
478　 Session　 IV

on　his　belief　 in　and　 obedience　 to　God's　 law.　 h　 1999,　 Pope　 John　 Paul　 II

clarified　 that　 heaven　 and　 hell　 are　 not　 physical　 places.　 Heaven　 is　a

liVing　 and　 personal　 relationship　 with　 (k)d　 to　be　enjoyed　 not　 only　 in　the

next　 life　but　 even　 in　our　 earthly　 lifb　depending　 on　 our　 actions　 and

attitudes　 towards　 the　 diVine　 law.　 Hell　 on　 the　 other　 hand　 is　the　 state

of　those　 who　 separa舳emselves丘om(嗣.　 Etemal　 damnation　 is　not

God's　 imposition　 but　 is　the　 sinner's　 own　 fault,　 according　 to　the　 pope.

V皿.　Conclusion

　 All　 the　 enumerated　 beliefs　 are　 based　 on　 perceptions　 and　 are

unproven.　 What　 makes　 men　 believe　 them　 is　a　matter　 of　faith　 and　 a

desire　 to　achieve　 harmony　 and　 hapPiness.　 Therefbre,　 we　 all　should

work　 hard　 and　 press　 religious　 leaders　 tO　agree　 on　 common　 beliefs,　 tO

acceptthemas五mdamental　 precepts,　 and　 to　let　them　 tolerate/accept

each　 others　 different　 conceptS　 in　order　 tO　achieve　 a　unity　 of　beliefs　 and

a　restoration　 of　God's　 Kingdom　 of　Heaven　 on　 Earth.　 Unity　 among

religions　 would　 propagate　 the　 virtue　 of　love　 with　 each　 other　 more

Vigorously　 and　 thus　 promote　 personal　 happiness　 and　 world　 harmony.
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　 Ever　 since　 the　 beginning　 of　the　 universe　 man's　 needs　 have　 been

answered　 by　 science　 and　 theology　 Science　 led　 to　man's　 innovations

and　 theology　 built　 faith　 in　him.　 As　 students　 we　 used　 to　read　 that

necessity　 is　the　 mother　 of　invention.　 It　was　 true　 yesterday;　 it　is　tme

today　 and　 will　 remain　 true　 in　the　 fUture　 also.　 It　is　indisputable　 that

man's　 life　has　 been　 tOtally　 transf()mled　 by　 science.　 The　 progress丘om

the　 primitive　 ages　 to　the　 modern　 age　 is　the　 result　 of　scientific

discoveriesanddevelopment.Howeveritisequallytruethattheology

is　indispensable　 tO　man　 and　 fills　the　 voids　 that　 science　 cannot　 Ml.

　 Right　 from　 the　 beginming　 of　time　 man　 has　 depended　 on　 natUre.　 It

is　nature　 through　 which　 he　 has　 leamt　 and　 grown,　 it　is　nature　 that

hastaughthimtherealitiesoflife;itisnaturethathasservedasa

scientific　 lab　 for　his　 experiments.　 Even　 today　 scientists　 depend　 on

farmers　 and　 simple　 villagers　 for　their　 ideas　 on　 agricultural　 research

and　 dairy　 products.　 Farmers　 better㎞ow　 how　 to　get　 more　 milk　 and

the　 appropriate　 fbdder　 to　be　 given　 to　animals.　 AgricUltural　 scientists

get　 ideas　 from　 the　 local　 farmers　 and　 develop　 new　 theories　 after

testing　 and　 retesting　 in　labOratOries.

In　a　similar　 fashion　 for　medicine,　 fbr　centuries　 l㏄al　 herbs　 served　 as

medicines　 fbr　 all　 kinds　 of　ailments.　 Kali　 mirch,　 mirch(chili),

gud(made　 of　sugarcane),　 sarson　 ka　 tel(must曲il),　 haldi(tumeric),

1assan,　 adrak(ginger)　 and　 lemon　 etc.　were　 treated　 as　 products　 of

medicinal　 value.　 The　 local　 simple　 villagers　 used　 all　these　 things.　 It　is

only　 since　 the　 begi皿1ing　 of　the　 20th　 century　 that　 medical　 science　 has

made　 tremendous　 advancements.　 But　 it　has　 also　 used　 these

ingredients　 in　modem　 allopathic　 medicines.
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　 Even　 theological　 theories　 suggested　 meditation　 which　 modern

scientists　 and
.　doctOrs　 suggest　 as　the　 most　 effective　 way　 of　controlling

mind　 and　 reducing　 stress.　 In　India,　 meditation　 is　prescribed　 as七he

most　 effective　 way　 tO　relieve　 stress　 and　 improve　 productivity;　 thus

regular　 meditation　 and　 yoga　 classes　 are　 held　 in　 many　 Indian

workplaces.　 '

　 The　 early　 lifb　of　nomadic　 man　 was　 simple.　 How　 man　 learnt　 to　make

fire　and　 sail　were　 groundbreaking　 experiences　 in　themselves.　 Further,

七hese　 early　 e丑brts　 of　man　 were　 supplemented　 by　 his　 faith　 in　nature

and　 God.　 Modem　 marvels　 such　 as　huge　 cruise　 ships　 are　 based　 on　 the

same　 theory　 on　 which　 these　 simple　 boats　 were　 made　 to　sail　in　deep

waters.

　 Similarly　 man's　 visionary　 ideas　 about　 the　 universe,　 concept　 of　day

and　 night,　 number　 of　planets,　 speed　 of　wind,　 groWing　 moon　 theory,

sand　 storms　 in　deserts,　 which　 man　 has　 learnt　 and　 experienced

theologically　 are　 proving　 true　 scientifically　 also.　 It　confirms　 that

theology　 is　not　 only　 scientifically　 tested　 system　 but　 it　also　 helps

science　 to　progress　 which　 puts　 challenges　 fbr　man.

　 Even　 in　 the　 olden　 days　 man's　 knowledge　 about　 nature　 was

marvelous.　 He　 could　 predict　 thunder　 stOrms　 and　 foresee　 sea　 stOrms.

Now　 we　 have　 scient茄c　 methods　 to　predict.　 Man　 even　 tried　 theological

means　 to　avoid　 storms　 etc.　 today　 through　 some　 advanced　 satellite

systems　 we　 can　 predict　 stOrms　 but　 still　not　 With　 complete　 perfection.

Man　 in　spite　 of　all　his　progress　 and　 development　 has　 not　 been　 able　 to

prevent　 or　stop　 storms.　 He　 can　 only　 predict　 with　 more　 perfection.

Even　 today　 a　fisherman　 on　 the　 seashore　 knows　 more　 about　 the

behavior　 of　the　 sea血his　 simple　 way　 than　 a　scientist　 sittilg　 in　the

lab.

　 Through　 prayers,　 through　 religious　 ceremonies　 and　 rituals　 man

tries　to　control　 nature.　 Prayers　 fbr　the　 rain　 god　 are　 an　 example.　 Man

still　feels　 that　 science　 cannot　 bring　 him　 rain;　 but　 prayers　 can.　 We

come　 across　 numerous　 cases　 daily　 in　 medical　 field　 that　 physical

ailments　 are　 treated　 by　 spiritual　 means.　 Most　 of　the　 diseases　 are　 due

tO　tension　 and　 imbalance　 in　the　 bod)n　 Problems　 of　brain　 and　 heart　 are

related　 to　 stress　 and　 tension　 that　 are　 cured　 by　 prayers　 and

meditation.Itisnowwidelyrecognizedthatprayerhaslotofpowerto

cure,　 treat　 and　 give　 strength　 tO　fight　 diseases.　 Even　 in　the　 West　 this

reality　 is　bemg　 accepted　 now.　 Prayer　 has　 marvelous　 curing　 capacity

In　 almost　 half　 of　the　 American　 medical　 schools　 Spiritualism　 and

Medicine　 is　prescribed　 as　a　su句ect.

　 in　Kethrtn　 Kapoor's　 book　 ``lt　is　better　 to　believe"　 wonderfUl　 results

of　meditation　 and　 its　impact　 on　 health　 are　 mentioned.　 Research　 work
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done　 on　 Afro-Americans　 by　 the　 Detroit　 University　 shows　 that

spiritual　 people　 are　 non-smokers　 and　 optimistic　 in　l　ffe.　East　 Carolina

University　 research　 shows　 that　 ladies　 folloWing　 spiritual　 life　du血g

pregnancy　 have　 fewer　 complications　 du血g　 childbirth.　 Royal　 Society

of　Medicine　 has　 proved　 that　 faith　 and　 prayer　 reduce　 the　 chances　 of

rectal　 and　 colon　 cancer.　 Cancer　 patients　 ean　 face　 the　 situation　 much

more　 strongly　 With　 faith　 and　 the　 power　 of　prayer.　 Research　 in　Utah

Universityhasbroughtoutthatreligiousstudentshavemoresenseof

self-respect　 and　 are　emotionally　 matured.

　 Social　 cohesion　 and　 religious　 faith　 are　 complementary　 tO　each　 other

and　 it　has　 effect　 on　 the　 health　 also.　 Medical　 experts　 have　 f()und　 that

prayer　 has　 helped　 in　hypertension　 and　 cardio　 logical　 cases.　 Faith

helps　 in　ensu血g　 mental　 balance　 as　a　result　 of　which　 health　 problems

automaticallygetreducedtoagreatextent.Itwasalsofbundthrough

research　 done　 on　 students　 that　 in　those　 students　 who　 pray　 du血g

examinations　 a　fluid　 called　 Interleukin-6　 is　produced　 in　the　 brain,

which　 ilcreases　 the　 resistance　 power.　 Secondly　 the　 part　 of　brain　 that

has　 direct　 relation　 With　 happiness　 remains　 more　 active.

　 The　 formation　 of　the　 brain　 and　 prayer　 also　 has　 co-relation.

NeurologistS　 have　 discovered　 that　 those　 whose　 left　side　 of　the　 brain　 is

more　 active　 are　 religious,　 spiritual　 and　 followers　 of　ritual　 practices.

Those　 whose　 right　 side　 of　brain　 is　more　 active　 are　 emotional　 and

creative.　 Such　 people　 do　want　 to　have　 religious　 eXperience　 but　 their

eff()rts　are　 only　 to　a　limited　 leve1.

　 Theology　 is　a　step　 ahead　 of　 science.　 When　 pronounced　 by

theologians　 their　 prophesies　 appear　 to　be　 unbelievable　 but　 over　 a

period　 of　times　 these　 are　 proved　 by　 scientific　 experiments　 and

research.　 Guru　 Nanak　 Dev　 Ji,　the　 first　guru　 of　the　 Silths,　 who　 said

about　 535　 years　 ago　 that　 there　 are　 m皿ions　 of　planets　 and　 stars　 in　this

world　 appeared　 to　have　 made　 a　strange　 pronouncement.　 No　 body

could　 believe　 and　 imagine　 it　at　that　 time　 but　 today　 this　 iS　an

established　 fact.

　 Theology　 and　 science　 are　 complementary　 to　each　 other.　 In　 fact

theology　 bridges　 the　 gap　 between　 man's　 curiosity　 and　 scientific

certification.　 When　 there　 were　 uncertainties,　 when　 things　 were　 not

clear　 in　the　 olden　 days,　 when　 there　 were　 anxieties,　 it　was　 theology,

which　 strengthened　 man's　 belief　 on　 certain　 issues　 till　they　 were

certified　 and　 testified　 by　 the　 scientific　 research　 at　a　later　 stage.　 Thus

it　was　 theology　 that　 filled　 the　 gap　 till　scientific　 theories　 confirmed

those　 theological　 thoughts　 or　offered　 a　scientific　 alternative.　 Thus　 it

filled　 the　 vacuum　 that　 would　 have　 otherwise　 affected　 man's　 thought

and　 socialization　 process.　 Till　scientific　 discoveries　 established　 certain

1ー
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theories　 on　 material　 issues　 man　 drew　 strength　 from　 theological

thoughts.　 h　 this　way　 theology　 is　a　step　 ahead　 of　science　 is　a　visionary

P「ocess・

　 Theology　 is　belief　 and　 science　 is　proof　 Still　behef　 is　more　 important
since　 even　 when　 there　 is　no　 proof　 people　 need　 somethmg　 to　believe　 in

.

For　 example　 rain　 in　India　 as　per　 belief　 is　through　 the　 mercy　 of　Indra

Devta・ 　the　 Rain　 God・ 　At　 times　 of　drought　 people　 in　India　 worship

hldra　 Devta,　 organize　 prayers,　 perform　 special　 pooja　 and　 if　it　rains　 it

co㎡ ㎜s　 their　 be五ef　 they　 do　not　 attribute　 such　 rain　 tO　any　 physical　 or

enVironmental　 factOrs.

　 Similarly　 the　 phenomenon　 of　 a　solar　 eclipse　 is　theologically　 　　　　　 　　 Th
ough　 there　 is　a　scientific　 theory　 f()r　an　 eclipse

,
answered.

astrologers　 not　 only　 predict　 a　solar　 eclipse　 but　 also　 come　 up　 with

explanations　 of　its　impact　 on　 people　 over　 the　 years.　 It　has　 stood　 the

test　 of　time　 for　centuries　 and　 therefore　 there　 is　nothng　 tO　disbelieve .

Here　 we　 certainly　 have　 a　situation　 where　 it　can　 be　 said　 emphatically

that　 theology　 and　 science　 are　 complementary　 to　 each　 other .

ScientificaUy　 a　dead　 man　 can　 do　nothing　 but　 theologically　 a　dead　 man

without　 a　head　 over　 his　 body　 rode　 his　 horse　 with　 the　 spirit　 of　tme

faith.　 This　 has　 been　 proved　 in　the　 case　 of　the　 Sikh　 religion　 where　 we

see　 the　 case　 of　Baba　 Deep　 Singh　 who　 continued　 to　ride　 his　 horse　 in

battle　 even　 afヒer　his　head　 was　 chopped　 off.

　 Similarly　 theology　 has　 strong　 explanations　 fbr　dreams　 but　 medical

science　 is　not　 able　 tO　fUlly　 explain　 the　 theory　 and　 reason　 of　dreams.

Sti11　people　 attribute　 different　 meanings　 and　 theories　 tO　dreams　 that

are　 accep幽venbytheme醐co㎜ 皿ity.

　 Water　 flowing　 in　an　 umderground　 stream　 can　 cure　 several　 diseases

if　one　 has　 faith.　 Though　 medical　 science　 ca㎜ot　 cure　 but　 this　 water

can　 cure　 serious　 diseases.　 This　 has　 been　 proved　 at　the　 Jesus　 Place　 at

GfObind　 Sadan,　 New　 Delhi,　 India.　 Similarly　 there　 is　no　 explanation

with　 scientists　 that　 how　 reethas　 on　 one　 side　 of　the　 tree　 can　 be　 sweet

whereas　 the　 other　 branches　 of　the　 tree　 have　 the　 usual　 fruit.　 This　 is

true　 even　 today　 in　India　 where　 under　 a　tree　 the　 first　 Sikh　 Guru

Nanak　 Sahib　 (550　 years)　 sat　under　 that　 tree　 and　 tO　proVide　 food　 to　his

disciple　 who　 was　 hungry　 he　 told　him　 to　pluck　 a　reetha　 and　 eat　 it.　At

that　 time　 it　was　 unbelievable　 how　 one　 could　 eat　 a　reetha.　 His　 disciple

ate　the　 reethas　 of　that　 branch　 of　the　 tree　 and　 reethas　 on　 that　 tree　 are

sweet　 even　 today　 This　 is　the　 theological　 explanation.　 Agro-scientists

haveyettounderstandthismiracle.

　 There　 are　 so　many　 such　 miracles　 in　 all　societies　 where　 theology

takes　 lead　 to　satisfy　 the　 human　 urge　 and　 then　 scientists　 through

experimentation　 certify　 them.
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　 Theology　 depends　 on　 faith　 and　 science　 on　 perfbction.　 Over　 the

centuries　 we　 have　 noticed　 that　 scientific　 research　 has　 confirmed

theological　 beliefs.　 Theological　 expressions　 have　 visionary　 mdications

that　 are　 certamly　 true,　 close　 to　nature　 and　 godl)乙Therefbre,　 sooner　 or

later　 these　 are　 going　 to　be　 confirmed　 by　scient迅cexperiments　 as　true

and　 realistic.　 A　 fbw　 examples　 in　 the　 field　 of　space,　 medicine　 and

agriculture　 have　 confirmed　 the　 complementary　 relation　 between

theology　 and　 science.　 Even　 those　 who　 do　 not　 take　 theological

expressions　 seriously丘1the　 beghmi口g　 accept　 their　 truth血1ness　 and

utility　 over　 a　period　 of　time.　 Even　 scientists　 take　 theological

expressions　 as　the　 base　 fbr　their血ture　 research.　 Most　 scientists　 fbel

as　individuals　 that　 theology　 is　a　true　 science.　 However　 they　 prove　 it

only　 by　 exper血ments.　 I　would　 f祖ally　 say　 that　 theology　 is　the　 base　 fbr

scientific　 studies　 and　 the　 tWo　 are　 complementary　 tO　each　 other.


