواستجابتهاََّّ-تعاَل-َّهللاََّّألمرَّانقيادهاَََّّتامََّّعنََّّكنايةََّّالشمسََّّسجودََّّكانََّّولو

َّابطلََّّقولََّّفهوالنصََََّّّّخالفَّوماََّّاحلديث،ََّّلنصَّاملخالفةََّّمنَّالقولََّّهذاََِّّفَّماَّخيفىَّوالََّّالدوام،ََّّعلى
َّ.مبطلَّكلََّّعلىََّّحجةَّابلنصََّّوكفىََّّمردود،

 
.                                                                                                                     األرضية،"  الكرة

  تحت  الشمس سجود  عن( 182/ص" ) !! المستشرقين شبه  ورد  السنة  عن دفاع"   كتاب صاحب   ش هبة  أبو  محمدويقول 
                                                                                              :                                    العرش

  لغة  يتذوق  لم من  هذا مثل  يستشكل وإنما العرب، لغة  في  ومستفيض  مستساغ وهذا والتمثيل، المجاز  قبيل  من وهذا " 
 " !! البيان وطرق  األساليب في االفتنان من لهم  وما ،  العرب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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                                                                                                   :الثالث  الوجه
َّلزمَّوماََّّالعرش،َََّّتتَّمستقرهاََّّإَلََّّانتهتََّّإذاََّّالشمسََّّسجودََّّعلىََّّالنصََّّفائدةََّّإلغاءََّّقولهذاَّالمنََََّّّّزميل

24ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.اطراحهََّّجيبََّّسوءََّّقولََّّفهوََّّالنص؛ََّّإلغاءََّّعليه

قالَّالزخمشريَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َفعَََُّّّاَلَّ}ََّّتعاَلََّّوقوله َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{ََّخرْيًاَِّإميَاُِنَاََِّّفَََّّّأَوَْكَسَبتَََّّّقَ ْبلَََُِّّّمنَََّّّآَمَنتَََّّتُكنََََّّّلَََِّّْإميَاُُنَاَّنَ ْفًساََّّيَ ن ْ

َّوَلََّّوقتهَِّفَّآمنتََّّاليتََّّالنفسََّّوبنيَّاإلميان،ََّّوقتَّغريََِّّفََّّآمنتَّإذاََّّالكافرةَّالنفسََّّبنيََّّترىََّّكماََّّيفر قََّّفلم
َّتنفكََّّأنََّّينبغيََّّالََّّقرينتني،ََّّبنيََّّمجعَّ(ََََّّّّالص احِلاتََََّّّوَعِمُلواََّّآَمُنواَّال ِذينَّ)َََّّّقولهََّّأن َََّّّليعلمََّّ،ََّّخرياًَََّّّتكسب
25َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّواهلالكََّّفالشقوةََّّوإالََّّويسعد،َّصاحبهماََّّيفوزََّّحَّتََّّاألخرى،ََّّعنََّّإحدامها

َفعَََُّّّاَلَّ}وهوَّاملرادَِّفَّقولهَّتعاَلَّ،ََََّّّّالكافرََّّأنَِّفَّعقيدتهََّّصحةََّّعلىَّاالستداللََّّيرومالزخمشريََّّأنََّّ َّيَ ن ْ
{ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخرْيًاَِّإميَاُِنَاََِّّفََََّّّكَسَبتَّأوََّّ}عاَلََّّتوهوَّاملرادَِّفَّقولهََََّّّّوالعاصي،ََّّ{ََََّّّّقَ ْبلََُِّّمنََّّآَمَنتََََّّّتُكنََََّّّلََََِّّّْإميَاُُنَاََّّنَ ْفًسا

َّظهورَّبعدَََّّّيستدركانهََّّمباََّّاالنتفاعََّّعدمَِّفَّبينهماََّّىسو َََّّّإذََّّ؛ََِّّفَّالنارََّّخللوداحلكمَّابََِّّفََّّسواء َّكالمهاََّّ
اآليتَّ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّ.ابللفََّّوالبالغةََّّالبيانَََّّّعلمََّّمنََّّاملعروفََّّالنوعََّّعلىَّاشتملََّّالكالمََّّهذاََّّن َّفإََّّ؛ََّّذلكََّّلهََّّيتمََّّالأنهََّّ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّالكالمََّّوأصل
ََََّّّّنفساًَّينفعَََّّّوالََّّ،ذلكََََّّّّبعدَََّّّإمياُناذلكَََّّّقبلََّّمؤمنةَّتكنَََّّلََّّنفساًَََّّّينفعَََّّّالَّربكََّّآيتََّّبعضَََّّيتىََّّيوم"ََّّ

َّإالََّّ،ذلكََََّّّّبعدَََّّّالعملَّالصاحلََََّّّّمنَّتعملهََّّماََّّذلكََّّقبلََّّعماًلَّصاحلاًَََّّّإمياُناَِّفَّتعملَََّّلكانتَّمؤمنةَّلكنَّ
 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّوإعجازاًَََّّّواختصاراًَََّّّبالغةََّّواحداًَََّّّكالماًَََّّّفجعلهماََّّالكالمنيََّّلفَََُّّّّأنه

يًعاََّّإِلَْيهََِّّفسيحشرهمََّّويستكربَِّعَباَدتِهََََِّّّعنََََّّّيْستَ ْنِكفََََّّّوَمنَّ)ََّّتَ َعاََلَََّّّقَ ْولُهََََُّّّوَنِظريُهَُّ َّ(172()النساء:مجَِ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   :نقول  لذا  *
َّأبنََّّفهذاََّّاخللود،ََّّمنََّّالسالمةََِّّفََّّماملتقد ََِّّاالميانََّّنفعَََّّّوإنَّ،ََََّّّّاخلربََّّاكتسابَّاآليتََّّظهورَّبعدَََّّّينفعَََّّّال

 
 ( 3/202)"  الساعة  وأشراط  والمالحم الفتن في جاء  بما الجماعة إتحاف وانظر لهذه األوجه "  24
 ( 2/80)التنزيل غوامض حقائق  عن اف كشَّ ال 25
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26ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.لهََّّيدلََّّأنَََّّّمنََّّأجدرََّّاالعتزالََّّردََّّعلىََّّيدل

اإلخبارَّعنَّأنَّهذهَّاأليةَّليستَّدليالَّللمعتزلةَّعلىَّخلودَّصاحبَّالكبريةَِّفَّالنارَّ،َّبلَّغايةَّماَّفيهاَّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.عليهاََّّهوََّّاليتََّّابحلالةََّّأحدََّّكل َََّّّعملََّّعلىََّّتماخل

نفعَّماَّلوعَّالشمسَّمنَّمغرِباَّ،َّوكذلكَّالَّينفعَّأصلَّاإلميانَّالذيَّحيدثهَّصاحبهَّبعدَّرؤيتهَّلطفالَّي
َّمنََّّالشمسََّّطلوععندَََّّّوالعملََّّاإلميانَََّّّحكمَّألنَّهَّ؛حيدثهَّصاحبَّأصلَّاإلميانَّمنَّتوبةَّمنَّمعاصي

َّعاينِفَّكليهماَّقدََََّّّّهأنََّّجبامعوالَّالتوبةَِّفَّهذينَّاملوضعنيََّّاإلميانَََّّّنفعفالَّيََّّ،ََّّالغرغرةََّّعندَّكحكمهََََّّّّمغرِبا
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.تمنَّحضرهَّاملوَََّّّحكمََِّّفََّّفهوََّّاآلخرة،ََّّأحوالاملرءََّّ

َّاإلميانَََّّّمنََّّمعهََّّكانََّّماََّّينفعهََّّبلََّّ،ََّّمغرِباََّّمنََّّالشمسََّّطلوعََّّبعدََّّخريُهََّّيزدادََّّأنَّلنَّينفعهََََّّّّراملقص َََّّّاملؤمنَّف
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.اآليتََّّبعضَََّّيتََّّأنَّقبلََّّاملرجو َََِّّّاخلريََّّمنََّّلهََّّكانَََّّّوماََّّذلك،ََّّقبل
 

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّما ورد من أدلة يف إثبات العرش :  -1
وكذلكَّفقدَّبلغتَّحدَّالتواترَِّفَّالسنةَََّّّموضعاً،ََّّوعشرينَّواحدَََِّّّفَّالقرآنَََِّّّفَّالرمحنََّّعرشََّّذكرََّّجاءَّلقدَََّّّ

27َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.والذهِبََّّ،َّكماَّنصَّعليهَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةََّّ
 :ما يلي نذكر منها  *  

َّيُ ْغِشيََّّاْلَعْرشََََّّّعَلىَّاْستَ َوىََُُّّث َََّّأيم َََِّّّست ةَََِِّّّفََََّّّواأَلْرضَََّّّالس ماَواتََََّّّخَلقَََّّّال ِذيََّّاّلل ََََُّّّرب ُكمَََُِّّّإن َّ:َّ}تعاَلََّّقال
ََّربََُّّّاّلل َََُّّّتَباَركََََّّّواألَْمرَََّّّاخْلَْلقَََّّّلَهَََُّّأالََّّأبمرهَُّمَسخ رَات ََََّّّوالنُُّجومَََََّّّواْلَقَمرََََّّّوالش ْمسََََّّّحِثيثاَََّّيْطلُُبهَََُّّّالن  َهارَََّّّالل ْيلََّ

َّ(54:ََّّ)األعراف{ََّّاْلَعاَلِمنيَّ
َََََََّّّّّّّ{اْلَعِظيمََّّاْلَعْرشََََّّّربََََُّّّّوُهوَََّّّتَ وَك ْلتََََّّّعَلْيهَََُِّّّهوَََّّّإال ََّّإِلَهَََّّالَّاّلل ََََُّّّحْسِبَََّّفَ ُقلَََّّّْتَ َول ْواََّّفَِإنَّ:َّ}تعاَلََّّوقال

َّ(129:ََّّ)التوبة
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّكثريََّّابنََّّقال
َّسقفََّّهوَّالذيََّّالعظيمََّّالعرشََّّربََّّألنهََّّوخالقه،َّشيءََّّكلََّّمالكََّّهوََّّأي:ََّّالعظيمََّّالعرشََّّربََّّوهو

َّهللاََّّبقدرةََّّمقهورينَّالعرشَََّّتتَّبينهماََّّوماََّّفيهاََّّوماََّّواألرضنيََّّالسماواتََّّمنَّئقاخلالََّّومجيعَََّّّاملخلوقات،
28َّ.ََّّوكيلََّّشيءََّّكلََّّعلىََّّوهوََّّشيء،ََّّكلََِّّفََّّّنفذََّّوقدرهََّّشيء،ََّّبكلََّّحميطَّوعلمهََّّتعاَل،

 
 (2/82)افالكشَّ  تضمنه  فيما االنتصاف(و11/497وانظر فتح الباري )  26
 ( . 89 /ص " )الغفار  للعلي العلو" و( 6/584مجموع الفتاوى)وانظر  27
 ( 2/405تفسير القرآن العظيم ) 28
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ُلوَُكمََّّْاْلماءََََِّّّعَلىََّعْرُشهَََُّّّوََكانََََّّّأيم َََِّّّست ةَََِِّّّفَََّّواأَلْرضَََّّّالس ماَواتََََّّّخَلقَََّّّال ِذيَََّّوُهوَّ:َّ}تعاَلََّّوقال َّأَيُُّكمَََّّّْلِيَ ب ْ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(7َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َّ)هود{َََّّعَمالًَََّّأْحَسنَّ

ََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّاّلل ََََِّّّرُسولَََّّّقَالَّ:ََّّقَالَََّّّ-َعْنهَََُّّّاّلل ََََُّّّرِضيََّّ-َُّهَريْ رَةَََََّّّأِبََََّّّعنَََّّّ-1
ََّأُْنَارَََّّّتَ َفج رََََّّّوِمْنهَََُّّّالر مْحَِن،َََّّعْرشَََّّّوفَ ْوَقهَُّاجلَن ِةَّ،َََََّّّّوَأْعَلىََّّاجلَن ةَََِّّّأَْوَسطَََّّّفَِإن هَََُّّّالِفْرَدْوَس؛ََّّفَاْسأَُلوهَََُّّّاّلل َََََّّّسأَْلُتمَََُِّّّإَذا»ََّّ

29َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّ«ََّّاجلَن ةَِّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:اْلَكْربََِّّعْندَََّّّيَ ُقولََََّّّكانَََّّّ-ََّّمَََّوَسل َََّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّ-ََّّهللاََََِّّّنِب ََََّّّأن ََََّّّّ-رضىَّهللاَّعنهما-َعب اس َََّّّاْبنََََِّّّعنَّ-2
ََّوَربَََُّّّّالس َماَواتََََّّّربَََُّّّّهللاَََُِّّّإال َََّّّإَِلهََََّّّاَلَََّّّاْلَعِظيِم،ََّّاْلَعْرشََََّّّربََُّّّهللاَََُِّّّإال ََّّإِلَهَََّّاَلََّّاحْلَِليُم،ََّّاْلَعِظيمَََُّّّهللاَََُِّّّإال َََّّّإَِلهَََّّاَلَّ»

30ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّ«اْلَكرِيَََّّّاْلَعْرشََََّّّوَربَََُّّّّاأْلَْرضَّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّاّلل ََََِّّّرُسولَََّّّقَالَّ:ََّّقَالَََّّّ-َعْنهَََُّّّاّلل ََََُّّّرِضيََّّ-َُّهَريْ رَةَََََّّّأِبََََّّّعنَََّّّ-3
31ََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّ«َغَضِبََََّّّغَلَبتََََّّّرمْحَيِتَََِّّّإن ََّّالَعْرشَََّّّفَ ْوقَََِّّّعْنَدهَََُّّّفَ ُهوَََِّّّكَتابِهَََِِّّّفَََّّكَتبَََّّّاخلَْلقَََّّّاّلل ََََُّّّقَضىَََّّلم ا»

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قالَّاألوزاعي
32َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعرشهَّ،َّوعرشهَّفوقََّساواتهَّ.َََّّّفوقََّّ-ََّّتعاَلََّّ-هللاََّّإنَّ:ََّّنقولََّّ-متوافرونََّّوالتابعونَّ-َّكنا
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الطلمنكيََّّعمرََّّأبوََّّقال

33َّعرشهَّ.َّعلىََّّمستو ََّّأنهََّّ،َّوعلىََّّعرشاًََّّ-تعاَل-َّهللَّأنَََّّّعلىََّّ-ََّّواجلماعةََّّالسنةََّّأهلََّّيعينََّّ-ََّّوأمجعوا
                                                                                     على املاء :      -تعاىل-هللا  عرش    -2

َََّّّْبنَََِِّّّعْمَرانََََّّّعنَّ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قالَََّّّ-ََّوَسل مَََََّّّعَلْيهََِّّهللاََََُّّّصل ىََّّ-ََّّأنَّالن ِب َََّّّ-رضىَّهللاَّعنه–ُحَصنْي 
َلُه،َََّّشْيء ََََّّّيُكنََََّّّوَلَََّّْاّلل ََََُّّّكانَّ» اِء،َََّّعَلىَََّّعْرُشهََُّّوََكانَََّّّقَ ب ْ

َ
َُّكل َََّّّالذ ِْكرَََِِّّّفََّّوََكَتبََََّّّواأَلْرَض،ََّّالس َمَواتََََّّّخَلقَََُُّّّث َََّّّامل

34َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّ«َشْيء َّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّرضىَّهللاَّعنهََّمْسُعود َََّّّوقالَّاْبنَِّ

ََّبنْيَّوَََّّّ،عامَََّّّمخسمائةََّّمسريةَََّساَءْينَّكل َََّّّوبنيَّعام،ََّّمخسمائةَََّّمِسريةََّّتليهاََّّواليتََّّالدنياََّّالس ماءََََِّّّبنْيَََّّّماََّّ»
،ََّّمَخْسِمائَةَّالُكْرِسي ََََّّّوَبنْيَََّّّالس ابَِعةَََِّّّالس َماءَِّ اءَََِِّّّإََلَََّّّالُكْرِسي ََََّّّوَبنْيََََّّّعام 

َ
،ََّّمَخْسِماَئةََّّامل َّاْلَماِءَّ،ََّّفَ ْوقَََّّّاْلَعْرشَّوََََّّّعام 
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35ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ".َأْعَماِلُكمَََِّّّْمنََََّّّشْيء ََََّّّعَلْيهَََِّّّخَيَْفىَّال،ََََّّّّاْلَعْرشَََّّّفَ ْوقََََّّّواّلل َُّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّهللاََََِّّّرُسولََّّقَالَّ:ََّّقَالَََّّّ-رضىَّهللاَّعنه-َجاِبر ََََّّّعنَّ
َنًةَّ"ََََّّّأْعَظُمُهمََََّّّْمْنزِلَةًََِّّمْنهَََُّّّفََأْدَّنُهمَََّّّْ،َََّّسرَاَيهَََُّّّيَ ب َْعثَََُُّّّث ََّّاْلَماِء،َََّّعَلىَََّّعْرَشهََََُّّّيَضعَََُِّّّإبِْليسََِّّإن َّ"ََّّ 36َََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّفت ْ

                                                                                                        :قيل
بذكرَّوضعَّالعرشَّعلىَّاملاءَّ.َََّّّإضالهلمَّعلىََّّطهوتسلَََُّّّّاخللق،ََّّعلىََّّاستيالئهََّّعنََّّريعباملرادَّهوَّالتََّّأن

َّعرشهََّّوضعَََّّّوطغيانهدَّإبليسَََّّترَََُّّّّمجلةََّّمنََّّويكونََّّظاهره،َّعلىََّّمحلَّاحلديثََّّ-وهللاَّأعلم–ََّّوالصحيح
َّهيئةَّعلىََّّعرشاًَََّّّلهََّّأبنََّّليغَتَّ؛َّوذلكََّّاستدراجاًَّعلىَّذلكََََّّّّقادراًَََّّّ-تعاَلََّّ-ََّّهللاََّّجعلهََّّ،َّفقدََّّاملاءََّّعلى
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّالرمحنََّّأنه-تعاَل-ََّّابهللََّّاجلاهلنيََّّالسالكنيََّّبعضََّّيغر َّهللاَّعزوجلَّ،َّفََّّعرش

                                                                                                          * ومما يؤيد هذا الظاهر :

َّ«تَ َرى؟َََّّماقالَّالبنَّصي ادَّ:َََّّّ–َََّّوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ى-َّهللاََََِّّّرُسولَََّّّأنَّ-رضىَّهللاَّعنه-ماَّرواهَّأَبوَسِعيد َّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َََّّوَسل مََََّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّهللاََََِّّّرُسولَََّّّفَ َقالَََّّّ،اْلَماءََََِّّّعَلىَّاًََّعْرشََّّأََرى:ََّّقَالَّ
37ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََّّّاْلَبْحِر"َََّّعَلىََِّّإبِْليسَََّّعْرشَََّّّتَ َرى"ََّّ
                                                                       :        ، وله قوائم    العرش خملوق عظيم    -2

َّ-تعاَلََّّ-َّهللاََّّخملوقاتََّّأعظمََّّيعتربََّّ-وتعاَلَّتباركََّّ-الرمحنََّّعرشستقرأَّمنَّاألدلةَّالشرعيةَّأنََّّالذيَّيَُّ
َّلكيَََِّّّباََّّوشرفهََّّالعظيمة،ََّّزةاملي َََِِّّّبذهَّالعرش-ََّّوجلَّعز-ََّّهللاََّّخصَّفقدََّّ،ََّّاإلطالقََّّعلىوأوسعهاََّّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.عليهََّّ-وجلََّّعزَّ-البارئََّّاستواءََّّوهوََّّأال،ََََّّّّالعظيمََّّالشرفََّّذلكََّّمعَََّّّيتناسب

 
  في القيم ابن أورده قد و (، 59")ص/ الجهمية  على الردوالدارمي في " (858)  والصفات األسماء  في  لبيهقيأخرجه اا 35

العلو  وقال األلباني في مختصر . "  صحيح بإسناد داود بن سنيد رواه :"وقال( 160" )ص/ اإلسالمية  الجيوش  اجتماع"
 . صحيح" (:"إسناده103)ص/
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                                                                                                              ( 2924)أخرجه مسلم 37

  الصادق بالخبر لمعرفته إال سبيل  ال الذي  الغيب  من فهذا  برمودا "، " مثلث  إبليس في  عرش يتناقله البعض من كون ما
                                                                          . على سبيل الجزم  يثبت في ذلك شيء  ولم  أوالسنة، الكتاب من

 العلماء والباحثين، حيَّرت غريبة، ظاهرة  قد َشكَّلَت    األطلسي،  البحر برمودا " ، والتي تقع على  وال شك أن منطقة " مثلث
قف المكان، ذلك في  السفن والطائرات  من الكثير اختفاء  من حيث     التقدم من الرغم وعلى البث،  عن االتصاالت  كافة  وتو 
   .والباحثين العلماء  لدى غامضة زالت ما  الظواهر هذه  إن إال العلمي،

  واألطباق  برمودا  ومثلث  إبليس  "عرش كتابه في  عبدالحكيم الكاتب منصور  أمثال الكتَّاب بعض  ذلك فى  صنف   وقد
 . األطلسي بالمحيط  برمودا منطقة  في يقع إبليس عرش  أن  على فيها  ونص" ، الجن " مواجهة  وكتابه،  الطائرة"

  جن  من رسالة جاءته قد  أنه  فيه  أخبر  والذي ،   عبدالكريم أسامة  للكتاب  الجن"  مع الكتب أيضا  كتاب " حوار  هذه ومن
 برمودا !!  مثلث  في  إبليس عرش  بوجود فيها  يخبره "كنچور"  يدعى مسلم
                                                                 (13/ص) "  الطائرة واألطباقبرمودا  ومثلث  إبليس  كتاب"عرش وأنظر

  وإنما عرش إبليس، هذا  مكان تحديد يشغله  ال ولكنَّ هذه األمور من العلم الذي ال ينفع ، والجهل الذي ال يضر ، فالمؤمن
                  :فيهم  للا  قال الذين المخلصين، -تعالى -للا  عباد من يكون وكيف  وحبائله،  الشيطان، من  ينجو كيف  يشغله
 [. 42: الحجر ]"  اْلغَاِوينَ  ِمنَ  اتَّبَعَكَ  َمنِ  إاِلَّ  س ْلَطان   َعلَْيِهمْ  لَكَ  لَْيسَ  ِعبَاِدي  " إِنَّ 
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خلقه:                                                                        وعظم العرش  سعة  ومما يدل على *
:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقالََََّّّّ–َََّّوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّ-أنَّالنِبَََّّّ-رضىَّهللاَّعنه–الغفاريََََّّّّذرََّّعنَّأِبماَّوردََّّ

َّكفضلَََّّّالُكرسي َََّّّعلىََّّالعرشَََّّّوفضلَََُّّّ،ََّّفالة َََّّّأبرض َََّّّملقاة َََّّّكحلقة َََّّّإال َََّّّالُكرسي َََِّّّفَّالس بعََّّالس ماواتََّّ"َّما
38ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاحللقِةَّ"َّ.ََّّتلكََّّعلىََّّالفالةَََِّّّتلك

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قالََّّ-رضىَّهللاَّعنهما–ََّّعباسََّّابنََّّعنوَّ
39ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ".قدرَهََّّأحد َََّّّيَ ْقِدرَََّّّالََّّوالعرشَََّّّالقدمني،ََّّموِضعَََُّّّالكرسيَُّّ"

للكرسيَّ،َّلذاَََّّّ-رضىَّهللاَّعنهما–باسََّّ،َّوفيهَّداللةَّبيِ نةَّعلىَّإثباتَّابنَّعَّومثلَّهذاَُّماَّالَّيقالَّابلرأي
40َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.فماَّيُروىَّعنهَّمنَّأتويلَّللكرسيَّأبنهَّالعلمَّفالَّيصحََّّ

ََّصل ىََِّّحنيَََّّّبُْكرَةًَََِّّّعْنِدَهاََِّّمنَََّّخرَجَََّّّ-َََّّوَسل مََََّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّ-ََّّالن ِب ََََّّّأن ََََّّّّ-رضىَّهللاَّعنها-ُجَوْيرِيَةََََّّعنَّ*وَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّفَ َقالََََّّّجاِلَسة ،ََّوِهيََََّّّأْضَحى،َََّّأنََّّبَ ْعدََََّّّرَجعََََُُّّّث َََّّمْسِجِدَها،ََِّّفََََّّّوِهيَََّّّالصُّْبَح،

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ«َعَلي َْها؟ََّّفَاَرقْ ُتكَََّّّال يِتَََّّّاحْلَالََََّّّعَلىَّزِْلتََََّّّما»
،ََّّأَْرَبعَََّّبَ ْعَدكَََّّّقُ ْلتََََّّّلَقدَّ:َّ"ََّوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاَََُّّصل ىََّّالن ِبَََُّّّّقَالَََّّّنَ َعْم،:ََّّقَاَلتَّ ،َََّّثاَلثََََّّّكِلَمات  َّمبَاَََّّنتَُّوزَََِّّلوََََّّّمر ات 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َََّّلَوَزنَ ت ُْهن ََّّاْليَ ْومَََُّّّمْنذََّّقُ ْلتَّ

41َََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."َََّّكِلَماتِهََََِّّّوِمَدادََّ،ََََّّّعْرِشهََََِّّّوزِنَةََّ،ََََّّّّنَ ْفِسهََََِّّّورَِضا،َََََّّّّخْلِقهََََِّّّعَددَََََّّّوحِبَْمِدِه،ََّّهللاَََِّّّ"َُّسْبَحانَّ

 
                    ( :  13/411" )الفتح"  في  الحافظ قال   (،58 رقم:  العرش) في  شيبة  أبي وابن(361)حبان بن رواه  38

                                         . عنه"  صحيح بسند" التفسير" في   منصور بن سعيد أخرجه  مجاهد، عن شاهد  وله حبان،  ابن صححه
                                                                                 : بعد ذكره لطرق الحديث (109)  الصحيحة  السلسلة  وقال األلباني في 

 "..   صحيح  الطرق بهذه الحديث  أن  القول وجملة " 
  نقضه  "  في  الدارمي وصححه  (، 183)ص/" السنة" في  أحمد  بن للا  (وعبد101)ص/" التوحيد"  في خزيمة  ابن أخرجه  39

،  "  يخرجاه ولم  الشيخين،  شرط على  (، وقال :"صحيح3116في المستدرك ) وأخرجه الحاكم، (94: رقم" )المريسي على
  في  الوادعي مقبل الشيخ وصححه ،  . زرعة  تصحيح عن أبي  (3/309)  التوحيد في   منده ابن وقد نقل  . ووافقه الذهبي

 ( 571/ 1)  كثير ابن تفسير ألحاديث   تخريجه
                                    .ثقات"  كلهم  رجاله صحيح إسناد " هذا ( : 102في تحقيق مختصر العلو )ص/وقال األلباني 

 (2/216والتابعين ") الصحابة  أقوال   من  الصحيحة اآلثار سلسلة انظر" و
                :قال   أنه - عنه  للا  رضي- عباس ابن عن  جبير بن سعيد  عن المغيرة أبي بن جعفر  طريق   من الطبري  روىفقد  40

.                                                                                                      "" علمه  :  كرسيُّه :  كرسيُّه  وسع"
  ممن هم أوثق منه من  المكثرين لين، كما أنه قد خالف الثقات  وفيه  المغيرة، أبي بن جعفر على  مداره ولكنه اليصح ؛ ألن

 جبير.   بن سعيد أصحاب 
القدمين" ، وهى   "الكرسيُّ موضع :  قال   أنه -عنه للا  رضي  - عباس  ابن عن جبير بن  سعيد عن البطين روى مسلم فقد

.                                                                                                                       رواية صحيحة كما سبق بيانه قريبا   
      وابن منده في  (117" العلو ")ص/  في والذهبي(411/ 1)المريسي  على الرد " في وممن صعَّف هذا األثر : الدارمي 

                                                                                                           .( 21/ 1 الجهمية " ) على " الرد 
                                                                                  

  –عنهم  للا  رضي  -  والصحابة  -وسلم   عليه  للا صلى  -النبي عن صح  مخالف بال أدنى شك لما بالعلم، الكرسي  أن تفسير
                                                   .  في لغة العرب تفسير الكرسي بالعلم   خلق الكرسي ،وأنه أعظم مخلوق.وليس كابن مسعود وأبي موسى، في بيان عظم 

        قال أبو العباس ابن تيمية :                                                                                                   
  فإن  ضعيف؛  قول  وهو.  علمه "  كرسيه "  أن : بعضهم عن نقل وقد .  السلف  جمهور  وإجماع والسنة بالكتاب  ثابت الكرسي

ا َرْحَمة   َشْيء   ك لَّ  َوِسْعتَ  َربَّنَا: }قال كما  شيء  كل وسع  للا علم   هذا  يكن لم واألرض  السماوات علمه وسع  قيل   فلو  ،{ َوِعْلم 
 ( 6/584مناسبا  . انظرمجموع الفتاوى) المعنى

 (27421)وأحمد( 2726مسلم)أخرجه  41
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َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:تيميةََّّابنََّّقالَّأبوَّالعباس
َََّّّفهذا 42ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاألوزانَّ.ََّّأثقلََّّالعرشََّّزنةََّّأنََّّيبنيِ 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقالَّابنَّالقيمَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّعلىََّّاملخلوقاتََّّأثقلَّ،َّوأنهََّّنهَّوتعاَلسبحاََّّالربََّّإَلَّوإضافته،ََََّّّّللعرشََّّإثباتََّّفيه:ََّّ"ََّّعرشهَّوزنة:َّ"وقوله

43ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّالتسبيحََّّبهََّّلوزنَّمنهََّّأثقلََّّشيءََّّكانَََّّّلوََّّ؛َّإذََّّاإلطالق

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قَالَََّّّ-َوَسل مََََّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّ-ََّّالن ِب ََََّّّعنَََّّّ-َعْنهََُّّاّلل ََََُّّّرِضيَََّّّ-َسِعيد ََََّّّأِبََََّّّعنَّف
ََّفالََََّّّالَعْرِش،ََّّقَ َوائِمَََِّّّمنَََِّّّبَقائَِمة َََّّّآِخذ َََّّّمبُوَسىََّأّنَََّّّفَِإَذاََّّيُِفيُق،َََّّمنَََّّأو لَََّّّفََأُكونََّّالِقَياَمِة،ََّّيَ ْومَََََّّّيْصَعُقونَََّّّالن اسَّ»

44ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََّّّ«الطُّورَََِِّّّبَصْعَقةَََُِّّّجوزِيَََّّّأَمَّْ،َََّّّقَ ْبِليََّّأَفَاقَََّّّأَْدرِي

ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ (17)احلاقة:ََّّ((17)ََّّمَثَانَِية َََّّّيَ ْوَمِئذ َََّّّفَ ْوقَ ُهمَََّّّْبِ كَّرََََّّعْرشَََّّوحَيِْملَََُّّّأَْرَجائَِهاَََّّعَلىَََّّواْلَمَلكَّقالَّتعاَلَّ)
ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قالََّّ-ََّّوسلمََّّعليهََّّهللاَّصلىََّّ-َّالنِبََّّعن-رضىَّهللاَّعنهما–ََّّهللاََّّعبدََّّبنََّّجابروعنَّ

ََّمِسريَةَََََّّّعاتِِقهَََِِّّّإََلََّّأُُذنِهََََِّّّشْحَمةََََِّّّبنْيََََّّّماََِّّإن َََّّّاْلَعْرِش،ََّّمَحََلةَََِِّّّمنََّّاّلل ََََِّّّماَلِئَكةَََِِّّّمنََََّّّمَلك ََََّّّعنَََُّّّأَحدِ ثََََّّّأنََِّّلََّّأُِذنَّ"ََّّ
45ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."َََََّّّّعام ََََّّّسْبِعِمائَةَِّ

َهاََّمنََُّّكلَُّّقالَّتعاَلَّ) داخلَِّفَّهذاَّالعمومَّ؟َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(َّ،َّفهلَّالعرش26()الرمحن:(26)ََّّفَان ََََّّّعَلي ْ

َّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّالر مْحَنَّ}،َّقالَّتعاَلََََّّّّجباللهََّّيليقََّّستواءًَّاََّّعليهََُّّمستو َََّّّ-وجلََّّعزَّ-َّهللاََّّألن؛َََّّّيفىنََّّالَّعرشال
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{ََّّاْستَ َوى

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قَالَََّّّ-َوَسل مََََّّعَلْيهَََِّّّهللاََََُّّّصل ىََّّ-َّالن ِب ََََّّّعنََِّّ-رضىَّهللاَّعنه-ُهَريْ رَةَََََّّّأِبََََّّّعنَّ
ََّأُْنَارَََّّّتَ َفج رََََّّّوِمْنهَََُّّّالر مْحَِن،َََّّعْرشََََّّّوفَ ْوَقهَََُّّّاجلَن ِة،َََّّوأَْعَلىََّّاجلَن ِة،َََّّأْوَسطَََّّّفَِإن هَََُّّّالِفْرَدْوَس،َََّّفَسُلوهَََُّّّاّلل َََََّّّسأَْلُتمَََُّّّفَِإَذاََّّ"ََّّ

قال46َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ".ََّّاجلَن ةَِّ
شيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّالقرآنََّّعليهََّّدلََّّماََّّعلىََّّدلتََّّاملشهورةََّّاألحاديثََّّبلََّّويفطره،ََّّيشقهََّّفيماََّّداخالًَََّّّيكنََّّفلمََّّ«العرش»ََّّوأما
:َّوسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلىََّّقالََّّالرمحن،ََّّعرشََّّسقفهاََّّعدن،ََّّجنةَّأنَََّّّالصحيحََِّّفََّّثبتََّّوقدَََّّّالعرش،ََّّبقاءََّّمن
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47َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََََّّّّ«الرمحنََّّعرشََّّوسقفها،ََّّاجلنةََّّوأوسطََّّاجلنة،ََّّأعلىَّفإنه؛ََََّّّّالفردوسََّّفاسألوهََّّاجلنةََّّهللاََّّسألتمََّّإذا»
وقالَّرمحهَّهللاَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّيفىنََّّوالََّّيَ ْعَدمَََُّّّالَّماََّّاملخلوقاتََّّمنَّأنَََّّّعلىََّّواجلماعةََّّالسنةََّّأهلََّّوسائرََّّوأئمتهاََّّاألمةََّّسلفََّّاتفقََّّقدَّ
48َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ذلكََّّوغري،َََّّّوالعرشََّّوالنارََّّكاجلنةََّّ،ََّّابلكلية

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقالَّأمحدَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
49.يبيدَََّّّوالَّيهلكََّّفالََّّعليهََّّ-تعاَل-ََّّوهللا،ََََّّّّاجلنةََّّسقفََّّألنهََّّيذهب؛ََّّوالَّيبيدَََّّّفالََّّالعرشََّّوأما

                 

َّ:ََّّالقيمََّّابنقالََّّ
ماََّّأيضا***ََّّيفنيهماََّّالََّّوالكرسيََّّوالعرش 50ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّملخلوقانَََّّّوإُن 

َّ:ََّّيوطيقالَّالسوَّ
َّالعدمَََّّّْحيِ زََِّّفََّّوالباقونََّّاخللقََّّمنَّ***ََّّيُعمُّهاََّّالبقاءََُّّحْكمَََُّّّمثانيةَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ.
51َّ.والقلمََّّاللوحََّّكذاََّّوأرواحََّّبجَّوعََّ***ََََّّّّوجنةَّّنرََّّوالكرسيََّّالعرشََّّهيََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ.

قالَّعنهاَّشيخَّاإلسالمَّابنََِّّفَّعبارةَّجامعةَّمانعةَّ،ََّّيقالَّماَّقالهَّمالكَِّفَّصفةَّاالستواءَّ،اجلوابَّأنََّّف
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّتيميةََّّ

52َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ."ََّّالصفاتََّّمجيعَََِّّّفَّكاف َََّّّشاف َََّّّاالستواءََِّّفَّ-َّهللاََّّرمحهََّّ-َّمالكَّمنََّّاجلوابََّّهذا"ََّّ
*فكذلك هنا يقال :                                                                                                        

َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"العرش يف اللغة غري جمهول ، والكيف غري معقول ، واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة"
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:غريَّجمهولََََِّّّّفَّاللغةَََّّّالعرشأن ََّّفنقولَّ:َّ
ْلكََََّّّّسريرهوََّّفالعرشَّ

ُ
لََّّسريرَّأوَّ،امل

َ
َََّّّ،َّكماَّقالَّتعاَلَّحاكياَّعنَّاهلدهدَّ)ََّّكامل َََّتِْلُكُهمَََّّّْاْمرَأَةًََََّّّوَجْدتََِّّإن ِ

53َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(.23َّ)النمل:(23)َََّّعِظيم ََََّّّعْرش ََََّّّوهَلَاَََّّشْيء َََُّّّكل َََِّّّمنَََّّوأُوتَِيتَّ
لذاَّوحننَّماَّرأيناَّالعرشَّ،َّوأماَّالكيفَّبهَّفأمرَّجمهولَّ؛َّألنهَّرؤيةَّالشيءَّفرعَّعلىَّالعلمَّبكيفيتهَّ،ََََّّّّ-

ََََََََََّّّّّّّّّّوهذاَّمنَّنزغَّالشيطانَّألهلَّالبدعَّ،بغريَّعلمَّ،ََََّّّّ-تعاَل-قولَّعلىَّهللاَّفاخلوضَِّفَّكيفيتهَّهوََّّ
َاقالَّتعاَلَّ)كماََّّ َََََََّّّّّّّ(.169()البقرة:(169)ََّّتَ ْعَلُمونَََّّّاَلََََّّّماَّاّلل ََََِّّّعَلىََّّتَ ُقوُلواَََّّوَأنََََّّّواْلَفْحَشاءَََِّّّاِبلسُّوءَََََِّّّيُْمرُُكمَََِّّّْإمن 

،َّةَّعنَّأهلَّالبدعََّّوأماَّاإلميانَّبهَّفواجبَّشرعاَّ،َّفهوَّمنَّمسائلَّاالعتقادَّالَّتََّتايزَِّباَّأهلَّالسن-

 
 ( 1/465)  الجهمية تلبيس بيان 47
 ( 18/307مجموع الفتاوى) 48
 (327)ص/والزنادقة  الجهمية  على  الرد 49
 ( 1/47)"  الناجية  للفرقة اإلنتصار  في  الشافية الكافية "  50
 (69/ 1) القواعد  وتصحيح  المقاصد توضيحو (2/64)المريد تحفةوانظر  51
 ( 4/4مجموع الفتاوى) 52
 ( 4/415ومطالع األنوار)(239(والمصباح المنير)ص/223وانظر مختار الصحاح)ص/ 53
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54َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.واالعتقادَّ،َّبلَّوخصوهاَّابلتصنيفََََّّّّوسط رهاَّأئمةَّالعلم
ومنَّسارَّعلىََّّ-صلىَّهللاَّعليهَّوسلم–وأماَّالسؤالَّعنهَّفهوَّبدعةَّ؛َّفإنَّأهلَّالعلمَّمنَّصحابةَّالنِبََََّّّّ–

ََّّهللارسولََّّبََّّآمنواو ،َّوعلىَّمرادَّهللاَّ،تعاَلومباَّجاءَّعنَّهللاَََّّّ–تعاَلََّّ–هديهمَّقدَّآمنواَّابهللَََََّّّّّات  َبعََُّنجهمَّوَّ
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ.صلىَّهللاَّعليهَّوسلمََّّهللارسولَََّّّمرادََّّوعلىََّّ،ََّّهللارسولَََّّّعنََّّجاءَّومبا،ََّّصلىَّهللاَّعليهَّوسلم

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدونَّأنَّخيوضواَِّفَّذلكَّعلىَّسبيلَّالتعمُّقَّوالتنطعَّوالتحريفَّوالتعطيلَّ.

؛َّلذاَّفقدَّسط رَّأهلَّالسنةَّحلقيقةَّالعرشَََّّّالتنبيهَّعلىَّخمالفةَّأهلَّالبدعَّاملنكرينَََّّلَّيزلَّأهلَّالسنةَّعلى
َّاواجلماعةَّهذهَّاملسألةَّ،َّوأفردوهاَّبذكرَّاألدلةَّعليهاَّ،َّوالردَّعلىَّمنكريَّحقيقةَّالعرشَّ،َّالذينَّحر فوه

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّإَلَّاملعانَّالباطلةََّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َّالدارميََََّّّّسعيدَََّّّأبوََّّقال
ََّّابتليناََّّحَّتََّّبه،ََّّواإلميانَََّّّالعرشََّّإثباتَِّفَّاإلسالمََّّعييد َََُّّّمنََّّأحدََّّعلىَّاالحتجاجََّّإَلنضطرَََّّّأّنََّّظنناََّّوما

َّماََّّنشكوََّّهللاَّوإَلََّّقبلنا،ََّّاألممََّّفيهََُّّتتلفَََّّلََّّملاََّّابالحتجاجََّّفشغلوّنََّّهللا،ََّّآيتََِّّفَّامللحدةََّّالعصابةََِّّبذه
55َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّنستعنيََّّوبهََّّنلجأ،ََّّوإليهََّّاإلسالم،ََّّعرىََّّمنََّّالعصابةََّّهذهََّّأوهت
َّالر مْحَنَّ:َّ}تعاَلََّّقولهََِّّفََّّالعرشََّّمعىنََّّأناألشاعرةَََّّّمتأخريََّّوعامةواملاتريديةََََّّّّلةواملعتزَََّّّاجلهميةزعمتََّّفقدَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّليسَّعلىَّحقيقتهَّ.ََّّوأنَّالعرشََّّ،ََّّامللكََّّهو{ََّّاْستَ َوىََّّاْلَعْرشََََّّّعَلى
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الزخمشري قال

َّاستوى:ََّّفقالواََّّامللك،ََّّعنََّّكنايةََّّجعلوهََّّامللك،ََّّيردفََُّّماََّّامللكََّّسريرََّّوهوََّّالعرش،ََّّعلىََّّاالستواءََّّكانََّّملا
56َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.البتةََّّالسريرََّّعلىََّّيقعدَََّّلََّّوإنَََّّّ،امللكََّّيريدونَََّّّالعرشََّّعلىََّّفالنَّ

قالَّأبوَّمنصورَّالبغداديَّ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّغريهََّّحدألََّّاستوىََّّماَّكامللَََّّّْأنَّأرادََّّكأنه،ََََّّّّامللكََّّمعىنََّّعلىَّالعرشََّّأتويلََّّعندّنَّلصحيحوا

َّهذاََِّّفََّّنويرةََّّبنََّّمتممَّوقال،َََّّّملكهَّذهبََّّذا"َّإََّّفالنََّّعرشََّّثُل َََّّّ"ََّّالعربََّّقولََّّمنََّّمأخوذَّالتأويلََّّوهذا
َّ:َّاملعىن

57ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََّّّ"ََّّوالبقاَََّّّالسالمةََََّّّّنلواََّّماََّّبعدََّّهوواَََََّّّّّ***ََََََّّّّّّوأمةَََّّّز َّعَََِّّّعلىََّّتفانواََّّوش َّرَُّعَُّ"ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ.

دلةَّعلىَّوجودَّمحلةَّللعرشَّ؛َّفهىَّدالةَّعلىَّأنهَّعرشَّعلىَّاحلقيقةَّ،َّوليسَّأنَّالعرشَّماَّوردَّمنَّأََّّ-1
 

                          ومن أمثلة ذلك  :                                                                                                               54
ِوي  وما  العرشو " العرشية " لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  الرسالة    "عرش ال كتابو "   ،شيبة أبي بن محمد جعفرألبي   "فيه ر 
 .  الذهبي للا عبدألبي 

 (33ص/ ")  الجهمية على الرد "  وانظر  55
 ( 226 /ص")  الخمسة األصول شرح"  (3/52" ) الكشَّاف"  انظر56
 ( 112/ ص " )الدين أصول " 57
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َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكماَّيد عيَّاملخالفونَّ.َََّّّ،ََّّهوَّامللكََّّ
َّ(7:ََّّ)غافر{َََّّرِبِ ِمَََّّّْحِبَْمدََُِّّيَسبِ ُحونََََّّّحْوَلهَََُّّوَمنَََّّّاْلَعْرشَََّّّحَيِْمُلونَََّّّال ِذينَّ:َّ}تعاَلََّّقال

(17َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّ)احلاقة{ََّّمَثانَِية َََّّّيَ ْوَمِئذ َََّّّفَ ْوقَ ُهمََََّّّْربِ كََََّّّعْرشََََّّّوحَيِْملَُّ:َّ}تعاَلََّّوقال
َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتيميةََّّأبوَّالعباسَّابنََّّقال

{ََّّمَثانَِية َََّّّيَ ْوَمِئذ َََّّّفَ ْوقَ ُهمََََّّّْربِ كََََّّّعْرشََََّّّوحَيِْملَُّ:َّ}وقولهَّ،{َََّّحْولَهََََُّّّوَمنَََّّّاْلَعْرشَََّّّحَيِْمُلونَََّّّال ِذينَّ:َّ}تعاَلََّّقولهََّّإنَُّثَّ
َّمنَّطائفةََّّتقولهََّّكما،ََََََّّّّّّامللكََّّهوَّليسََّّالعرشََّّذلكََّّأنَََّّّويوجبََّّحُيمل،َّعرشاًَََّّّ-تعاَل-َّهللَّأنَََّّّيوجب
58ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.يةََّّاجلهم

َََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َّقَالَََّّّ-َََّّوَسل مَََََّّّعَلْيهَََِّّّهللاَََُّّصل ىَََّّّ-الن ِب ََََّّّعنَََّّّ-رضىَّهللاَّعنهما-اّلل ََََِّّّعْبدََِّّْبنََََِّّّجاِبرََِّّوَعنَّ
ََّمِسريَةََََُّّّعاتِِقهَََِِّّّإََلََّّأُُذنِهََََِّّّشْحَمةََََِّّّبنْيََََّّّماََِّّإن َََّّّاْلَعْرِش،ََّّمَحََلةَََِِّّّمنَََّّّاّلل ََََِّّّماَلِئَكةََِِّّمنَََّّمَلك َََّّعنََُّّأَحدِ ثَََّّأنَََِّّّْلَََّّّأُِذنَّ»

59َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََّّّ«َعام َََِّّّمائَةََََِّّّسْبعَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قَالَََّّّ-َعْنُهََََّّّّاّلل ََََُّّّرِضيَََّّّ-اخلُْدرِي ََََّّّسِعيد ََََّّّأِبَََّّعنَّ*وَّ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوَسل مَََََّّّعَلْيهََِّّهللاََََُّّّصل ىََّّاّلل ََََِّّّرُسولَََّّّقال
ُواَّالََّ» ََّأّنَََّّّفَِإَذاََّّاأَلْرُض،َََّّعْنهَََُّّّتَ ْنَشقََََُّّّّمنَََّّّأَو لَََّّفَأُكونَََّّّالِقَياَمِة،ََّّيَ ْومَََََّّّيْصَعُقونَََّّّالن اسَََّّّفَِإن َََّّّاألَنِْبَياِء،َََّّبنْيَََُُّّّتَريِ 

60ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََّّّ«اأُلوََلَََِّّّبَصْعَقةَََُِّّّحوِسبََّّأَمََََّّّْصِعَق،َِّفيَمنََََّّّأَكانََّّأَْدرِيََّفالََََّّّالَعْرِش،ََّّقَ َوائِمَََِّّّمنَََِّّّبَقائَِمة َََّّّآِخذ َََّّّمبُوَسى
َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّ"ََّّالعرشََّّقوائمََّّمنََّّبقائمةََّّآخذََّّمبوسىََّّأّنَّفإذا:َّ"قولهََّّاحلديثََّّهذاََّّمنَّلناَّوالشاهدَّ

َّاألدلةََّّأقوىَّمنَّهوََّّاحلديثََّّفهذاََّّهلا،ََّّعددَََّّتديدَّالشرعََِّّفََّّيردََّّوَلََّّقوائم،ََّّللعرشََّّفدلَّذلكَّعلىَّأنَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.امللكََّّبهََّّاملرادََّّليسَّالعرشََّّأنَََّّّعلى

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(7ََََََََّّّّّّّّ:َّ)هود{َََّّّاْلماءََََِّّّعَلىَََّّعْرُشهََُّّوََكانَّ}قدَّقالَّتعاَلََََّّّّ-3
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟!فقطََّّاملاءََََّّّّعلىََّّكان-تعاَل-هللاَََّّّكلَّْمَّأنَََّّّكَّ،فهلَّيقالفعلىَّالقولَّأنَّالعرشَّهوَّامللَّْ

وهىَّصفةَّفعليهَّاثبتهَّهللَّعزوجلَّ،َََّّّ،وإمجاعَّاألمةََََّّّّوالسنةََّّالكتابََِّّفََّّاثبتةََّّالعرشََّّعلىََّّاالستواءََّّمسألة
َّتعاَلَّ.َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأهلَّالسنةَّجممعونَّعلىَّإثباتَّهذهَّالصفةَّعلىَّحقيقتهاَّعلىَّماَّيليقَّابهلل

َّوطه،ََّّوالرعد،ََّّويونس،ََّّاأَلعراف،"ََّّ:ََّّسورةََّّمنََّّمواضع،ََّّسبعةََِّّفَّالكريَََّّّالقرآنَََِّّّفََّّاالستواءََّّكرذَََُّّّجاءَّقدَّوَّ
َّهذاََّّعظمَّدتأكيلَّهوََّّإمناََّّالعددََِّّبذاََّّالقرآنَََِّّّفََّّاالستواءََّّذكرََّّوجميء"َّ،ََََّّّّواحلديدََّّوالسجدة،ََّّوالفرقان،

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأمهيتهَّ.ََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاألمر
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َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(5)طه:(5)ََّّاْستَ َوىَّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّالر مْحَنَّقالَّتعاَلَّ)
نَ ُهَماَََّّوَماَََّّواأْلَْرضَََّّّالس َماَواتََََّّّخَلقََّّال ِذيََّّاّلل َُّوقالَّتعاَلَّ) م ََِّّست ةَََِِّّّفََّّبَ ي ْ َّىَعلََََّّّاْستَ َوىََُُّّث َََّّّأَي 

(4ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ()السجدة:اْلَعْرشَّ
َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(59)الفرقان:((59)َََّّخِبريًاََّّبِهَََِّّّفَاْسَألَََّّّالر مْحَنَََّّّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّاْستَ َوىََُُّّث ََّّوقالَّتعاَلَّ)

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.وتؤكدهََّّاالستواءََّّتثبتََّّاليتََّّواآلاثرََّّابألحاديثََّّمليئةََّّالسنة
َََََََََََّّّّّّّّّّّقالَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

61َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّضرورةََّّالعقلََّّداللةََّّمعَّ،ََََّّّّاألمةََّّسلفََّّوإمجاعََّّاملتواترَّابلشرعََّّثبتََّّالعرشََّّفوقََّّكونه
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قَالَََّّّ-َََّّعْنهَََُّّّاّلل ََََُّّّرِضيَََّّّ-ََّّالن ُّْعَمانَََّّّْبنَََّّّقَ َتاَدةَََََّّّعنَّ

62ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ".ََّعْرِشهَََِّّعَلىََّّاْستَ َوىَََّّخْلِقهََِِّّمنََّّاّلل َََُّّّفَ رَغَََََّّّلم ا"َّ:ََّّيَ ُقولَََّّّ-ََّوَسل مَََََّّّعَلْيهََِّّاّلل ََََُّّّصل ىََّّ-َّاّلل ََََِّّّرُسولََََّّّسَِْعتَّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّاملديينََّّبنََّّعليَّقالََّّ
63ََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاستوىَّ.ََّّالعرشََّّعلىََّّالسماواتََّّفوقََّّهللاََّّوأنَََّّّ،ََّّوابلكالمََّّابلرؤيةََّّيؤمنونَََّّّاجلماعةََّّأهل

علىَّذلكَّ،َّفقالَّرمحهَّهللاَّ:ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإمجاعَّأهلَّاألدينَََّّّالضبعيََّّعامرَّبنََّّسعيدبلَّقدَّنقلََّّ
َّعلىََّّ-تعاَل-َّهللاََّّأنََّّعلىََّّاملسلمنيََّّمعَََّّّاألدينََّّأهلَّأمجعَََّّّقدََّّوالنصارى،ََّّاليهودََّّمنََّّقواًلَََّّّشراجلهميةََّّ

64ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.شيءََّّالعرشَّعلىَّليس:ََّّهمََّّوقالوا،ََََّّّّالعرش
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َّابنَّزمننيََّّقال *

ََََََََّّّّّّّّخلق،َّماََّّمجيعَََّّّفوقََّّواالرتفاعََّّابلعلوََّّواختصه،ََََّّّّالعرشََّّخلقََّّ-وجلََّّعزََّّ-َّهللاََّّأن:َّالسنةََّّأهلََّّقولََّّومن
65َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّنفسهََّّعنََّّأخربََّّكماََّّشاء،ََّّكيفََّّعليهََّّاستوىََُّّثَّ

ََّّ؛ََّّ({5)َّاْستَ َوىََّّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّالر مْحَنَّ}ََّّهللا؛ََّّعبدَََّّّأابَّي:ََّّفقالََّّأنسََّّبنََّّمالكََّّاإلمامََّّإَلَّرجل َََّّّجاءوملاَّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:فقالََّّرأسه،ََّّرفعََُّّثَّالرُّحَضاء،ََّّوأخذْتهََُّّمالكَََّّّأْطَرقَََّّّاستوىَّ؟َََّّّيفك
َّإالََّّأراكَََّّّوماَّ،ََّّبدعة َََّّّعنهََّّوالسؤالَََّّّ،اجب َّوََََّّّبهََّّواإلميانَََّّّمعقول،َّغريََّّوالَكْيفَََّّّ،ََّّجَمُْهولَََّّّغريََّّستواءَُّاالََّّ"

َتِدع 66َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.خُيْرَجََّّأنَََّّّبهََّّفَأَمرََََّّّّ،َّاًَُّمب ْ
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َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َّتيميةََّّابنََّّاإلسالمََّّشيخََّّقال
َّاالستواءََّّوإثباتََّّالتكييفََّّنبذََّّفيهََّّألنََََّّّّ؛استيعاابًَََّّّوأشدهََّّاملسألةََّّهذهََِّّفَّوقعَََّّّجوابَّأنبلََّّمنََّّمالكََّّوقول

67ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّواستحسنوهََّّواستجودوهََّّبقولهََّّالعلمََّّأهلََّّائتمََّّوقد،َََّّّاملعقول
                                                                    جمجْه وِل.." :  غري  االستواء   وقول اإلمام مالك :"*

متعديَّب      ََّّ-تعاَل–،َّفقدَّذُكرَّاالستواءَِّفَّحقَّهللاََّّالعربَّاليتَّنزلَِّباَّالقرآنََّّأيَّأنهَّمعلومَِّفَّلغةََّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلغةَّالعربَّمعناهَّ:"على"َّ:َّوهذاَِّفَّ

                                                                                                             «الصعود»و «االستقرار»وََّّ«االرتفاع»وََّّ«العلو»

َّعليهََّّنصَّكماََّّوالتمكنَّفيهَّ،ََّّواالستقرارَّالشيءََّّعلىََّّواالرتفاعََّّالعلوََّّوهو،َََّّّاللغةََِّّفَّمعلومََّّاالستواءف
68َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّاملقبولََّّالتفسريََّّوأهلََّّاللغةََّّأهلََّّمجيعَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ُعَمَرََََّّّّْبنَََِّّّبْشرَّقالََّّ

َّاْلَعْرشََََّّّعَلى:ََّّقَالَّ[5ََّّ:َّطه{َّ]اْستَ َوىََّّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّالر مْحَنَّ:َّ}يَ ُقوُلونَََّّّاْلُمَفسِ رِينَََِّّّمنَََّّواِحد ََََّّّغرْيَََََّّّسَِْعتَّ
69َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََّّّاْرتَ َفعََّ:ََّّاْستَ َوى

معقول" :                                                                     غري الكجْيف  :"    مالك  قول  وأما*
َّلذاََّّ،كيفيةَّصفةَّاالستواءََّّرأيناََّّماَّوحننََّّ،ََّّبكيفيتهََّّالعلمََّّعلىََّّفرعََّّالشيءََّّرؤيةفكماَّسبقَّوذكرّنَّأنََّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .ََّّعلمَّبغريََّّ-تعاَل-َّهللاََّّعلىَّالقولََّّمناَّكيفيتهََِّّفََّّفاخلوض
قالَّالقرطِبَّ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّأعظمَّألنهَّبذلكََّّالعرشََّّصوخََّّ،ََّّحقيقةََّّعرشهََّّعلىََّّاستوىََّّأنهََّّالصاحلََّّالسلفََّّمنََّّأحدََّّينكرََّّوَل
70َّ.ََّّحقيقتهََّّتعلمََّّالََّّفإنه؛ََََّّّّاالستواءََّّيةكيفََّّجهلواََّّوإمناََّّخملوقاته،

لواَّالَكِلمَّعنَّمواضعهَّ،ففس َّاحملر َِّوهمََّّ َّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّنَّالر محََّْ:َّ}تعاَلََّّقولهََِّّفَّاالستواءََّّروافةَّالذينَّبد 
َّ.ابالستيالءََّّ{ََّّاْستَ َوى

71ََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّاألشاعرةََّّمتأخريَّمنَّوكثريََّّ،ََّّواحلروريةََّّواملعتزلةََّّاجلهميةََّّمنََّّكثريََّّإليهََّّيذهبََّّالقولََّّوهذا
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:البلخيََّّنعيمََّّقالَّأبو

 
 (5/520) لفتاوى مجموع ا 67
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َّالَّماََّّمنهََّّجاء:َّفقالََّّ؟ََّّجفوتهََّل:َّلهََّّفقيلََّّوجفاه،ََّّقطعهََُّّثََّّجلهمََّّصديقاًَََّّّمروَّأهلََّّمنََّّرجلََّّكانَّ"ََّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[5:ََّّطه{َّ]استوىََّّالعرشََّّعلىََّّالرمحن}ََّّيوماًَََّّّقرأتَََّّّحيتمل،

72َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّ"ََّّاملصحفََّّمنَّحلككتهاََّّحكهاََّّإَلََّّسبيالًَََّّّوجدتَََّّّلوََّّوهللاََّّأما"َّ:ََّّقال
حتريفهم :                                                                       على  هؤالءبه   استدل* ومما  

:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعنهماََّّهللاََّّرضيَّعباسَّابنََّّعنماَّروىََََّّّّ-1
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قال[5ََّّ:ََّّطه](ََّّاْسَتوىََّّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّالر مْحنَّتعاَلَّ)ََََّّّّقولهََِّّفأنهَّقالَِّفَّ

.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمكانََّّمنهََّّخيلوََّّفالََّّبريته،ََّّمجيعََّّعلىََّّاستوَل
َّ:الشاعرََّّقولََّّذلكََّّومنََّّالعرب،ََّّلغةََِّّفََّّمشهورَّأمرََّّتفسريَّاالستواءَّابالستيالءََّّأنََََّّّّ-2
73َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."ََّّمهراقَّدمََّّوالََّّسيفََّّغريََّّمن...َََّّّالعراقََّّعلىََّّبشرََّّاستوىََّّقدَّ"ََّّ

"َّ ونَّتفسريَّالسلفَّلالستواءَّبدعوىَّأنهَّمستلزمَّللتجسيمَّ،َّكماَّيقولَّالرازيَّ:ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ*َّوتراهمَّيردَُّّ
َّاجللوسََّّعلى"ََّّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّاْسَتوىََُُّّث َّ"ََََّّّّقولهََّّمحلََّّميكنََّّالَّأنهََّّوالنقليةََّّالعقليةََّّالدالئلََّّمبجموعََّّثبت

.74َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!!َّواحليزََّّاملكانَََّّّوشغلََّّواالستقرار
َََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتنزيهاًَََّّّوُرمَّضفو َََّّّأوََّّلهأو ََّّالتشبيهاَّ***ََّّأوهمََّّنصََّّوكل.ََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

وهذاَّجيسِ دَّلناَّجنايةَّأهلَّالتحريفَّعلىَّنصوصَّاالعتقادَّ،َّحيناَّيلبسَّالتحريفَّثوبَّالتنزيهَّ،َّويُرمىَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.أهلَّاالثباتَّابلتجسيمَّوالتشبيهََّّ

قدَّردَّعلماءَّأهلَّالسنةَّعلىَّهذهَّالفريةَّوبي نواَّبطالُناَّ،َّومنَّهؤالءَّاإلمامَّابنَّالقيمَّالذىَّفن دَّعوارَّهذاَّ
ََّلََّّكأنَََّّّحصيداًَََّّّجعلهاف،ََّّفهَّ"الصواعقَّاملرسلةَّ"َّ،َّوردَّعليهَّمنَّإثننيَّوأربعنيَّوجهاََّّالتحريفَِّفَّمصن َّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ابألمسََّّتغن

َّمعناهََّّكانََّّولوََّّاالستيالء،ََّّدونََّّاالستواءََّّبلفظََّّوردََّّحيث،ََََّّّّوالسنةََّّالقرآنَََِّّّفََّّاطردََّّقدَََّّّاللفظََّّهذاَّأنَََّّّ-1
َّعلىَّلمحَََّّّاستوىََّّبلفظََّّموضعنيَّأوََّّموضعِفََّّجاءَّفإذاََّّكذلك،ََّّردهاموَََّّّأكثرَِّفَّاستعمالهََّّلكانَََّّّاستوَل

َّاملعهودَّ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاملألوفََّّألنه؛ََََّّّّاستوَلََّّمعىن
َّإَلَّاجلميعَََِّّّفََّّصرفهََّّعيفيد َََّّّواحد،ََّّمعىنَّعلىََّّمواردهَّمجيعَََِّّّفَّاستعمالهَّاطردََّّقدََّّلفظََّّإَلََّيتََّّأنَََّّّوأما
َِّفَّيكنَََّّلَّلوََّّهذاََّّالبيان،ََّّقصدََّّمنََّّويفعلهَّيقصدهََّّوَلََّّ،ََّّالفسادََّّغايةََّّففيََّّفيهََّّاستعمالهََّّيعهدَََّّلََّّمعىن

 
(  162،وقال األلباني في "مختصر العلو" )ص/(69)ص/ أحمد  بن للا  عبدالسنة ل(و 20)ص/العباد أفعال خلق وانظر  72
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75ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّذلكَََّّيىبََّّماَّالسياقََّّوِفََّّفكيفََّّفيه،ََّّاستعمالهََّّاطردََّّالذيََّّمعناهَّغريَّعلىََّّمحلهَََّّيتََّّماََّّالسياق
علىَّالعرشَّ،َّكماَّوردَّذلكَّالعلوََّّعَّوَّاَّرتفعلىَّتفسريَّاالستواءَّابالواللغةََّّفسريََّّأهلَّالتكبارََََّّّّقدَّأطبقََّّ-2

َّ.البكريََّّأنسََّّبنََّّوالربيعَََّّّجربَّنبََّّوجماهدواحلسنَّالبصريََََّّّّالعاليةََّّوأِبََّّعباسََّّابنعنََّّ
َّ.ََّّوغريهمََّّوالبغويََّّعبدالربََّّوابنحامتَََّّّأيََّّوابنََّّجريرَََّّّوابنََّّقتيبةََّّوابنََّّوالبخاري

76ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّواألخفشََّّاءوالفر َََّّّأمحدََّّبنََّّاخلليل:ََّّأمثالََّّاللغةََّّأئمةََّّكبار:ََّّقولََّّوهو
َّ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسنةََّّأئمةََّّإمجاعََّّعلىََّّوخروج،َّقولَّحمدثَِّفَّاألمةََّّهوََّّتفسريَّاالستواءَّابالستيالءََّّلذاَّفالقولَّب

َّ ديناَّفالَََّّّومنََّلَّيكنَّيؤمنذ َّ،َّاخلرييةَّمنَّبعدهََّّوالَّالقرونَََّّّ،َََّّلَّيعرفهَّالصدرَّاألولبلَّهوََّتريفَّبنيِ 
(.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّشِهيد ََََّّّوُهوَََّّّالس ْمعََََّّّأَْلَقىََّّأَوََّّقَ ْلب َََّّّلَهَََُّّكانَََِّّّلَمنََََّّّلذِْكَرىَََّّذِلكَََِّّّفَََِّّّإن َّ)َََّّّ.يكونَّاليومَّديناًَّ

قالَّأبوَّالعباسَّابنَّتيميةَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:قال"ََََّّّّاإلفصاح"ََََّّّّكتابهََِّّفَّاملظفرََّّأبوََّّذكر
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟"ََّّاستوَلََّّمبعىنََّّاستوىََّّاللغةََِّّفََّّوجدتَََّّّهل:َّ"ََّّاخلليلََّّسئل
،ََََّّّّحالهََّّمنََّّعرفََّّماَّعلىَّاللغةََِّّفَّإمامَّوهو،ََََّّّّلغتهاََِّّفََّّجائزََّّهوََّّوالََّّالعرب؛ََّّتعرفهََّّالَّماَّهذا:ََّّفقال

77َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ابطلََّّمحلَّيعرفََّّالَّماََّّعلىََّّمحلهََّّفحينئذَّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ََّّالنضرََّّبنََّّحممدََّّبكرََّّأبوقالََّّ

:َّفقالََّّاستوَل؟ََّّمبعىنََّّاستوى:ََّّاللغةََِّّفَّأتعرفََّّسألهََّّدداؤَََّّّأِبَّابنََّّأنَََّّّلناََّّوذكر,َََّّّجارّنََّّاألعراِبََّّبناََّّكانَّ"ََّّ
78َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّأعرفَّال
َّاْلَقْومَََِّّّمنََََّّن اّنََّّال ِذيََّّّللِ َََِّّّاحلَْْمدَََّّّفَ ُقلَََّّّاْلُفْلكََََّّّعَلىََّمَعكََََّّّوَمنََّّأَْنتََّّاْستَ َوْيتَََّّّفَِإَذاقدَّقالَّتعاَلَّ)ََََّّّّ-3

َّالظ اِلِمنيَََّّّلِْلَقْومَََّّّبُ ْعًداَََّّوِقيلَََّّاجْلُوِدي ََََّّّعَلىَََّّواْستَ َوتَّ،َّوقالَّتعاَلَّ)ََّّ(28املؤمنون:()(28)ََّّالظ اِلِمنيَّ
ََََََََََّّّّّّّّّّ-عليهَّالسالم-فلوَّتنزلناَّمعكمَّأنَّاالستواءَّهوَّاالستيالءَّ،فهلَّاستوَلَّنوحََّّ(28)هود:(44)

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّومنَّمعهَّعلىَّالسفينةَّ؟!َّ،َّوهلَّاستولتَّالسفينةَّعلىَّجبلَّاجلوديَّ؟!َّ
،ََََّّّّكلهاََّّاألشياءََّّعلىََّّل َّمستوَََّّّتعاَلََّّوهوََّّاالستيالء،ََّّمبعىنََّّالعرشََّّعلىََّّمستويًََّّ-تعاَل-َّهللاََّّكانََّّلوََّّ-4

َّعلىََّّقادرََّّألنهَّار؛واألقذَََّّّاحلشوش،ََّّوعلىَّالسماء،ََّّوعلىَّاألرض،ََّّوعلىََّّالعرش،ََّّعلىََّّمستويًَََّّّلكان
َّ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.عليهاََََّّّّمستول َََّّّاألشياء

َّعلىََّّمستو َََّّّ-تعاَل-ََّّهللاََّّإنَََّّّيقولََّّأنَّاملسلمنيََّّمنََّّأحدََّّعندََّّجيزَََّّل،َّوَََّّّكلهاََّّاألشياءََّّعلىَّقادراًَََّّّكانََّّوإذا
َّالذيََّّاالستيالءََّّالعرشََّّعلىََّّاالستواءََّّيكونََّّأنَََّّّجيزَََّّلََّّ،كبرياًَََّّّعلواًََّّذلكََّّعنََّّهللاََّّتعاَلََّّواألخلية،ََّّاحلشوش
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79ََََََََََّّّّّّّّّّ.كلهاََّّاألشياءََّّدونََّّابلعرشََّّخيتصََّّاالستواءََّّمعىنََّّيكونََّّأنَّووجبََّّكلها،ََّّاألشياءََِّّفَّعامََّّهو
م َََِّّّست ةَََِِّّّفََََّّّواأْلَْرضَََّّّالس َماَواتََََّّّخَلقََّّال ِذيََُّّهوَّ :َّ}تعاَلََّّقالََّّ-6 (4َََََََََََّّّّّّّّّّّاحلديد:){َََّّّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّاْستَ َوىََُُّّث َََّّّأَي 

َّالقهر،ََّّأوََّّاالستيالءََّّمبعىنََّّهناََّّاالستواءَّكانَََّّّفلواالستواءَّبعدَّخلقَّالسماواتَّواألرضَّ،ََّّوقوعََّّفذكرََّّ
َّقبلََّّلهََّّقاهرََّّوالَّالعرشََّّعلىََّّمستول َََّّّغريََّّ-تعاَل-ََّّهللاََّّلكانََّّواملعتزلة،ََّّاجلهميةََّّفتهحر ََّّماََّّعلىََّّذلك،ََّّوحنو
80ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََّّّكبرياًَََّّّعلواًَََّّّذلكََّّعنََّّهللاََّّتعاَلََّّواألرض،ََّّالسمواتََّّخلق

وبنيَّغريهَّ؛َّفإنَّاالستيالءَّالََّّ-تعاَلََّّ-تفسريَّاالستواءَّابالستيالءَّيقتضيَّوجودَّمنازعةَّبنيَّهللاَََّّّ-5
أحدَِّفَّملكهَّ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالَّينازعهَّ–عزوجلََّّ–َيتىَّإالَّبعدَّمغالبةَّ،َّوهللاََّّ

قالَّابنَّكثريَّ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ََّّ؛كبرياًَََّّّعلواًَََّّّاجلهميةََّّقولََّّعنَّهللاََّّتعاَلََّّعليه،ََّّاستيالءهََّّعرشهََّّعلىََّّابستوائهََّّ-وجلَّعز-ََّّهللاََّّأرادََّّوال
َّامللكََّّاستيالءكََّّ،عليهََّّاستيالئهََّّقبلََّّعليهَّعاصياًَََّّّالشئََّّذلكََّّكانََّّإذََّّالشئََّّعلىََّّاستوىََّّيقالََّّإمناََّّفإنه
81َّ.عليهََََّّّّاستوىََّّيقالََّّحَّتَّ،واحداًَََّّّنفساًَََّّّعليهََُّّمتنعاًَََّّّيكنَََّّلَّالربََّّوعرشََّّعليه،َّعصياُناََّّبعدََّّاملدينةََّّعلى

َّ:فقالََّّرجل،ََّّفأاتهََّّاألعراِب،ََّّابنَّعندَّكنا:ََّّعليََّّبنََّّداود*َّقالََّّ
ََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:فقالََّّ،استوَلََّّ(َّاْستَ َوىََّّاْلَعْرشََََّّّعَلىَّالر مْحَنَّ):ََّّتعاَلََّّقولهََّّمعىنَّهللا،ََّّعبدََّّأابََّّي

:َّقيلََّّغلبََّّفأيهماََّّمضاد،َّفيهََّّلهََّّيكونََّّحَّتََّّالشيءََّّعلىََّّاستوَلََّّللرجلََّّتقولََّّالََّّالعربََّّاسكت،
َّ:الَنابَِغةَََََّّّسَِْعتََّّأََماََّّاملغالبة،ََّّبعدَََّّّاالستيالءوَََّّّله،َّمضادََّّالَََّّّ-تعاَلََّّ–ََّّوهللاََّّاستوَل،

82ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.اأْلََمدََََِّّّعَلىََّّاْستَ ْوََلَََِّّّإَذاََّّاجْلََوادََََِّّّسْبقَّ...ََََّّّسابُِقهَََُّّّأَْنتَََّّمنََّّأَوَََِّّّلِمْثِلكََََّّّأاَلَّ
*فإن قيل :                                                                                                   

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟"ََّّاملهيمناسمَّ"ََََّّّّعىنابالستيالءَّموافقاَّملََّّ-تعاَل-أليسَّوصفَّهللاََّّ
:                                                                                                        * فجوابه 

َّعلماًَََّّّشيءََّّبكلََّّأحاطََّّالذي،ََََّّّّالصدورََّّوخبايَّاألمور،ََّّخفايََّّعلىََّّاملطلعََّّهو:"ََّّاملهيمنأنَّمعىنَّاسمَّ"ََّّ
اليكونَّإالَّبعدَّاملغالبةََّّابالستيالءَّالذيََّّ-تعاَل-أعمالَّالعبادَّ.فأينَّهذاَّمنَّوصفَّهللاََََّّّّعلىََّّالشهيدَََّّّ،

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواملنازعةَّ؟!

"أنهَََّّّاْسَتوىََّّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّالر مْحنَّ"ََََّّّّقولهََِّّف-َّعنهماَّهللاََّّرضي-ََّّعباسََّّابنََّّعنأماَّاستدالهلمَّمباَّيروىََّّ
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ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"مكانَََّّّمنهََّّخيلوََّّفالََّّبريته،ََّّمجيعَََّّّعلىََّّاستوَل"ََّّ:ََّّقال
 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:              أن    * فاجلواب

َّجماهدََّّبنََّّالوهابََّّوعبدََّّالواسطيََّّداودََّّبنَّهللاََّّعبدِفَّسندهََّّوضعفاء،َّجمهولونََّّونقلتهَّ،ََّّمنكرَّأثرََّّهذاََّّ
83ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيعرف.ََّّالَّجمهولََّّالصمدََّّعبدَََّّّبنََّّوإبراهيمََّّفضعيفان،ََّّومهاََّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمث يقال :
َّيسوغََّّفكيف،ََََّّّّالعدولِفَّأصولَّاالعتقادَّ،َّوإنَّنقلهاََََّّّّاآلحادََّّخبارأبأصالةَّاالحتجاجََََّّّّقبلونتََّّالأنتمََّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبذاَّاألثرَّاملنكرَِّفَّهذاَّالبابَّ؟!ََّّاالحتجاجََّّلكم

 :الشاعر  * أما استدالهلم بقول
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .مهراقَّدمََّّوالََّّسيفََّّغريََّّمن...َََّّّالعراقََّّعلىََّّبشرََّّاستوىََّّقدَّ"ََّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:    قال جواابً عليه  * في
ماَّتكاثرَّنقلهَّعنَّأئمةَّالسلفَِّفََََّّّتكيَََُّّّكيفأنَّهذاَّالبيتَّمنسوبَّلشاعرَّنصرانَّيدعىَّاألخطلَّ،َّف

ونَّبهَّلريكنَّإَلَّبيتَّشعرَّمهلهلَّ،َّبيتَّآيلَّللسقوطَّ،ََّلَّيتجرأَّاملستدلَُّّتفسريَّاالستواءَّابلعلوَّواالرتفاعََّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟!!علىَّالتصريحَّبنسبتهَّإَلَّاألخطلَّالنصرانََّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ،َّأوَّأتويَّإَلَّركنَّشديدَّ.فلنعمَّاحلجةَّإذاَّكانتَّذاتَّقوةََّّ
َّ-تعاَل-تراهمَّابألمسَّالقريبَّيعدلونَّعنَّالكتابَّوالسنةَّوإمجاعَّاألمةَِّفَّإثباتَّصفةَّالكالمَّهللَّ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ استناداَّلبيتَّمنسوبَّلنفسَّالشاعرَّالنصرانَّ:
َّ"َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدليالًَََّّّالفؤادَََِّّّعلىََّّاللسانَََّّّجعلََّ……وإمناََّّالفؤادَََِّّّلفيََّّالكالمََََّّّإن َّ"

ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َََََََّّّّّّّكرونَّيذ َََّّّهمََّّوالََّّيتوبونََّّالََُّّث،َََّّّمرتنيَّأوَّمرةََّّاببََّّكلََِّّفََّّيفتنونََّّأُنمََّّيرونََّّأوال
ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...َّالعراقََّّعلىََّّبشرََّّاستوىََّّقدرداَّعلىَّاستدالهلمَّابلبيتَّ:"ََّّقالَّأبوَّالعباسَّابنَّتيميةَّ*
َّمصنوعَّبيتََّّإنه:ََّّوقالوا،ََََّّّّأنكروهََّّاللغةََّّأئمةََّّمنَّواحدَََّّّغريََّّوكانَّ،ََََّّّّعرِبَّشعرََّّأنهََّّصحيحََّّنقلََّّيثبتَََّّل
َّإَلََّّالحتاجَََّّّ-وسلمََّّعليهََّّهللاََّّصلى-ََّّهللاََّّرسولََّّحبديثَّاحتجََّّلوََّّأنهَّعلمََّّوقدَّ،ََََّّّّاللغةََِّّفَّيعرفََّّال

84ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاللغةَّ.َََّّّأئمةََّّفيهََّّطعنَّوقدَّ؟َّ!ََََّّّّإسنادهََّّيعرفََّّالََّّالشعرََّّمنََّّببيتََّّفكيف،ََََّّّّصحته
قالَّابنَّالقيمَّ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّ:هكذاَّهوََّّوإمناََّّفحمر ََّّالبيتََّّهذاََّّأن
َّ"العراقََّّعلىََّّاستوَلََّّقدَََّّّبشر"ََّّ
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َّوأشعارهمََّّالعربََّّدواوينََّّمنَّشيءََِّّفََّّمعروفََّّغريَّوهوََّّفكيفََّّمعروف،َّقائلََّّمنََّّمعروفاًََّّكانَََّّّلوََّّهكذا
َّ.إليهاََّّيرجعََّّاليت

االستواءَََّّّحقيقةََّّعلىََّّوهوََّّعليهم،ََّّحجةََّّهوَّبلََّّحجةََّّفيهََّّيكنَََّّلََّّفحمر ََّّغريََّّأنه،َّوَََّّّالبيتََّّهذاََّّصحََّّلووَّ*
َّهيَّكماََّّسريرهاََّّعلىََّّفاستوىََّّالعراق،ََّّعلىََّّأمرياًَََّّّوكانََّّمروان،ََّّبنََّّامللكََّّعبدََّّأخاََّّكانََّّهذاََّّبشراًَََّّّفإنَََّّّ؛ََّّ

*85ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعليهَّ.َََّّّمستوينََّّامللكََّّسريرََّّفوقََّّجيلسواَّأنَََّّّونواِباَّامللوكََّّعادة
َّاملكانََّّشغليلزمَّمنهََََّّّّاالستقراروَََّّّواالرتفاعََّّلعلوابََّّاْلَعْرشََََّّّعَلىََّّأنَّتفسريَّاالْسَتواءَّأماَّدعوىَّأهلَّالتحريف

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ!!واحليز
ففرواَّمنهَّإَلَّالتحريفَّ.ََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ََّّالتشبيهََََّّّّ،ََّلَّيعرفَّأصحاِباَّمنَّاالثباتَّإالََّّفهىَّدعوىَّابطلة

االستيالءَّحاصلَََّّّوخلقهَّ؛َّفإنََّّ-تعاَل–ََّّاملشاِبةَّبنيَّهللاََّّتفسريكمَّلالستواءَّابالستيالءَّوجودالَّيلزمَّمنََّّأ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفَّأفعالَّالبشرَّ؟

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"استيالءَّهللاَّليسَّكمثلهَّشيءَّ"َّ.َََّّّفإنَّقلتمَّ:
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقلناَّ:

عََّّم،َّوهوَّوصفَّخالفتمَّفيهَّإمجاَّاالستيالءَّعلىَّماَّيليقَّبهَّ،َّحسبَّزعمكوصفََََّّّّ-تعاَل-إذاَّأثبتمَّهللَّ
وصفَّاالستواءَّعلىََّّ-تعاَل-تثبتواَّهللََّّتوافقواَّأهلَّالسنةَّفكمَّأنََّّكلَّمنَّسبقكمَّ،َّأَلَّيكنَّاألوَلَّل

ََََََّّّّّّعىنَّالصحيحَّالذيَّهوَّالعلوَّواالرتفاعَّعلىَّماَّيليقَّابهللَّعزوجل؟!!ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامل
والعشرينَََّّّاحلاديََّّاحلديثفقدَّسبقَّبيانَّالتفصيلَّفيهَّعندَّشرحََََّّّّ-تعاَل-وأماَّحكمَّنسبةَّاملكانَّإَلَّهللاََّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإليه.ََََّّّّ"َّ،َّفلريجعََّّاجلاريةََّّيثحدَََّّّشرحََِّّفَّاجلاريةََّّالسنة،حديثَّ"ََّّ
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