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真の父母様は私たちに二つのダイヤモンドをくださった。一つは真の父母様の教えで
あり、もう一つは真の父母様の血統である。真の父母様は世界で最もたくさんのみ言
選集を刊行しただけでなく、祝福結婚を通じて最もたくさんの人々を結婚させてくだ
さった方である。価値を計算することができない程のこの貴い贈り物は、私たちの堕
落性と原罪という二つの根本的な問題を解決することができる鍵だ。
その基盤の上で、真のお母様は天一国時代を開いてくださった。真のお母様は二つの
核心的な概念を教えてくださり、これを通して私たちが教育に努力を尽くすように強
調された。簡潔かつ、その内容は革新的である。すなわち、神様は私たちの天の父母様
であり、私たちの使命はこの世の中に平和と統一を成すことである。

私たちは組職を改編しなければならない。教育のための特命総使として私の使命は決して易しくはないが、やりが
いがある。真のお父様は自分の使命を、静かな革命の花火を起こすことだと表現されたように、アジアにTJ革命を
点火させることが私の責任だと思う。このために私はまず原理教育から始める。
教育について強調されるのは、龍鄭植アジア大陸会長の基本的な方針だ。この教育は朝の訓読会から始まる。龍会
長は真のお父様のみ言を研究して、真のお父様の教えを、現在の摂理に直接的に連結してくれた。毎朝が聖霊降臨
節のようだ。毎日参加者たちは、涙を流して悔い改め、新たに決心する。真の父母様の心情と路程、そして使命と密
接に繋がるのを感じることができる。これがアジアで統一運動が成功することができる、原動力だ。またタイとフ
ィリピンで活気づいて進行されている、氏族的メシヤの使命を強調する。国家的な次元で氏族的メシヤ活動をする
ということは、続いて原理を教えるということを意味する。文字通り、止めないで進行し続けるということだ。一つ
のプログラムが終わってすぐに休むことができず、他のプログラムに参加しなければならない場合が多い。時折飛
行機から下り、そのまま自動車に乗って、自動車から降りるや否や、講壇に上がって、人々を教育する場合がある。
例えば、最近私たちは龍会長とともにインドの 35箇所と、政府直轄領の巡回を終えた。私たちの巡回に助けになる
ことができる現地の食口たちは、数えるだけでも少なかった。しかしクリシュナ・アドヒカリ　インド家庭連合会
長は、すべての場所でとても大きな規模のプログラムを計画した。私たちは州知事、大学教授、大学院生、宗教指導
者と高位級公務員たちを教育した。私たちの教育に参加した人々は平均100人を越えた。彼らは家庭を中心とした
平和を語る、真の父母様の教えを好み、私たちに再び早く来てほしいと強調した。
現在進行しているもう一つのプログラムは、大学生と高校生に近付く活動だ。国家を変えるためには教育が先行し
なければならない。現在ネパール教育省と私立学校協議会を中心に、とても画期的なことを計画している。ここの
教育者たちと父兄たちは学生の心の中で道徳的価値が崩れていることを目撃していつつも、それをどのように止
めることができるのか、分かっていない。
最近、ある校長は、「真の父母様の教えだけが問題を解決することができる」と語った。すべての人々がネパール国立
体育館で開催される、7万人大会を支援すると言った。そこで私たちは参加者たちに、夫婦の関係を強調して、学生た
ちには真の愛の誓いをさせる予定である。それを通じて性的紊乱との闘いで、戦勢を逆転させて、国家を守るだろう。
既にカトマンズでは 100校以上の学校と大学で教育を実施した。私たちの目標は430カップルではない。その目標は
より大きな目標を果たすことで解決するだろう。私たちの目標は430の教育機関を復帰することだ。12月、75人の学
校長たちとその夫人たちをタイに招待する予定である。彼らをバンコクに招待して、道徳と人格、そして家族の価値
についての教育を、原理に立脚して実施するだろう。そして私たちはエリコ城のように、各大学を七回訪問するだろ
う。そうすれば利己主義から利他主義へと移行する、 真の父母様が教えてくれた原理と祝福を通じて 静かな革命が
起こるだろう。水晶のように清い精神と、黄金のように純粋な心情を中心として、天一国が実現するだろう。
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愛する天の父母様、地上の相対的な立場
に立った地上の父母を一体化させ、天正
宮（博物館）を建て、天を中心とする内外
全ての苦痛の道と嘆息の道を除去するた
めに苦労してこられました。天宙安息権
では、心と体が乱れなく一つになった清
心の代表者、サタンの醜悪な歴史におい
て、困難な道において勝利した代表者が
立てられなければなりません。今そのよ
うな代表者が代役の権限を継ぐ為に集ま
った天正宮（博物館）、天の国の宮殿がそ
びえ立っています。
地上で真の父母の名によって神様が願わ
れる清い心の一体圏を立てるために、ど
れ程苦労されたことでしょうか。天にお

られる神様とこれまで地上にいた三位神
が一体となり、宗教圏で犠牲となった聖
人、賢哲とともに一心一体となり、死の受
難の道で億万の峠を克服した萬勝一の覇
権を真の父母が成し、この宮殿を建てま
した。そうして7千年の歴史を越える天一
国創建の理想を中心とする13年間を中心
として、一から九までの一桁の数字を越
え、十数の横的な二桁の数字において勝
利の覇権の権限を備えました。
無形のお父様とアダムの理想を完成した
真の父母が、清心一体圏と萬勝一体圏で死
亡圏を踏みあがり、この聖殿の主人とな
り 、天 一 国 創 建 の 9 年 を 経 て 、
1,2,3,4,5,6,7,8,9の一桁数を過ごし、十数を
備えるようになりました。このように二桁
の数まで備えることで、王子の権限を持ち

天に侍り、3年路程である蘇生、長成、完成
の三段階を中心に、汚された全てをきれい
に整理しなければなりません。そうして純
潔、純血、純愛の統一世界に向かう神様の
代役だけでなく、全権の相続者となる真の
父母様の勝利的覇権の旗印の下、天と地が
解放、釈放され地獄の門を撤廃してしまう
ことができるようになるはずです。
私たち各自は神様の血統を中心とし、一
つの肢体となることができる祝福の峠を
越え、これからは万有の存在を私たちの
祝福の下で解放させることができる特権
を許諾されたお父様と真の父母様の前
に、心底感謝できる天の国の民となるよ
う許諾して下さい。天の忠臣、烈女、烈士
が神様に侍り、堕落のなかった本然の父
母に侍り、平和の王国を成し、実践躬行で
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きる世界を開いて下さったことに感謝い
たします。
今日から全てを相続する真の父母様の息
子娘として、祝福の血統を継承する先祖
の位置に立ち、満天下をお父様の解放圏
で指導できる主人となることを望みこの
場に集いましたので、お父様、祝福して下
さい。それだけでなく天の先祖を始めと
し、地上の子孫と共に神様に侍り、生活圏
で解放、釈放を完成する勝利の覇権的な
相続者になるよう許諾して下さることを
懇切にお願い申し上げながら、真の父母
の名において報告し宣布いたします。ア
ジュ　アジュ　アジュ

今日のこの勝利的覇権の一線を画する標
題は「天地父母天宙安息権清心一萬勝一」
です。天の代役の権限と相続権が付与さ
れる時間であることを心に刻んで下さ
い。それを受け入れるという意味で、両手
を挙げ拍手で歓迎するべし！神様の祝福
がともにあるよう真の父母様の名におい
て宣布いたします、アジュ！

神様から保護をしてもらうなら何をすべ

きかを知ることができる

既にみ言は結実され収穫され一代、二代、
三代を通して再び植えられるような内容
までも全て教えてあげました。今日は先
生は何を話しましょうか。どうしたら天
と地が一つになるかという内容をお話し
しますが、頭のいい人は悟るまで15分も
かからないでしょう。
大韓民国は極東三国のうちの小さな半島
の国で、その国の伝統的な主人は一人し
かいません。その主人一人しかし知らな
い人たちが住む所です。その主人は個人
でも一人、家庭でも一人、国でも一人、過
去でも一人、今日でも一人、未来でも一人
しか知らない不思議な民族が始まった国
があります。
神様が立てた群れは、拒まれ追い出され
たりして、滅びることはできません。文総
裁は幼い頃から日帝時代の統治を受けた

村に住んでいましたが、神様に侍り暮ら
す国は永遠に滅びないという言葉を聞き
ながら育ちました。私は幼い頃からそれ
が分かりました。
逃げたくとも消えたくとも、神様の前か
ら消えてはいけないことを予告を受けて
から久しいのです。「自分勝手に峠を幾つ
も越えたりすると、叩き殺されるか、天が
連れて行ってしまう。」こういうことなの
です。ならば何をせよと言うのでしょう
か。何でもするのですが、そのうち神様の
仕事をしなければならず、生きるなら神
様を中心に生きなければならないとい
う、公的な宣言を受けた男が今日まで死
なずに生きて皆様の前に現れました。
韓民族は恨めしい民族ですが一つしか知
らない民族です。日本はそういう国では
ありません。国連加盟国の193カ国のう
ち、神様が中心となり建てられた国はど
うなるでしょうか。そう始まった国は韓
国しかありません。
先生は何をする人ですか？神様を知らせ
てあげる人であり、神様のみ旨があるな
らそのみ旨を知り教えてあげる人であ
り、神様の愛があるならその愛を教えて
あげる人であり、神様の所有があるなら
いつでも主人となることができる意味を
教えてあげる人であり、その召命と使命
の基盤を希望として考えない人間はあり
得ないことではないですか？
私たちの教会には変わった人が多くいま
す。この人々を軽んじてはいけません。何
も知らないかかし案山子のように見える
人々が多くいますが、あなどっていると
大変なことになります。文総裁をあなど

って罰が当たったり、様々なことが身に
降りかかったりして、興隆と没落を行っ
たり来たりするのを誰が知るでしょう
か。それは神様しか知りません。神様の息
子娘になっても神様が教えてくれないと
分からないのです。誰も教えてあげるこ
とはできません。
皆様がみ言を通して学んでいるのは何で
しょうか。今、どのような位置にいるかと
いうことを知っているので、心の扉を開
け、打ち解けあって、方向を導いてあげな
ければなりません。誰でもどこに向かっ
て立っているのかも知らず、その方向に
行く方法も知らずにいれば、立っている
ことすら困難になる世の中になってしま
いました。どうするのですか。
この宇宙を支配する神様がいらっしゃる
ので、父母様がいらっしゃるので、その方
がなされて、起こる事々に方向だけを合
わせていけばどうなるでしょうか？神様
は滅びることはできません。これは必然
的な結論なだけに、神様の後ろについて
行って神様から保護してもらうなら、自
分の立つ場所が目の前に見えてきます。
何をしなければならないかが分かるとい
うことです。
文総裁は何をしなければならないかを知
っています。混乱する世の中でこれほど
の座まで上がってきて、これからさらに
複雑なことが起こるとしても、神様が関
係しておられる限り間違いなく、これ以
上の座に上がっていくのは問題ありませ
ん。今まで成しておいた実績以上のこと
を知り、統一教会が自信を持って進む道
は、大きく開かれるしかありません。
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皆さん、よく来ましたね。会いたかったで
す。皆さんの信仰歴は40年から3年まで
と聞きましたが、これまで皆さんが摂理
歴史にプラスさせるために、多くの面で
苦労したことを知っています。感謝して
います。しかし、そこで皆さんは満足して
はいけません。私たちは、天の父母様の前
に、堕落した人類が犯したすべてのこと
を解いて差し上げなければなりません。
蕩減して差し上げなければなりません。
お父様は無知には完成がないとおっしゃ
いました。世界人類と私たちが願う、地上
天国に行くためには知らなければなりま
せん。真実を知らなければなりません。そ
の真実を明らかにされた方が真の父母様
です。皆さんは真の父母様によって生ま

れ変わった祝福家庭です。その価値がど
れだけ偉大なのか皆さんは実感して生き
ていますか？どれほど切実に実感して感
謝する生活をしていますか？

私たちは分かち合ってこそより豊かになる

堕落した人類には立てるべき蕩減条件が
あります。この天の秘密を明らかにし、こ
れを解決して下さり、新たに祝福という
恩賜をもって、祝福家庭を生まれ変わら
せるために、祝福して下さったこの恩賜
こそ、皆さんが代を継いで忠誠を果たさ
なければなりません。それでも不足です。
如何にして六千年間、苦痛を受けられた
天の父母様を慰労して差し上げることが
出来ますか？真の父母様によって、私た

ちはその道を知っています。
真の父母様は、人類の父母様であるため、
70億の人類を思わずにはいられません。
皆さんがどれほど実感して生きているの
か分かりませんが、再臨のメシヤ、真の父
母様は、一国の王ではありません。万王の
王です。人類の真の主人です。そこにすべ
て心情一致する天一国の民とならなけれ
ばなりません。ところが、先に祝福された
祝福家庭が、父母様とどれだけ一致した
立場で、このみ旨を成して差し上げるた
めに努力しましたか？
実質的に日本も、周辺の国も真の父母様
を王の王として受け入れていますか？日
韓の問題だけでも、政治家、政治家たちが
み旨を知っていますか？真の父母様、真
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のお母様と同時代を生きているこの現在
が、どれだけ貴く重要であるか知ってい
ますか？ここには責任があります。神氏
族的メシヤとして責任を果たすべきで
す。祝福は、皆さんだけのものではありま
せん。祝福は、世界の兄弟と共に分かち合
わなければなりません。世界の国々の国
民が皆さんの兄弟です。真の父母様の息
子、娘です。彼らが生きる道を開いてあげ
なければなりません。
今摂理歴史はこのように進展しています
が、いまだ旧約時代、新約時代の何千年も
前の過去から現在を生きている人々がい
ることを考える時、これは嘆かわしいこ
とではないですか？私の一言、私の行動
が彼らを救うことができるのに、何が怖
いのでしょうか？真実は明かされるべき
です。今この時代に、世界的に起こってい
るすべての問題を消化することができる
道は、真の父母しかありません。
世界人類が真の父母を知って、真の父母
のみ言の通りに生きるならば、戦争が必
要ですか？国境線が必要ですか？宗教が
必要ですか？争いは必要ありません。私
たちはそのような道を知っていながら、
あとどれだけ待たなければならないので
しょうか？皆さんをすべて孝子、忠臣の
隊列に立ててあげようと私が言いまし
た。楽な立場では孝子が現れることが出
来ません。親が苦労しているのに、楽な立
場にいる息子が「私は孝行息子だ」と言え
ば、誰が認めてくれますか？
今現在の皆さんの立場は、皆さんの一生
一代において最高の年です。最高の立場
です。主人の立場です。名門家になること
ができる立場です。その責任を果たすか
果たさないかは、皆さん次第です。氏族に
かかっています、氏族的メシヤたち！国、
世界。祝福を下さったのに、中心に立つべ
き人々が責任を果たせなければ、流れ去
っていくのです。皆さんは流れ去ってい
く人になってはなりません。これが父母
様の愛ではないですか？ 今や私たちは、
成約時代、基元節を越えて、天一国時代に
生きているでしょう。皆さんは、天一国の
民ですか？世界人類が真の父母様の民に

ならなければならないでしょう。そうで
すよね？そのように抱き、教育しなけれ
ばならないでしょう。そうしてこそ、その
可哀想な旧約時代、新約時代に生きてい
る人々までも皆救ってあげることができ
ます。（彼らを置いて）私たちだけ先に行
くことは出来ません。一緒に行かなけれ
ばなりません。分かりましたか？
私たちは、真の父母様に侍り、真の父母様
のみ言の通りに実践躬行する真の家庭、
真の愛を実践する、水の流れで表現する
なら、本流です、本流。この巨大な水流が
世界に向かって、海洋に向かって、今勢い
良く流れています。ここに皆さんがすべ
て同参しなければなりません。枝分かれ
してはならないのです。そうなれば、死ん
でしまいます！私たちが通るところに
は、新しい生命が誕生するのです。私が自
然を中心に多くの例を皆さんに聞かせて
あげました。最近、私がマダラチョウの話
をしたでしょう。小さな体で、カナダから
メキシコまで約4000kmを大移動します。
飛んでいきます。それは繁殖のためにで
す。一度も教育を受けていない道を見つ
けて、もう一度故郷に戻って繁殖をする、
この移動距離が約4000kmです。考えてみ
てください。 8週間から10週間をそのよ
うに移動するというのです。この小さな
生き物、昆虫よりも長く人生を生きてい
るのが堕落した世界の人間です。
今や私たちはこの堕落した世界の人々の
本心を刺激して、人間がどのような存在

であるのか、真の父母様に出会わなけれ
ばならない存在であるかを伝える必要が
あります。真の父母様に侍り、真の父母様
によって新たに重生されてこそ、天の父
母様が創造された本来の人間として戻る
ことができるのです。皆さんは、世界最高
の真の父母様と知識とすべてのものを備
えています。最高です。これ以上はありま
せん。一言で、皆さんはすべて大富豪で
す。お金が多くて大富豪ではなく、心が大
きく、幸せなので大富豪です。ですから、
それを分かち合って生きなければなりま
せん。
皆さんはすべて備え、幸せな生活をして
きましたが、最後に行くべき所が天上天
国ではないですか。天国で皆さん一人だ
けで生きるならば、幸せでしょうか。寂し
いのです。私たちは皆、共に行かなければ
なりません。このような事実を挙げても、
私たち以上に幸せな人はいないでしょ
う。私たち以上に豊かな者はいないでし
ょう。私たち以上、福の多い人はいないの
です。私たちは分け与えることができま
す。世界はそうではないですよね？持ち
ながらも、しきりに奪おうとするではな
いですか。ところが、私たちは分け与える
ので、ますます大きくなるのです。より豊
かになるのです。より幸せになるのです。
それは真の父母様によって可能です。わ
かりましたか？このように皆さんは、最
も幸せな大富豪なのです！分かりまし
たか？
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最近、真のお母様が、アメリカを訪問
され、限りない愛を施してくださいま
した。真のお母様が参加する行事ごと
に、天の父母様が願ったことを成さ
れ、70億全人類に救いをくださるとい
う決意に満ちた意志を見せてくださ
いました。アメリカは長子国家とし
て、真の父母様が40年間過ごされた場
所です。True Peace Magazineは真のお
母様がこの行事を通じて長子国家に

くださったみ言を抜粹し、アメリカに
くださった祝福の一部をお伝えしよ
うと思います。
真の父母様がラスベガス滞在時に利
用される天和宮で、12月18日の朝の
訓読会が終わった後、真のお母様は心
の中に留めておかれたみ言を語られ
るために、信仰深い食口たちを呼ばれ
ました。ここでお母様は、伝道の重要
性と他の人々が重生を経験出来るよ

うに導くことがどれだけ重要かにつ
いて語られました。
12月19日金曜日には、アメリカ聖職
者会議(ACLC)の聖職者たちを集めて
み言を語ってくださいました。ACLC
は2000年5月に創立された団体とし
て、宗教指導者こそが家庭を再建設
し、社会を回復し、国家と世界を新し
くするという目標を持って出発しま
した。真のお母様はACLCの全国会議
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で語ってくださいましたが、下記に真
のお母様のみ言全文を掲載しました。
主にキリスト教の牧会者で構成され
たACLC会員たちが、真のお母様に忠
誠と真の愛の宣布をしたという点で
意味ある行事になりました。参席者
330人全員がこの宣布文に署名し、真
のお母様のみ言に傾聴しました。今行
事が意義深かったもう一つの理由は、
世界日報がこの行事を記事として取
り上げたからです。世界日報はその
日、真のお母様のみ言とキリスト教指
導者たちが、真のお母様に捧げた忠誠
宣布文の内容を抜粹して行事を紹介
しました。
世界日報の創始者は、真の父母様であ

られますが、購読者たちも、業務従事
者の中にも教会の食口ではない人々
がたくさんいます。それにもかかわら
ず、世界日報オンライン版にその行事
の記事が載せられました。真のお母様
のみ言が終わった後、キリスト教指導
者たちは真のお母様のみ言に対する
感想文を作成しました。
真のお母様は12月20日、クレインズ
クラブを創設されました。クレインズ
クラブは、天一国の成功的な定着のた
めに、専門性をもって寄与しようとす
る専門家たちのネットワークです。ク
レインズクラブの創設メンバーたち
が真のお母様に自己紹介しました。ク
レインズクラブの『クレーン(crane)』

は鶴を意味し、これは真のお母様の尊
名から取ったものです。
後に真のお母様は、若い指導者たちに
出会い、嬉しくて心が温かいと語られ
ました。
最後に、統一教会の食口と共に開いて
くださったクリスマスパーティーで、
真のお母様が語られたみ言を抜粹し
ました。
今行事の会場には真のお母様にお目
にかかるため、遠い道のりを駆けつけ
て来た人々でいっぱいになりました。
真のお母様はイエス様について語ら
れ、イエス様の使命の大切さと、今日
私たちの持つ責任について語られま
した。
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皆さんの顔を見ると嬉しいです。会いた
かったです。きょう、皆さんに対しながら
一瞬浮び上がった言葉があります。 私た
ちの集会が、「公的なのか、私的なのか、天
の摂理歴史を中心に見る時、中心人物と
私たちはどんな関係なのか？」というこ
とです。
皆さんは聖職者という名称を持っていま
すか？ 聖職者、易しいとは言えない職業
です。そうですか、そうではありません
か？ 天は愛であられます。 人類歴史を見
る時、アダムとエバの間違いで堕落した
世の中が生じたことを皆さんはご存じで
しょう。 

天は初めに立てられたそのみ旨を必ず成
されるでしょう。そして摂理歴史の中、天
は堕落した世界の人類を救援するために
役事をして来られました。それが聖書で
言う選民思想ですが、イスラエル民族を
探し立てるまで四千年かかりました。 四
千年かかったその過程は天は言葉にでき
ず、中心人物たちとその民族が受けなけ
ればならなかった蕩減摂理を、私たちは
み言を通じて知っています。
それとともに、天はイスラエル民族を通
じて、国の基準が立てられるまで堪えな
がら育てて来られました。そして独り子、
イエス・キリストを送ってくださいまし

た。そのようにイスラエル民族が待ちこ
がれたメシヤ、独り子、イエス・キリスト
が誕生されました。聖書に記されたよう
に、聖霊で懐任したマリヤもいたし、周辺
に祭司は勿論、 中心に近い人々がたくさ
んいました。東方博士の三人はキリスト
誕生を祝う、礼を捧げました。
そのように難しい環境で誕生されたイエ
ス・キリスト、 四千年もかかり誕生させ
たイエス・キリストでしたが、33年の生
涯でなぜ最後とならなければならなかっ
たのでしょうか？ 今日までキリスト教の
歴史が二千年間流れるまで、このような
ことを考えて知ろうと努力した人が、 聖
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職者がいなかったのかという話です。聖
職者という人々は天の摂理を知り、公的
な位置に立っていたのか、 自己を中心と
した、自己の救いの位置に立っていたの
か？ このようにも言えますね。
今、世の中はクリスマスの宴で華やかで
すね。このように辛く大変な中で誕生し
たイエス様が、なぜ十字架の道を選ぶし
かなかったのかを考えてみた聖職者が皆
さんの中に何人いますか？ 当時の環境
が、その当時の名前を出せばわかるよう
な人々が責任を果たせませんでした。し
かしイエス様がお亡くなりになられなが
ら「再び来る！」と言いました。再び来ら
れ、何をすると言いましたか？ 小羊の宴
が何ですか？ 家庭を持とうと言うので
す。父母になろうと言うのです。
イエス様の誕生は当時、真の父母となら
なければならなかったためです。そのよ
うにあらゆる試練と苦痛を越えて、四千
年間準備し、育てて来られたイスラエル
民族が、どうして送られた天のみ旨を受
け入れることが出来なかったのでしょう
か？ 当時の状況はローマ帝国という巨大
な国が存在していました。そのためイス
ラエル民族はより天にすがりました。で
すから天は約束を守られました。 当時イ
スラエル民族がイエス様と一つとなり、
責任を果たしていたならばどのようにな
っていたでしょうか？
今日のアメリカの責任が大きいのです。で
すから真の父母様は生涯40年という、黄
金期とも言えるようなその期間をアメリ
カで過ごされました。 真の父母であられ
るため、人類を抱くべき父母様であられる
ため、その辛い道を行かれました。しかし、
アメリカという国は実際はどうでした
か？ （活版印刷技術によって）16世紀には
英語の聖書が出版され、それを一般の信者
たちが触れることが出来るようになり、清
教徒が宗教の自由を求め、制度の垣根の中
から脱し、自由に天に仕えようとして命を
かけて新大陸を訪ねて行きました。それが
1620年、プリマスに到着した何でした
か？ メイフラワー号でしたね？
彼らは寒さと飢えに震えながらも、春に

植える種を大事にし、未来のために生命
を投げ出しても後代を考えました。そし
て彼らが定着して、まず先に準備しよう
と願ったのは天に侍ることの出来る教会
です。その次に後代を教育するための学
校であり、その次に自分たちの家を建て
ようとしました。これは皆さんがよくご
存知だと思います。天はこのように私た
ちの側に立とうと努力する人々の味方と
なり、祝福してくださいました。
世界には多くの国々があるけれど、短い
期間内に世界の中心国、とりわけ民主世
界の代表国として立つことが出来たこの
アメリカの始まりは崇高で美しかったの
です。しかし本来の摂理を段々忘れかけ
ているこの国を心配される天は、レバレ
ント・ムーンをこの国に送られました。
家庭破綻、青少年問題、思想問題、民主世
界だとは言うけれど、共産世界に段々呑
み込まれるこの国を救われるために、「私
は燃えているこの国に消防士として来
た。私は病んでいるこの国に医者として
来た。」と言われました。
始めはその声に良心的なたくさんの群れ
たちが同調し、感謝していました。しかし
その勢力が段々大きくなるにつれて摂理
のみ旨を知らない人々は脅威を感じたの
も事実でしょう。しかし真の父母なので
す。世の父母も子供が成功することを願

うのに、天の父母様がご自身のために子
供が失敗するのを願う、そのような気持
ちがあるでしょうか？ そのような状況
で、ダンベリー刑務所まで連れて行った
のがこの国です。しかし父母であられる
ため、許しました。
きょう、皆さんに懇切に出会いたかった
理由は、これから皆さんが真実を明らか
にしなければなりません。摂理歴史は段
階的に発展して来ました。しかしまだ旧
約時代、新約時代に生きている、多くの群
れがいます。その群れを教育し、率いて行
くのが皆様、聖職者ではありませんか。し
かしいつでも同じ、座った場で彼らを救
おうと、保護しようと考えていてはいけ
ません。時があるのです。
摂理歴史は成約時代を越えて、天一国の
新たな歴史を切り開いています。そうで
あるならば皆さんはどのようにしなけれ
ばなりませんか？ 皆さんは肉身を使った
この世の事件にだけ、調節してくださる
方ではないでしょう。皆さんは霊界の存
在を知っています。その霊界が私たちの
最後に行くべき場所です。肉身を使った
生活は百年を越えることは難しいので
す。しかし私たちは永遠な世界を見て進
んでいます。
そうであるならば、この間違った肉身を
使った世界のすべてから脱皮しなければ
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なりません。その永遠なる世界を迎える
ことの出来る私の身体と心、家族、親族、
国とならなければなりません。どんなに
よい場所でも一人では寂しいのです。わ
かりましたか？ 愛する皆さんの家族と氏
族と国を率いて行く皆さんであるため、
皆さんが今や真実を明らかにして進んで
いかなければなりません。
今日、全世界的に数多くの問題がありま
す。明日を予測することの出来ない、不安
な状態です。人間の失敗と人間の悪しき
考えにより、この美しい自然界が破壊さ
れています。私の人生は百年も生きられ
ないと言うけれど、自分の後孫にはより

健康な地球の環境圏で幸せな人生を生
き、永遠なる世界に来るようにしてあげ
ることが、現時点にいる皆さん、父母の決
心です。わかりましたか？
ですから皆さんは皆さんに従っている羊
たちに、真実を明らかにしなければなりま
せん。二千年前、イスラエル民族の前に現
れた、現れなければならなかった真の父母
が、（選民たちの）失敗により「再び来る！」
と言われて逝かれたイエス様でありまし
たが、二千年後に再臨メシヤ、真の父母様
によって、すべての蕩減復帰摂理歴史は完
成・完結しました。皆さんは新しく生まれ
た真の父母様の子女です。そうであるなら

ば父母様と父母様を知らない70億人類を
皆さんは考えなければなりません。
本来、真の父母様がアメリカを中心とし
て精誠を立てられたのは、この国を通し
て世界を抱こうとされたからです。特に、
最後にラスベガス摂理をみた時はどうで
しょうか？ ここはシンシティ（Sin City）
とも言いますが、真の父母様によって真
の家庭運動、純潔運動、ために生きる真の
愛を実践する都市となる時、この都市に
やって来る世界のすべての人々が学んで
行くようになれば、自動的に自国に行き
真の愛を実践する運動をするようになる
でしょう。
そのようになれば、世界がキリスト教の
ように二千年もかからず、数百年もかか
らず、数十年中に恐らく私が生きている
間に、天の父母様を中心とした一つの世
界となり得るでしょう。出来ませんか？
出来ますか？
皆さんはその日を探して行く、摂理歴史
において天一国の先駆者です。誇りある
聖職者です。わかりましたか？そこに先
頭に立ってくれるようお願いします。
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二千年前に来られた、イエス・キリスト
は一人娘に出会い、真の父母にならなけ
ればならなかったのです。そのようにな
ればローマ帝国という巨大な基盤、既に
カイン圏で準備されたその基盤を通じ
て、世界に行くことのできる道が開かれ
ていたはずです。しかしそのようになる
ことができなかった、恨の歴史が二千年

間流れて来ました。イエス様は「再び来
る！」と言われました。再び来て、何をさ
れると言われましたか？ 小羊の婚宴で
す。真の父母になって、堕落した人類を重
生、復活させようとされた、天の摂理があ
りました。しかし2千年間、キリスト教歴
史も問題がたくさんありました。キリス
ト教が全世界的に広がったのは、16世紀

頃に聖書が英語に翻訳出版されてからで
した。すべての大衆が聖書に接するよう
になってから、信仰の花火が拡散しまし
た。それは事実でしょう？ それで既存の
制度と特権階級が制限したすべての条件
から脱して、自由に天に仕えようと出発
した清教徒運動が、今日のアメリカとい
う国を誕生させたのです。
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マチルダ・カマダ博士 : 

平和の目的を中心に一つにならなけれ
ばならないというと所に共感します。
真のお母様は父母の立場について、天
の観点に対して、私の目を開いてくだ
さり、社会と国家の基盤は家庭だとい
う事実、そして家庭を回復すれば平和
のための道がより楽に開けるという事
実を教えてくださいました。真のお母
様、ありがとうございます。
そして特に教育について成されている
ことについてたくさんの感動を受けま
した。人々が教育を受けられず、知識が
なければ、平和も意味を成しえません。
私はまた、真のお父様と真のお母様の間
に見られる固い夫婦の関係を見て驚き、
その原則を高めるために、真の息子と娘
たちが必要だという事実を悟りました。

ウォルター・ミルサップ長老:

真のお母様、愛しています。真のお父様
は私の元へ霊的に来られ、聖歌『聖苑の
恵み』 を歌ってくださり、私たちも霊
的に真のお父様に歌を歌って差し上げ
ました。この聖歌は私が教会で歌う歌
です。この世の中がどのように罪のた
め墜落しているのか、どのように堕落
した愛のため困難になっているかに関
し、真のお母様のみ言に感銘を受けま
した。真のお母様と真の家庭に神様の
祝福があるように祈ります。

デイモン・キャベッジストク:

真のお父様が教会の青年部長として
働かれていた話、そして真のお母様が
霊的な運動に所属しておられた話は、
真の父母様の生涯路程を話す時、必ず

欠かせない良い話だと思います。まだ
世の中にはキリストを信じない人々
がたくさんいるため、真の父母様がキ
リスト教から歴史を始められたとい
う事実を語り続ける必要があるでし
ょう。
また人々がこのカンファレンスに来な
いため、行事を外に出て、街頭でも主催
しなければならないでしょう。
伝えるべき人々がいる所は外の世界で
す。文鮮明先生が1960年代と70年代
に世の中へ出て伝道したように、私た
ち指導者もそのようにしなければなら
ないでしょう。この世を再び作る必要
はありません。既に基盤は固められて
います。ただ純粋で正しい心を持った
人たちがいれば良いのです。さあ、街頭
に出ましょう！

ACLC会員たちの証

クリスマス記念礼拝祝賀公演 歓迎の花束を受け取られる、真のお母様 記念礼拝に参加した真のご家庭

アメリカを誕生させた清教徒運動
クリスマス記念礼拝でのみ言 ｜ 天暦10月30日(陽12.21) , ラスベガス サウスポイントホテル
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真の父母様の願い、
私たちの天命！
天一国定着

企画特集

次の内容は韓国と日本、そしてアメリカ
家庭連合の指導者たち約千人が、アメリ
カのラスベガス　サウスポイントホテル
に参席し、12月19日から24日まで開催
された、「クレインズ・クラブ結成大会」
で上映された、映像のナレーションであ
る。歴史編纂委員会でこれまで天一国定
着のための摂理を整理し、2015年の勝
利のために製作した映像のナレーショ
ン、及び真のお母様のみ言である。

キリスト教を中心として循環して来た、人類文明の歴史！
蕩減復帰摂理が実を結び、新たな千年王国、天一国が宣布され、

天宙的大革命期を迎えています。

天上と地上、国と国、家庭と家庭。
心と体が真の愛で一つとなる国、天一国！

真のお母様は、天上の真のお父様と一つになられ、
天のみ旨と伝統を深く根付かせ、

天一国定着のための多様な摂理を世界的に陣頭指揮されています。



私たちは命が尽きる、その日までこの地
上に天一国を定着させます。お父様、ご協
助下さい。ご心配なさらないで下さい。

(2012.9.17,清心平和ワールドセンター)

真のお父様の聖和の悲しみを昇華させ、
天一国定着に向かって、中断なき前進を
宣言された、真のお母様。

「草創期のように、神霊と真理、愛の溢れ
る教会を作ろう！」

「真の父母様の伝統を立て、祝福家庭の理
想を完成しよう！」

「氏族的メシヤの使命と責任を完遂しよ
う！」

「心情文化共同体を実現しよう！」
真のお母様は聖和式以降、40日礼拝まで
特別精誠期間を過ごされ、摂理の方向を
提示して、激励されました。
一心不乱に一つの思い、一つのみ旨で原
理を中心として出ていきます。わかりま
すか？そのように決意する人は、お父様
に、新たに出発される祝賀もして差し上
げるのも兼ねて、大きな拍手をお願いし
ます。(2012.10.25,�本郷苑)

40日礼拝の後、出発されたアメリカ聖地
巡礼！3500マイル、5600kmの大長征。お

母様は30年前、お父様が行かれた道に沿
って、一週間強行軍を行われ、アメリカが
正しく立つことを祈願されました。
全世界を代表し、みなさんがよく悔い改
めながら、お父様に40年間お世話になり、
迷惑をかけ、お返しして差し上げたもの
が一つもない、不足な子女たちを、それで
も哀れに思われ、最善を尽くしますので、
もう一度つかんで下さい。懇切に祈祷し、
懇切に実践し、行動する皆さん、祝福家庭
となるようお願いします。

(2012.11.5,�ニューヨークマンハッタンセンター)

聖地巡礼のラストを飾られた、国連韓国
代表部大使と、国連潘基文事務総長との
相次ぐ歓談。真のお父様に対する弔意を

潘総長から受けられた真のお母様は、私
たちの平和運動に対する関心と、支援を
導き出す快挙を成し遂げられました。全
世界の祝福家庭たちの悔い改めと勝利的
基盤の上に、ついに2013年１月13日天一
国基元節が宣布されました。

「天の父母様にお告げします、国号を天一
国と定め、国花は薔薇と百合に、国鳥は鶴
とし、天一国旗と天一国歌を天の前に奉
呈致します。今日2013年１月13日を期
し、天一国元年を宣布致します…！」

(2013.1.13,�清心平和ワールドセンター)

真のお母様は続いて、天一国定着に向か
う総進軍をもう一度闡明され、天の前に
感謝、人類の前に祝福を下さいました。
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「天の父母様、天には栄光を、地上には薔
薇と賛美が全宇宙に広がることを祈願し
ます。(2013.1.13,�清心平和ワールドセンター)

基元節以降、世界の統一家は地球各地で
多様な摂理に同参する一方、氏族的メシ
ヤの使命を遂行しています。

1. 天一国三大経典編纂

天宙的革命期における最も早急な摂理的
課題は、天一国三大経典編纂でした。天一
国の伝統を立て、食口たちの信仰の道し
るべが必要であるからです。
愛する父母のみ言は永遠です。時間と空間
を超越しているのです。ですから、神様の
み言は歴史を超越します。時代を超越しま

す。主義を超越します。思想を超越します。
どこの誰の言葉よりも貴いのです。そのみ
言は、夜聞いても、昼聞いても、夜見ても、
昼見ても、皆さんの心に無限に流れ込んで
いくのです。(天一国経典『天聖経』253　真の父母

篇5章5節5項/1960.9.1)

真の愛と真の生命と真の血統の原理とみ
言は、永遠な宝の中の宝です。２千年代以
降のみ言を追加し、増補した《天一国経典

『天聖経』》、全分野に渡る、178編の講演文
をあつめた《『平和経』》、真の父母様の生
涯路程と業績を込めた、《『真の父母
経』》！真のお母様が大主題の分類から、
経典函のデザインまで、始めから終わり
まで細かい関心と深い精誠で、経典編纂

を指導して下さいました。
真のお母様の精誠と真のお父様の霊的指
導により、編纂委員たちは膨大なみ言の
中から主題に合い、恩恵あるみ言を選定
し、編集することに昼夜を分かたず専念
しました。《天一国経典『天聖経』》と《『平
和経』》は2013年１月13日、基元節宣布の
日に奉呈され、《『真の父母経』》は来る基
元節２周年に奉呈する予定で拍車をかけ
ています。天のみ旨と地上の精誠を集め、
経典が出版される日、真のお母様の喜び
はひとしお大きなものでした。
真のお父様の業績は堕落した人類の前に
宝石のような真理の真のみ言を下さいま
した。このみ言が地に落ちないように、美
しい宝石となり、《『天聖経』》という本の
中に一行に込められているということを
思うとき、とても嬉しく感謝です。今やこ
れから私たちが天一国時代に拍車をかけ
るべき立場でこのみ言こそが、天一国の
実質的な中心となります。実です。柱で
す。このみ言と皆さんが一つとなり、皆さ
んが与えられた立場で責任と使命を果た
していくならば、どれだけ天が喜ばれる
でしょうか？(2013.6.10,�天宙清平修練苑)

2015. 01    17

1 2012年９月15日、清心平和ワールドセンターで開
かれた、｢文鮮明天地人真の父母天宙聖和式｣で祈祷さ
れる真のお母様

2 2012年11月５日、ニューヨーク・マンハッタンで
開かれた「アメリカ食口集会」でアメリカが正しく立
つ事を祈願し語られる、真のお母様

3 アメリカ聖地巡礼中、潘基文総長にお会いされた真のお
母様

4, 5 2013年２月22日(天一国元年１月13日)、清心平和
ワールドセンターで開かれた、「天地人真の父母天一国即
位式、及び天一国基元節入籍祝福式」に参加した食口の姿
と「天一国基元節」を宣布される、真のお母様

6 天一国経典である天聖経、平和経にサインをしておら
れる、真のお母様

7 2013年６月10日、天正宮博物館で開かれた、「教会
創立60周年及び天聖経、平和経出版記念式」記念撮影
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《天一国経典『天聖経』》と《『平和経』》の日
本語版と英語版が出版され、外国語バー
ジョンが漸進的に翻訳されています。
経典は訓読すればするほど、生きておら
れる天の父母様に出会うことが出来、真
の父母様の血の滲む路程が蘇り、私たち
皆を創造本然の人間へと導いています。

2. 天一国憲法制定、発布

天一国の規範であり、運営体制である憲
法は基元節１周年に発布されました。

「天一国憲法と最高委員12名を天の父母
様と天宙の前に発布します。」

(2014.2.12,�清心平和ワールドセンター)

家庭盟誓とみ言に根差した、天一国憲
法！憲法は復帰摂理概括と憲法制定目的
を扱う前文を始めとし、全11章92条190
項で構成されています。前文には天一国
国民皆が、真の父母様の生涯を通して見
せてくださった、実体のみ言を成してい
くことができるように導く、法度・規
範・指針として、天一国を定着・完成さ
せることの出来る、普遍的で実質的な生
活体制・家庭体制・国家体制・世界体制
を備えるために制定されたと憲法制定目
的に記されています。
一つの国が成立すれば、ここに守るべき
道理、守るべき法が設定されなければな

りません。ですから天の父母様に侍る伝
統が子孫代々、永久に続くことが出来る
ようにしなければなりません。それが神
様を中心とした一つの世界です。

(2013.8.27,�天正宮博物館)

基元節宣布以降、２千年の初めから真の
お父様のみ言に従い、進められて来た、憲
法作業に拍車が掛っています。発布前ま
で天一国憲法は８度にわたり、全21カ国
1035名を対象にした、公聴会を通して、
単語一つ一つ、文章一行一行を検討し、修
正補完作業を経ました。憲法では天一国
運営機関である最高委員会と五苑の組織
と権限について規定しています。天政苑
は行政部、天議苑は立法部、天法苑は司法
部の機能を持ちます。そして天財苑は資
産管理と金融、天公苑は言論の業務を担
当しています。
今や天一国の拍車をかけるために、ここ
を中心として計画するすべてのことに、
天の前には栄光を、人類には希望となる
ことの出来る、真の父母様の権限を全世
界に知らせる、この場所、中心部となるこ
とができるようにお父様が掌握して下さ
い。(2014.5.10,�天正宮博物館)

天政苑兼、世界本部事務局が2014年５月
10日、天正宮博物館で業務を開始し、五苑
の運営が本格化しています。

3. グローバル人材養成

真理とみ言で生まれ変わった皆さんが、
世界の前で灯火とならなければなりませ
ん。わかりましたか？ 歴史の一ページに
皆さんの名前が刻まれるでしょう。皆さ
んの若さと覇気は天一国創建において、
肥やしとなるでしょう。天一国創建にお
いて柱となるでしょう。

(2014.3.4,�天宙平和士官学校)

真のお母様は平和と愛の世界のために、
何よりもグローバル人材養成に惜しみな
い関心と支援の手を差し伸べられていま
す。未来の指導者養成のゆりかご、天宙平
和士官学校！ 世界各国から来た生徒たち
は早朝４時の訓読会から夜10時の点呼ま
で、２年間、教育を受け、現場に派遣され
ます。
日本と韓国の二世公職者を中心とした、
トップガン修練会も実施されています。
彼らは真のお母様に侍り、修了式を持ち、
挑戦精神を持った、天一国公職者として
生まれ変わっています。
真の家庭のお孫様と二世、三世たちが参加
したハワイ特別修練会が二度にわたって
行われました。真のお母様は美しい自然の
中で、原理教育と自然学習を通して、統一
家の希望を持ち育つよう祈願されました。
平和世界を実現する人材養成と、分かち合
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いの文化拡散のための圓母平愛財団！
この国から、この社会から、周辺国家か
ら、私たちが必ず必要とする未来の指導
者を養成する上で、より大きく発展し、貢
献していくことが出来るように、皆さん
が持つすべての力量と準備されたすべて
の内容を動員してでも、これに同参して
くださるよう願います。

(2014.2.9,�天正宮博物館)

教育が人材を作り、人材が未来を作ると
いうスローガンの下、2013年２月の出帆
以来、圓母平愛財団は数千名に奨学金を
支援し、多様な奨学教育事業、社会貢献事
業を推進しています。グローバル人材養
成の為に、父母様のヘリコプターまで売
却され、決断された愛の前に統一家は忠

孝の道理を果すことで応えるべきでし
ょう。

4. 摂理史の記録、及び真の父母様の業績宣揚

真の父母様のすべての業績は一から千万
事に至るまで、歴史の何よりも尊貴な価値
として、永遠に残るでしょう。
(み言選集27巻P.15 1969.11.15)

歴史を忘れてしまえば、未来はありませ
ん。天一国の伝統と摂理史を継承し、称え
るために、真のお母様は歴史の
記録と保存、活用の重要
性を強調されていま
す。 忠誠を尽くす思
いで、正しく書き下
ろされる歴史。

このような真の父母様のみ言に従って、
貴重な摂理史の資料を管理してきた歴史
編纂委員会は、聖和２周年を迎え、歴史記
録院を奉献しました。開院式における真
のお母様の祝祷。
真の父母様が人類をそれほど愛され、摂
理歴史の完成のために数多くの努力をさ
れた歴史的な記録が補完されたこの場所
がより大きく、天の前に、この宝石のよう
な記録院をよく保存し、大きく、後代のた
めに奉献しようとするみ旨があります

ので、お父様が全体を引き受け、
主管、主張してください！

(2014.8.8�歴史記録院)

真のお母様が、テープカット
と聖別をされてから、７つ

2015. 01    19

1 2013年３月14日「天宙平和士官学校第一期入学式」で天一国創建の柱となるよう語られる、真のお母様
2 2013.9.23～10.13まで開かれた、「VISION2020�TOPGUN21日清平特別修練会」を終え、真のお母様と記念撮影をした、トップガン修練生たち
3 平和世界を実現する人材養成と分かち合い文化の確信のために圓母平愛財団で奨学証書を授与した後、学生たちと共に記念撮影をされる、真のお母様（2014.2.9）

➋ ➌➊

2014年２月12日、清心平和ワールドセン
ターで開かれた、「天一国基元節一周年記念
式」で天一国憲法を頒布しておられる、真の
お母様

「天一国基元節一周年記念式」の様子



の主題別に資料を保管した、記録院を視
察されました。
ここには1956年のお父様の説教音声フ
ァイルから、主要行事の資料、祝福家庭カ
ードまで、真の父母様の路程と、過去の歴
史資料が一つの場所に集められていま
す。歴史記録院は記録を保管し、閲覧する
だけでなく、真の父母様の生涯と路程を
教育するアカデミーの機能も持たせてい
く予定です。
歴史記録院と共に映像資料アーカイブシ
ステムも本格稼動しています。歴史編纂
委員会に保管した、３万個の映像資料は
デジタライジング段階を経て、染みがつ
いたり、傷がついたり、画面が揺れたりす
るビデオテープが、きれいで鮮やかなデ
ジタル映像資料に生まれ変わります。歴
史の記録はデジタルで保存、保管され、一
つのソースを出版物や、PeaceＴＶなどの
インターネットサービスなど様々な媒体
を通して、ワンソース・マルチメディア
効果を作り、提供する予定です。

鮮鶴平和賞制定、及び天地鮮鶴園建立推進

真の父母様の愛と業績を宣揚するため
に、鮮鶴平和賞と天地鮮鶴園建設が進め
られています。2015年の聖和3周年には、
鮮鶴平和賞・初の授賞式のため、社会の
著名人士を含む推進委員会が発足し、活
発に準備が進められています。
より大きく、全世界的にノーベル平和賞
を凌駕する鮮鶴平和賞を制定していきま
す。これはある一個人や団体の名誉より

も、より天のみ旨と人類の平和のために
大きく貢献した人、また団体として、歴史
的な位置に立つでしょう。

(2014.2.9,�天正宮博物館)

真の父母様の平和思想、生涯と業績を宣揚
する、文化教育の殿堂である、天地鮮鶴園
が建立されます。天正宮博物館近辺の1万
3千6百坪の敷地に、2020年以前に完成予
定の天地鮮鶴園は先端IT技術が融合した
展示スペース、文化公演とコンベンション
が可能な多目的ホールなどが入る予定で
す。父母の心情で僕の体をまとい、神様解
放、人類救援、平和世界の実現のために、す
べてのものを投入された真の愛の路程が
生き生きと繰り広げられるでしょう。
真のお父様が50年前にこのようなみ言を
語られたのを覚えていることでしょう、草
創期の食口たちは、「釜山の海に船が限り
なく列をなして、入ってくる時が来る！限
りなく人の行列が真の父母様のいらっし
ゃる場所に来る！」と言われたみ言を実感
しますか？ そうなるように作るべきでし
ょう。天地鮮鶴園は超現代的な、多目的文
化空間として作り、誰でも入場して出て行
く時には入会願書を書いて行くようにす
る予定です。(2014.11.12,�天正宮博物館)

5. 日本巡回講演と各種集会

天一国基元節以来、初めて行われた真の
お母様の日本5都市巡回講演！
母は全世界の子供たちを抱かなければな
りません。抱いて教育し、真の父を紹介し
て、真の父母の懐に導いて来なければな

りません。そのような責任が日本に下さ
れた天の祝福です。(2014.10.14,�東京)

真のお母様は、み旨のために献身的働き
をする日本の食口を慰労され、使命を悟
らせてくださいました。
真の父母様はすべての蕩減復帰摂理歴史
を完成・完結・完了されました。今や皆
様はみ旨を知らない多くの皆様の隣人
と、さらには国々を天の父母様と真の父
母様のみ旨と一つになることができるよ
うに導かなければなりません。その日を
早める皆様になられることを祝願しま
す。(2014.10.21,�神戸)

全世界、全人類が天の父母様の恩賜と、真
の父母様の愛を皆が享受することを祈願
する、大きなみ旨が日本列島いっぱいに
満ちました。日本の食口たちは真のお母
様の巡回講演をきっかけに、第2の跳躍を
通して、ビジョン2020勝利の旗手とな
り、日本を真の母の国として立てること
を決意しました。
その他にも、世界連合礼拝と各種集会が
清心平和ワールドセンターと天正宮博物
館で挙行され、世界的に平和と統一運動
が展開されています。韓半島の統一をリ
ードする統一運動、山岳会と平和大使を
通じた平和運動！
特に真のお母様は地球の至る所で方向を
失い、紛争の火種が付いた時には、天のメ
ッセージを強力に伝えられました。2013
年末、韓半島をめぐる4大強国の国際情勢
が、軍事対決の危険性を思わせる渦中で、
大会が開かれました。
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1 鮮鶴平和賞として授与される予定のメダル
2 天地鮮鶴園について語られる、真のお母様
3 天地鮮鶴園の鳥瞰図
4 日本５都市巡回公演の内、2013年10月16日、埼玉ス

ーパーアリーナで開かれた、「東京大会」で語っておら
れる、真のお母様

5 2013年10月22日、日本ワールド記念ホールで開か
れた、神戸大会の様子

6, 7 2014年２月12日、清心平和ワールドセンターで
開かれた、「2014天地人真の父母天宙祝福式」で聖婚
宣布をしておられる、真のお母様と天宙祝福式の様子
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アジアから周辺の国々が愛天・愛人・愛
国の心情で一つになるならば、世界平和は
アジアから世界に伝播されていくことは
間違いないでしょう。そうではないです
か？ そのような点で統一家の祝福家庭と
平和大使たちは内的基盤を整えながら、祝
福家庭として真の家庭運動・純潔運動の
先頭に立ち、今滅び行く全世界の青少年問
題、家庭破綻、犯罪の全ての破壊力を防ぐ
ことのできる、実質的な運動であるので
す。(2014.12.15,�清心平和ワールドセンター)

内戦や紛争が深刻化している中東地域で
も平和運動が活発に行われています。こ
れと共に、国連第5事務局の誘致のための
活動を、世界日報と京畿道が共同で推進
しています。2014年10月末、スイスのジ
ュネーブでシンポジウムを開き、国際世
論を喚起させています。米国・ニューヨ
ーク、スイスのジュネーブ、オーストリア·
ウィーン、ケニアのナイロビに続いて、国
連事務局が韓国DMZに誘致されれば、韓
半島の平和にとって画期的な転機になる
と期待されています。

6. 基元節・聖和節及びメディア報道

天には栄光を、この地上には祝福を〜基
元節と聖和節では、世界中の統一家の力
量を一点に集中させ、真の父母様の生涯
と業績を輝かせる様々な行事が開かれま
した。基元節では祝福結婚式を挙行し、国
民祝祭として昇華されており、聖和節は、
真の父母様の平和思想を高めるための記
念日となりつつあります。特に世界首脳

会議には、前職·現職国家元首と各界各
層の指導者たちが参加し、真の父母様
のみ言を中心に恒久的な平和と、歴史
の方向を模索しています。
一人で自分の国だけの利益を追求して
幸せと自由と平和を謳うということ
は、今日、現時点では不可能です。 多く
の国境線があります。また、多くの人
種、宗教紛争など、計り知れない、私た
ちの壁がたくさんあります。私たちは、
意思疎通が重要です。お互いに会話す
る必要があります。そのためには一つ
の中心がなければならず、目標がなく
てはなりません。真の父母様が念願し、
天の父母様が念願し、人類が願う一つ
の世界！ 必ず成就することができま
す。(2014.8.12,�天正宮博物館)

真の父母様の生涯と路程、そして主要
行事は、国内外のメディアの多くの注
目を集めています。真のお父様聖和以
後、現在まで、様々なメディアで肯定的
に報道されています。米ABC放送では
2014祝福式、英国チャンネル4では
2013祝福式、そしてアルジャジーラで
は、統一運動を15分から50分の特集で
放送しました。韓国ではSBSとMBCネッ
トで平和と統一運動、そして南北アメ
リカ摂理、文化芸術活動を50分のドキ
ュメンタリーで扱いました。最近にな
って、国内外のメディアは、天一国経典
編纂、鮮鶴平和賞制定、組織改編などを
通じた、真のお母様のリーダーシップ
に関心を寄せ、報道しています。
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7. 大陸本部再整備とTPマガジン発行

インターネットの発達による1秒生活
圏時代！世界の統一家を一つに繋ぐ媒
体の必要性に応じて、5カ国語に翻訳さ
れたEbook・True Peaceマガジンが毎月
発行されています。世界宣教ニュースと
真の父母様のみ言がマルチメディアを
通して製作され、地球各地域の食口たち
に提供されています。TPマガジンは、摂
理のパートナーとして、PeaceTVは伝道
のパートナーとしての使命を果たし、真
の父母様のみ旨とみ言を即時、現場に伝
達し、一つの心情共同体形成のために尽
力していくでしょう。
今外的に展開されている世界は超スピ
ードです。今、私はここで語っている事
も瞬時に全て連結されているのです。
天は私たちのために、人類のために文
明の道をこのように発達させてくださ
ったのに、それをうまく利用して、皆さ
んが氏族的メシヤの使命を果たし、国
家伝道、世界伝道をしなければなりま
せん。(2014.3.31,�ハワイ)

真のお母様の指示に従い、大陸本部が
言語圏に細分化されました。既存の10
地域から中華圏が新設され、南米から
中南米圏が分離され、アフリカは東部
と西部が分かれました。世界宣教を活

性化させるために、8人の特命総使が任命
され、社会指導層復帰に一層力を注いで
います。
この大陸を、世界を抱くことができる特
命総使を任命しました。この人たちは実
質的に第一線で、すべての問題を皆さん
と世界人類と共に、真の父母様を証しす
ることになるでしょう。

(2014.5.11,�清心平和ワールドセンター)

特命総使を中心とした世界食口の天一国
完成の決意を受けた後、真のお母様が17
日間、新しい摂理のためにアルプス山上
路程に臨まれました。海抜2千メートル以
上のスイス・アルプスの代表的な12の名
山！毎日、高い山上を上り下りされつつ
も、必ず、『真の父母経』の訓読会の時間を
持たれました。『真の父母経』を訓読され
つつ、天一国創建に向けた生涯路程を一
つ一つ振り返られ、内容をより分かりや
すい形にして、不足している主要な部分
を追加して、再編纂することを決定され
ました。高山地帯で酸素が不足して目ま
いがし、歩くことすら大変でしたが、世界
の祝福家庭の幸福のために、天一国定着
に向けた真のお母様のまなざしは天の果
てまで届きました。
天が堕落した人類を探し立てるための
努力は、イスラエル民族を経て4千年間、
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1 2014年３月31日、「第55回真の父母の日」に氏族メ
シヤの使命を尽くし、国家復帰、世界復帰をしなければな
らないと語られる、真のお母様 2 True Peaceマ
ガジン５カ国語発刊�e-Book紹介 3 大陸新設の世界
戦略地図������4，5 2013年８月23日、清心ワールドセ
ンターで開かれた、｢文鮮明天地人真の父母天宙聖和一周
年追慕式｣で語っておられる、真のお母様と追慕式の様子
6 2014年８月12日、世界頂上会議に参加した内外の貴
賓たちと記念撮影をされた真のお母様������7，8 2014
年10月26日、清心平和ワールドセンターで開かれた
｢VISION2020勝利！神氏族的メシヤ使命完遂のための
世界連合礼拝｣で特命総使と大陸会長を始めとした、各分
野代表たちの決意文朗読の姿と大会の様子



蕩減復帰して来られながら、完全な、堕落
していない完全な血統を探して来まし
た。それが独り子イエス·キリストでし
た。これにより、天は独り子だけ創造され
て来られたのでしょうか？ 独り娘を創
造して来られました。

(2014.6.14,�天正宮博物館)

「真のお父様は第3次アダムであり、天の
独り子であり、真のお母様は聖霊実体で
あり、第3次エバであり、天の独り娘だ。」
アルプス山上精誠を捧げて来られた真の
お母様が、これまで神学的、原理的にも見
過ごされてきた独り娘の位相と意味を悟
らせてくださいました。

8. 神氏族的メシヤ使命完遂

氏族的メシヤ！ 天宙的勝利圏を相続し、
伝統を伝承して氏族の真の父母、真の師、
真の主人として祝福してくださったその
名。真のお母様は430家庭氏族復帰を勝
利した家庭が現れるや否や、世界的な宴
の場を催して下さり、すべての祝福家庭
が、氏族的メシヤの使命を果たし、名門家
として崇められることを待ち望んでおら
れます。
今や、お父様聖和2周年を越え、3周年を
眺めつつ進むこの時点において、私たち
はどのような決意をすべきでしょう

か？ 最後に地上を後にされながら、氏族
メシヤの責任を果たすことを切実に願
われました。皆さんはどれだけ真剣に実
践躬行したでしょうか？

(2014.10.26,�清心平和ワールドセンター)

眠っている魂が目覚めることを切実に願
われる真のお母様の悲痛な叫びは、食口
たちの胸を涙でぬらしました。
私たちは「氏族復帰のために、死生決断」
をどれだけ多く叫んで来たでしょうか？
悔い改めの心が湧き上がって来ます。氏
族的メシヤの運動は巨大な波になり、タ
イとフィリピンを越えて、アジアの様々
な国を経て、ヨーロッパ大陸、南北米大
陸、アフリカ大陸、オセアニア、中東を経
て、巨大な大海に集まっていくのです。こ
の巨大な波が行く場所毎に無数のすべて
の生命体が新しく誕生することでしょ
う。一心、一体、一念、一和！ 真の父母様と
一つになることを願い、天のみ旨が祝福
家庭の人生の目標であり、人生そのもの
となるならば、全ての食口たちが氏族の
光となる事を信じてやみません。
私たちは命尽きる日まで、天の父母様に侍
る一つの世界、自由と平和と統一と幸福の
天一国定着のために、許し、愛し、一つにな
る、天一国の役軍となることを決意する。
決意する。決意する！

(『氏族的メシヤ完遂のための世界連合礼拝』参加者代

表の決意文朗読/2014.10.26，清心平和ワールド

センター）

春のように四季折々の愛に満ちた天一
国、真の父母様は、その心情を歌に乗せて
伝えて下さいました。
天上にいらっしゃる真のお父様を偲びつ
つ、お一人摂理を導かれる真のお母様の
歌は、食口たちを復活させます。
人知れず、多くの夜を明かし精誠を捧げら
れながら、唇がひび割れる程、天一国の定
着と祝福家庭の幸福を心配される真のお
母様！ 許し、愛し、一つになりなさい！真
のお母様は、真の愛のインフルエンザが、
全身の細胞一つ一つにまで伝わって、統一
家全てが、氏族的メシヤとして生まれ変わ
ることを切実に叫ばれておられます。
未だかつて行くことの出来なかった道
を、小さな羽で数ヶ月間、約5千kmを飛ぶ
マダラチョウ。激しい風とワシの脅威を
くぐりぬけ、世界最高峰エベレストを越
えるアネハヅル。私たちも自然が教えて
くれた教訓を手本として、真の父母様に
従い、生死をかけて、氏族的メシヤの道を
行かなければなりません。青年伝道と
430家庭氏族復帰！ 命尽きるその日ま
で、天一国定着のために必ずや果たすべ
き私たちの天命です。
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全羅北道淳昌(スンチャン)郡淳昌家庭教
会の食口とカトリックの信徒たちは11月
13日19時30分、淳昌聖堂に集まり共にミ
サを捧げた。そのミサで淳昌聖堂のヤゴ
ボ(李サンヨン) 神父は、「神様の国はある
特定の個人、団体によって作られるので
なく、皆が力を合わせて作っていかねば
ならない。」と語り、家庭連合の食口を歓
迎した。一方、淳昌家庭教会のカン・ギョ
ンウ牧師は、「2千年の基盤を持つカトリ
ック教会において、ほんの60年の歴史し
か持たない異端だと指先ではじかれる統
一教会を、広い心で受け入れてくださっ
た神父の大きな真の愛は、天の父母様か
らはじまった心である。」と語り、「これが
一度だけの会合で終わるのでなく、兄と
なる教会、弟となる教会としながら往来
を続けていきましょう！」と提案した。こ
の日のミサを終えて神父と牧師を取り囲
み、和気あいあいとした時間を過ごし、次
の会合を期待した。

淳昌宗教人協議会創立

現在、淳昌家庭教会は、真の父母様が繰り
広げてこられた超宗教活動を活発に展
開している。その一環として、2014年１
月14日、淳昌宗教人協議会（以下、淳昌宗
協）を創立した。淳昌家庭教会は淳昌宗協
を創立するまでオープン礼拝を通して、
地域社会の宗教指導者らを招待し、宗教
間の和合と平和を実現するために努力
してきた。特に高ジェヨン淳昌郡多文化
家族支援センター長は円仏教教務を勤
め、淳昌郡で奉仕活動を積極的に実践す
る祝福家庭らを見て感動を受けた。そこ
で淳昌家庭教会が主催する多文化関連
イベントがある度にサポートし、礼拝に
も参加した。また淳昌郷校（1413年建立）

の典教（責任者）であり淳昌郡平和大使協
議会の初代会長を務めたカン・ビョン
ムン成均館（高麗の末期と朝鮮時代から
ある最高教育機関）副官長も礼拝に幾度
も参加した。
カン・ギョンウ淳昌家庭教会長は礼拝を
終えたあと、高ジェヨン円仏教教務とカ
ン・ビョンムン副官長に、淳昌郡のため
に、超宗教連合礼拝を開催しようと提案
した。高ジェヨン教務は大いに賛成、カ
ン・ビョンムン副官長も賛同の意を表
し、お互いが共にする場を整えることと
なった。その後、高ジェヨン教務の紹介に
より、淳昌の剛泉寺の住職である法連僧
に会うこととなり、李サンヨンカトリッ
ク教淳昌聖堂の神父と共に会談した。こ
のような出会いの基盤の上に淳昌郡の宗
団を代表し、仏教、儒教、カトリック教会、
円仏教、家庭連合の指導者らが集まり、淳
昌宗協を結成することとなった。カン・
ギョンウ教会長は、「今後、淳昌郡のキリ
スト教連合会の代表とも会談し、淳昌宗
協に賛同してもらえるよう招待する予定

だ」とし、「真の父母様が私たち社会の和
合と平和のために、宗教が率先しなけれ
ばならないというみ言に基づき、淳昌宗
協を通して地域社会に寄与できるよう努
めていこうと思う。」と語った。
このように創立した淳昌宗協は3月21日
淳昌家庭教会教育館にて、『第3回超宗教
の集い』を主催し、カン・ビョンムン副官
長、淳昌郷校の金カビョン典教、カン・ソ
ンシン大韓イエス教長老会統合派の牧
師、李サンヨン淳昌聖堂神父、高ジェヨン
円仏教淳昌教堂教務、剛泉寺の法連僧、家
庭連合のカン・ギョンウ教会長など、６
大宗団の代表者が参席した。この日の集
まりでキリスト教の代表者として参加し
たカン・ソンシン牧師は、家庭連合に対
する先入観により心の扉を開くことがで
きなかったが、他の宗団の代表者たちは
真の父母様の世界的な業績に対し、深い
尊敬の意を表した。カン・ギョンウ教会
長は、５月に３泊４日の日程で日本にお
いて行われる予定であった『第11次　東
北亜平和のための平和大使研修会』に参
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加者らを招請したが、李サンヨン神父と
高ジェヨン教務は第12次の研修に参加す
ることを約束した。
また淳昌宗協の会員は10月28日、清平聖
地を訪問した。韓国宗教協議会の權仁眞
事務総長が会員を引率し、天宙清平修錬
苑、祝福の木の聖地、清心平和ワールドセ

ンター、清心国際病院など、清平聖地の所
々を案内した。權事務総長は、「清平聖地
は文鮮明総裁が1960年末から世界平和
と人類救援の大きな志を実現するため
に、精誠を立てながら瞑想してこられた
家庭連合の聖地であり、天恵なる自然の
条件を満たしていて、誰でも祈祷や瞑想
をしながら心身を清めるのに最適な環境
である。清平聖地には１万人以上を収容
できる世界的な国際修錬所や教育機関を
はじめとし、医療と福祉施設も備えてい
る。各国の文化を総合した環境都市を建
設すると語られた文総裁の構想が、一つ
ずつ実現されていっている。」と紹介し
た。会員らは、「世界平和のため文鮮明総
裁の精誠と愛が清平聖地の所々に染みて
いるようである。家庭連合の信仰のメッ
カとして位置づけられた清平聖地を訪問
できて、とても光栄である。」と感想を述
べ、「次回は必ず天正宮博物館を訪問し、
文総裁の生涯の業績はもちろん、残され
た精神の遺産を体で感じてみたい。」と希
望した。

真の父母様の教えを日常生活で実践

そのほか淳昌家庭教会は５月17日、淳昌
郡青少年支援センターにて地域社会の指
導者や宗教人、青少年奉仕団50人など
130人以上が参加する中、『淳昌多文化青
少年奉仕団結団式』を行った。この結団式
に、カン・ドンウォン国会議員が祝電を

送り、多文化青少年奉仕団の壮途を祝っ
た。カン議員は、「セウォル号の惨事によ
り、国民が悲しみや怒りで絶望している
この時に、我々隣人の困難を共にし奉仕
しようという『淳昌多文化青少年奉仕団』
は、地域の青少年に手本となるもの。」と
し、結団式に参席した青少年と多文化の
家庭に感謝の意を伝えた。この日の結団
式には、剛泉寺の法連僧、カン・ビョンム
ン副官長、金カビョン淳昌郷校典教、李サ
ンヨン淳昌聖堂神父、高ジェヨン円仏教
淳昌教堂教務、イム・グムスン淳昌郡支
援奉仕センター所長および南恵子事務局
長、淳昌宗協の会員らが参席し、青少年奉
仕団を激励した。
そのほかにも淳昌家庭教会は2008年9月
3日に淳昌多文化家庭バレーボールクラ
ブを設立した。このバレーボールクラブ
は淳昌郡生活体育会のバレーボール連合
会に加入し活動しており、バレーボール
大会を開催しその地域の他のバレーボー
ルクラブとリーグ戦を繰り広げるなど、
対社会スポーツ交流活動を展開してい

る。最初はママさんバレーボールクラブ
から始まり、食口の婦人らが中心となり、
主に昼間に練習を行った。しかし婦人ら
が仕事をし始めてからは、毎週金曜日の
夕方に時間を変更した。そうすることに
よりクラブには夫や子供たちまでも来る
ようになった。こうして家族が共にスポ
ーツ活動を行うことになり、淳昌家庭教
会の家庭は健康的で互いが睦まじい仲に
なった。さらには、バレーボールだけでな
く卓球やバドミントンなど、スポーツ親
善活動を広げていっている。卓球クラブ
は10月15日、撫州（ムジュ）家庭教会を訪
問し、そこの地域の青年らと卓球大会を
行い、教会の青年会の活性化に寄与した。
これと共に淳昌家庭教会の食口は、スポ
ーツ活動を通して教会の雰囲気を円満に
作り上げ、温かい心情共同体を基盤にし、
積極的に伝道活動を展開し食口の基盤を
拡大していっている。
一方、淳昌家庭教会の元老食口は、キリス
ト教会の長老であるユ・ジェボク大韓時
調協会（韓国における短歌協会みたいな
所）の淳昌地域長から、短詩の曲調を習っ
ていた。ユ長老は、宗教の壁を超え弟子た
ちと交流する中、淳昌家庭教会に「多文化
家庭短歌合唱団」の創立を推進し、昨年か
ら毎週１時間ずつ合唱団を指導してき
た。 淳昌家庭教会のオープン礼拝におい
て短歌合唱団の公演が行われた。ユ長老
が親しくしている伝統文化の関係者らが
参席、その中には公務員や教育関係者が
多くいて、家庭連合の活動に関心を持ち
激励と支援を約束した。「多文化家庭短歌
合唱団」は2013年10月に開かれた『第１
回　全国多文化アリラン短歌大会』に参
加し優秀賞を受賞、去る10月光陽市で開
かれた『第５回　梅泉黃玹先生殉国104
周年追慕　全国短歌大会』に参加し、一般
人団体戦にて１位を獲得した。
このように淳昌家庭教会の食口は、真の
父母様の教えと摂理的なビジョンを日常
生活において実践し、豊かに実を結ばせ
ることができるという自信と誇りを持
ち、隣人や知人らに真の父母様を証して
いる。

2015. 01    25

▲�清平聖地を訪問した、淳昌宗協指導者たち
▶�淳昌多文化青少年奉仕団出発式の様子(上)
▶ 淳昌宗協指導者たちの集い(下)



最近、アメリカ外交協会(CFR)の会長であ
る、リチャードN.ハースはアジア・太平
洋地域について、『最近数十年間、この地
域で話題となっていた問題は経済的なイ
シューであったが、今や地政学的な問題
と国粋主義的競争が再び台頭している。
ここで尋ねるべき質問は、このようなア
ジア・太平洋地域の外交絡みの新しい問
題が手に負えるのかということだ。大き
な流れを見ると、現在のアジアは20世紀
のヨーロッパに似ている。』と話した。彼
のこのような発言は『海域を囲んだ中国
の紛争』という題目のオンライン・マル
チメディア・プレゼンテーションで明ら
かになった。
日本で開かれたある行事で、ハース博士
が言及したシナリオ、すなわち過去にヨ
ーロッパで始まった戦争の歴史がアジア
で再現される可能性があるという問題に
触れた。最近、日本で数回対談を企画した
人々の観点が、アメリカ外交協会の観点
と類似していた。すなわち、現在進行中で
ある紛争を武力紛争に拡大する前に、外

交力で解決する必要がある。

アジアで高潮する緊張感

現在、中国は南シナ海の90パーセントを
自身の領海だと主張する。南シナ海には
ベトナム、ブルネイ、マレーシア、フィリ
ピン、そして台湾のような国家があるた
め、中国の領有権主張はこの国家たちと
摩擦を引き起こしている。ベトナムとフ
ィリピン、そして中国は南シナ海にある、
パラセル諸島とスプラトリー諸島を自身
の領土だと主張する。
フィリピンと中国の間にもう一つの紛争
の理由となっている、スカボロー礁も南
シナ海にある。中国の復旦大学の副総長
であり、国際関係研究所所長である沈丁
立教授は、中国の海域を囲んだ紛争の理
由について、漁場と海底の資源のためだ
と説明した。専門家たちによると、南シナ
の海底に埋蔵されている石油量はサウジ
アラビアに埋蔵されている量の80％に及
ぶという。
しかし尖閣諸島、または釣魚島を囲み、日

本と中国の間で起こっている紛争にはも
う一つの理由がある。沈丁立副総長によ
ると、この紛争は政治的な理由のせいだ
という。中国は「日本が我々を侵略し、我
々の島を奪っていった」と考えるという
のだ。

イシューに対する論議

オランダ国防大臣、西欧同盟事務総長な
どを歴任したウィレム・フレデリック・
ヴァン・エーケレン博士が、11月15日に
名古屋、16日に福岡、そして18 日には東
京で開催された、 「東アジアの安全保障と
日欧協力の展望」をテーマとする、日欧有
識者フォーラムで講演をした。最後の講
演会場には政治家、外交官、学者、宗教者、
言論人など約100人が参加し、エーケレ
ン博士の基調講演を傾聴した。
フォーラムでは、はじめに早稲田大学名
誉教授である林正寿・平和政策研究所代
表、及び徳野英治UPF 日本会長が主催者
を代表して挨拶した。オランダの国際的
位置を強調した林代表は、「欧州連合（EU）
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日本UPFが「東アジアの安全保障と日欧協力の展望」という主題で開催した講演会場の様子



の母体となった欧州石炭鉄鋼共同体
(ECSC)設立時の5 カ国のうち、オランダが
ヨーロッパの再建に寄与した」と述べた。
オランダ以外のECSC初の会員国として、
フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、そ
してルクセンブルクがあった。ECSCはフ
ランスの外交長官が提案し、1950年に創
立された。その会員国は石炭と鋼鉄の資
源を共有した。そして会員国間の関税を
撤廃し、労働力を中心に一つとなった。
ECSCが正式に形成されたのは、1952年に
開催された、パリ条約だった。
ここで最も重要な国家はドイツであっ
た。ドイツ経済はヨーロッパの発展のた
めの機関車として認識された。多くの人
々がドイツがいなければ、第二次大戦後、
ヨーロッパの経済回復は不可能であった
と考える。だからドイツが軍事力で再武
装するということに恐れを持ったにも関
わらず、ヨーロッパ人たちにはドイツと
平和な経済的協力が必要だった。1957
年、ヨーロッパ経済連合に発展した、ECSC
はヨーロッパ連合の基盤となった。恐ら
く中国の近隣国家は1950年、ドイツの近
隣国家がドイツを遠ざけたくらいに、中
国を嫌いだと言えるだろう。
徳野会長は、エーケレン博士の演説につ
いて「EUの例を東アジアに適用させる観
点がとても興味深い内容になる」と述べ
た。徳野会長はUPF日本リージョン会長
である、宋龍天博士がヨーロッパ大陸の
会長をされている時からエーケレン博
士と共に活動してきた仲」であると紹
介。宋会長は、「東アジア地域はいくつか
の地政学上の課題、例えば中国の覇権的
な拡大や、北朝鮮の核開発の冒険主義、

そして日本との歴史に関わる摩擦など
を抱えている」と指摘。「欧州大陸はこう
した問題を、第一次・第二次世界大戦、
冷戦を経て、その後の人種、民族、宗教が
絡んだ試行錯誤に至るまで全てを通過
してきた。エーケレン博士は日本の指導
者にも貴重なアドバイスを提供してく
れはずだ」とこの日のフォーラムの意義
を解説した。

ドイツの協力と平和

エーケレン博士は基調講演でまず、ヨー
ロッパ連合が成した業績と過程と意味に
ついて、「第二次大戦後、欧州は二度と戦
争はしないと決意をした。当時の指導者
は憎しみを超え、完璧ではないものの戦
争をしにくいシステムを創設し、欧州に
大きな影響を与えた。」と説明した。
また彼は「ドイツは欧州で最も民主的な
国の一つになった。かつてドイツに占領
されたオランダは、現在のドイツに共感
を持つ」と述べ、戦後のドイツの対応を評
価。さらに、数年前にベルリンを訪れたポ
ーランドのシコルスキ外相（当時）が「か
つて私たちはドイツが戦争において積極
的であることを憂いたが、今は平和の役
割を果たす上でもっと積極的になってほ
しいとの憂いを有している」と語ったエ
ピソードを取り上げた。
一方、今回のエーケレン博士の日本滞在
中、博士のご夫人も長崎で外務部長官の
主催で行われた、日本とオランダ間の和
合のための行事に参加した。第二次世界
大戦中にインドネシアで日本軍によって
収容所に送られたオランダ人の親族らが
招待されたが、博士のご夫人も14人の1

人として参加した。民主化した日本を目
の当たりにし、感動したことを紹介。その
上で、「日本は、今回オランダにやったこ
とと同じことを韓国に対してもやったら
いいのではないか」と日韓友好促進のた
めの提案をした。
最後に、エーケレン博士は「国際的にUPF
が行っているように、他国の人々がなぜ
あのような行動をとるのか、例えば中国
人や韓国人がなぜあのようなことをする
のかを理解できるようになれば、相互理
解から合意・協力の可能性が生まれてく
る。それが欧州でやってきたことであり、
間違っていなかった。」と訴えた。
東京でのフォーラムに先駆け、11 月18 日
午前、西欧同盟元事務総長のエーケレン
博士は、東京のプレスセンターで日本の
主要メディアの記者たちを前に記者会見
を行った。エーケレン博士は、「安全保障
においては敵の事情を理解することが重
要」との考えを示した上で、「UPF の国際
プロジェクトの中で特に感銘を受けてい
るのが、イスラエルとパレスチナの和解
を促進する『中東平和イニシアチブ』だ」
と述べ、敵であった者との和解の重要性
を強調した。また「責任なき自由は役に立
たない」「民主主義が優れているのは、小
数をも尊重するシステムだからだ」「法治
を政府が利用すれば便宜的なものにな
る」と訴え、「自由」「民主主義」「法治主義」
というスローガンだけを叫ぶことに警鐘
を鳴らした。

2015. 01    27

この記事は日本ニュース紙
『VISION2020』を元にして、整理し
た内容である。

左から
歓迎の辞をされる、徳野英治会長
エーケレン博士を紹介する、宋龍天会長
ウィレム・フレデリック・ヴァン・エ
ーケレン博士



真のお母様が私たちの家族とすべての神
氏族的メシヤ家庭を立ててくださったこ
とに対し、感謝の言葉を申し上げます。私
たちが全く想像さえする事が出来なかっ
た、大きな恩寵であり、祝福です。心より
感謝します。
私たちが神氏族的メシヤという貴重な使
命のために働くことができ、また今回この
使命を成功的に終えることができたのは
天の父母様の保護と導き、そして真の父母
様の成功的な基台があったからです。
祝福家庭として氏族的メシヤである私た
ちが、真の父母様の勝利的基盤を相続し、
地上に天一国を実現するために、私たち
に必要な最後の責任という、真のお父様
のみ言をよく記憶しています。この使命
を果すために、私たちの家族は2006年、
20年間引き受けて来た、タイの家庭連合
会長の地位から下り、私たちの家庭を中

心に氏族的メシヤの使命を開拓すること
に決めました。

ホームステイプログラムを始める

私たちが430家庭を復帰する、氏族的メ
シヤの使命を果そうと心に決めた時、そ
れをいつまで、どのようにすることがで
きるのか分かりませんでした。それにも
かかわらず、第一歩を踏み出して、その目
標完成のためにこれから進もうと決意し
ました。私たちはこの使命を果すために、
私たちの家庭を中心として、外的のみな
らず、内的にも準備しなければならない
と思いました。主体と対象が一つになっ
てこそ果すことができるのです。私の妻
は私と共にこの使命を果たすために、自
身を完全に投入しました。この使命の完
遂を可能にした重要な鍵が、まさに私の
妻でした。

私たちに必要なのは私たちと一緒に協力
し、氏族的な次元から他の人々に近付く
ために必要な、実体的な基盤を一緒に作
ることができる人々でした。それでラン
カムヘン大学の大学生たちを伝道し始
め、一人ずつ3日、5日、そして21日原理修
練会に送りました。彼らを私たちの家庭
で子供たちとともに育て、養子のように
接しました。
その学生たちは私たちとともに朝早くか
ら訓読会をして、その後には大学へ行っ
て勉強をしました。余裕時間がある時に
は、伝道と活動資金づくりなどの活動を
して、その外にも様々な奉仕活動に参加
しました。私の家が小さな訓読家庭教会
のようになりました。一人ずつ若い大学
生たちをそのように復帰しました。2年
後、20人以上の大学生を復帰し、より多く
の学生たちを収容するために近くにあっ
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たもっと大きな家を借りました。
学生たちの数が次第に増えていきました
が、学生たちの数を続けて維持し、成長さ
せることには困難がありました。ここの大
学生たちは私たちが近付く前から、多くの
問題を持った学生たちでした。これ以上大
学のキャンパスで、純粋で使命感に溢れる
学生を見つけることは出来ませんでした。
氏族的メシヤの使命を完成するためには、
より多くの時間が必要でした。
それで私たちはその大学生たちの故郷で
ある、タイの北東部地域にある高校と関
係を結び、純潔キャンペーン及び奉仕活
動をする等、アウトリーチ活動を始めま
した。このような活動と高校の支援を通
じて、たくさんの純潔で良い学生たちを
見つけることができ、その高校生たちと
緊密な関係を結ぶことができました。
このプロジェクトは漸進的に発展し、モ
デルユースプログラム(Model Youth Pro-
gram)というホームステイプログラムを
始めました。このプログラムは、バンコ
ク・ランカムヘン大学に入って勉強した
い学生たちに奨学金を与えるものでし
た。勿論それは高校と両親の許可を前提
にしたものでした。数回にわたる純潔教
育、奉仕活動、そしてインタビューを終え
た学生たちのみを選別しました。彼らの

両親は誰かが自分の子女の面倒を見てく
れるという事実に喜び、その学生たちが
タバコ、飲酒、麻薬、そして性的な問題に
落ちることから保護されるようになると
いう事実に喜びました。
その学生たちが高校を卒業して私たちの
プログラムに入って来れば、数ヶ月間、オ
リエンテーション及び原理修練会を通し
た教育を受けました。6ヶ月が過ぎると、誠
実で、情熱的な学生となり、彼らの故郷に
ある高校へ行って翌年のモデルユースプ
ログラムに入る高校生たちを伝道しまし
た。そのプログラムを毎年行い、日が繰り
返されるほど学生たちの数が増えました。
このプログラムを通して、私たちは純潔で
使命感にあふれる大学生たちを体系的に
教育して訓練することができました。
2012年、6つの学生センターができ、ここ
で100人を超える学生たちが寝食を共に
しながら生活しました。相対的に年上の
学生たちと卒業した学生たちは、一人ず
つ祝福を受けました。それにもかかわら
ず 430カップルを満たすには、多くの時
間が必要なようでした。当時、私たちは続
けて、新しいメンバーの数を100人ずつ
増やせば、何年も経たずに、400人から
500人の学生が増え、その学生たちが卒
業した後祝福を受けるようになると思い

ました。しかし私たちの目標を達成する
ためには、4、5年必要でした。基元節まで
時間が余り残っていなかったからです。

超宗教会議の初モデルを実現

タイでは統一運動が、1991年から国家的
な次元でひどい迫害を受けるようになり
ました。タイでの法廷闘争は真の父母様
に多くの心配をおかけしました。当時の
軍政府が作った国家保安法によって、深
刻な疑いを受けた私と私の妻、そして 6
人の若い指導者たちが21ヶ月間監獄暮ら
しをしました。1992年5月、流血デモで軍
事政府が沒落した後、民主政府が樹立し
た1993年になって始めて、私たちは仮釈
放されました。
それ以後、私はタイ家庭連合会長として統
一運動を再び起こさなければなりません
でした。それと共に法廷闘争を続けなけれ
ばならず、真の父母様と統一運動の名誉を
守るための闘争は21年が過ぎて、終りを
告げました。法廷闘争が始まってから12
年が過ぎて初めて地裁で勝利しましたが、
政府はそれを不服として控訴し、高裁でも
争ってきました。2年が経過し、控訴審でも
私たちが勝利しましたが、政府は権力を動
員してその争いを最高裁判所まで持って
行きました。一審と二審ですべての疑いに
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1 天正宮で記念撮影をした、タイ氏族メシヤ430家庭
2 基元節に真の父母様に花束を奉呈した、ドクターレク夫妻
3 真の父母様に報告し、サインを受けた超宗教議会創設記念写真
4 天一国経典を下賜した後、記念撮影
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理由がないとの判決が下り、私たちが勝利
したにもかかわらずです。
法的な観点から見れば、政府は上告の根
拠を捜すことが出来なかったにもかかわ
らず、私たちに対して非常識的な行動を
取ったのでした。最高裁判所で私たちが
勝利するのは時間の問題のように見えま
した。しかし最高裁判所は、何の約束もな
しに、何もしなかったのです。21年の蕩減
機関が終わった2011年9月1日になって
初めて、サタンもこれ以上私たちを讒訴
することができなかったようです。サタ
ンが降伏するしかなかったヤコブの路程
のように、私たちが完全に勝利すること
ができました。真の父母様にその法廷闘
争の結末を「勝利」でご報告差し上げるこ
とができ、とても嬉しかったし、真のお父
様が喜ばれた姿を見ることが出来てとて
も幸せでした。
それだけでなく2011年9月21日には、ユ
ネスコの支持を受けて国家的な次元から
超宗教平和議会を創設しました。ここに
はユネスコだけでなく、宗教指導者と政
府官僚たちの支持もあり、真のお父様が
念願した国連超宗教会議の最初のモデル
をタイで実現させたのです。タイからそ
のような勝利の報告をし、真の父母様に
大きな喜びを捧げることが出来て、私た
ちは皆幸せでした。
しかし真のお父様は突然に霊界に逝か
れ、真のお父様が基元節以前に私たちの
傍を発たなければならなかったという事
実は大きな衝撃と悲しみでした。真のお
父様が私たちと共におられる時、責任を

果たして真の父母様にもっと大きな実績
と勝利を捧げることが出来なくて、後ろ
めたさを感じました。それでどのように
すれば真のお父様に、より多くの勝利の
報告を捧げ、また真のお母様の心を楽に
させてあげられるかについて悩みまし
た。しかし私たちがもっと多くの勝利を
報告することは出来ませんでした。

真のお父様が共に成してくださった

祝福活動

真のお父様が聖和された後の2012年10
月、ソンクラでアジア地域天宙平和連合
(UPF)を通じて、南タイ平和イニシアチブ
を施行し、超宗教平和祝福式を行うこと
ができました。その超宗教平和祝福はUPF
とタイ家庭連合の協力を通じて行った、
氏族的メシヤを中心とした、超宗教平和
祝福のモデルとなり、基盤になりました。
真のお父様が聖和される前に残された最
後の遺言が、私たちが神氏族的メシヤの
使命を果すことだという事実を聞いた
時、私たちは天の父母様と真の父母様に
基元節の勝利として捧げるプレゼントと
して、基元節が来る前に430家庭の教育
と祝福を終え、氏族的メシヤの使命を果
たすために、総力を尽くそうと決心しま
した。そうするためには2012年12月まで
430家庭を皆教育して、祝福することが
できる特別な戦略が必要でした。
ですから2012年11月に一つの計画を立
てました。私たちの下にいたすべての学
生たちに、故郷に戻り、両親と親戚を連れ
て来るように言いました。最小限の目標

を500名とし、UPFと家庭連合が主管した
1泊2日修練会を受けた後、2012年12月1
日から2日まで開催された、超宗教平和祝
福に参加するようにしました。
そのように人員を動員して、祝福対象者
を探していた矢先、私たちのスタッフの
内、ある祝福家庭の夫人が 夢の中で真の
お父様にお会いしました。夢の中でお会
いした真のお父様は、本当に幸せな姿を
していらっしゃり、たくさんのほほ笑み
を浮かべられながら、ある講堂に来られ
たと言います。真のお父様がその講堂に
入って来られると、そこが年配の人々で
いっぱいになったと言います。しかしそ
の人々が聞いていたのは、原理講義だっ
たと言います。真のお父様が前方に座っ
て、ずっとほほ笑みを浮かべられながら、

「ありがとう、ありがとう。ありがとう！」
と繰り返し語られたと言います。私はそ
の話を聞いて、真のお父様が私たちと共
に役事されるのを感じることができ、当
時の人員動員と祝福を成功すると信じて
疑わなくなりました。
その日タイの北東地域にあるコンカエン
ホテルの大講堂に参加した人々の数は一
千名に及びました。その行事は650双の
氏族的メシヤ祝福を成功的に行った初の
モデルでした。基元節まで一カ月を控え
ている時点で、その行事についての勝利
の報告を奉献することができました。
650双を祝福に導き、初めて氏族的メシ
ヤの使命を成功的に果した初の夫婦とし
て、私たちが基元節の行事の時に、真のお
母様に花束を奉呈する栄光を享受するこ
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▲�宗教指導者たちの合水行事
▶�超宗教平和祝福式の参加者たち



とができました。
祝福式が終わった後、基準を立てること
を決心して、祝福を受けたすべての祝福
家庭に蕩減棒行事、40日聖別期間、3日行
事など、祝福家庭がするすべての内容を
するように教育し、励ましました。大部分
の家庭が、真の父母様が祝福家庭のため
に立ててくださった伝統を自発的に従い
始めました。彼らに続いて面倒を見て、教
育しながらグループ別に３日行事を果す
ことができるように協助しました。
しかし驚くべきことに、３日行事を終え
た家庭がとても深い霊的な経験をし始
め、真の父母様に関する夢を見たり、真の
父母様と深い心情的な関係を結び始めま
した。それだけでなく物質的にも多くの
祝福を受け、命を奪うような事故で守ら
れたり、家庭で大きな変化(禁煙や禁酒、暴
力がなくなる等)がありました。
そのような現象が起こるのは、ひとまず3
日行事を終えるだけで、善霊たちと善な
る先祖たちが地上に下りてきて、助けて
くれるという事実を立証するかのようで
した。そしてその善霊たちと善なる先祖
たちが続いてその家庭を保護し、協助し、
真のお父様が昔語られたように、氏族的
メシヤ活動を霊的に手伝ってくれるかの
ようでした。
善霊たちと善なる先祖たちが地上に下り
て来れば、悪霊を通じて家庭を苦しめた、
サタンの統制から脱することができま
す。その家庭がサタンの統制から脱すれ
ば、その善霊と先祖が善の側から彼らを
保護してくれます。そして天の主権、及び
天一国の復帰は氏族的メシヤ活動を通じ
て始まり、また拡大するのです。そのため
に祝福家庭は神氏族的メシヤの使命を完
成しなければなりません。

国家的な氏族的メシヤ活動の開門

そのような理由から、私たちは今回既成
祝福を受けたすべての家庭の霊的復活と
肉的復活を完成する上で、非常に重要な
鍵が3日行事を通じた血統転換であると
いう点を悟りました。それを完成してこ
そ、サタンの血統を根絶させ、実体的な次

元で天の血統に接ぎ木されることができ
るからです。その後、天の父母様と真の父
母様の息子・娘として生まれ変わり、天
一国の市民になることができるのです。
そのようになれば天運に繋がれると同時
に、天運を受けることができるのです。
ここから天一国の種が遠く広がって植え
られ、根を下ろし、育ち続けて、実を結びま
す。そのように天一国時代に祝福家庭とし
て神氏族的メシヤの使命を果たすことで、
世界各地にある私たちの故郷と国で、実体
的な天一国が建設されるのです。このよう
な、感動的な限界突破の経験をし、他の祝
福家庭にも各自の故郷で氏族的メシヤの
活動をするよう励まして来ました。
それに祝福家庭20家庭以上が参加し、
2012年11月、氏族的メシヤの祝福が私た
ちに下りた後、21ヶ月が経った2014年7
月までバンコクを含み、全12ヶ所で13回
にわたる、神氏族的メシヤ祝福式を行う
ことができました。このような基盤を見
る時、私たちは国家的な次元から氏族的
メシヤ活動の門がタイで開かれたことを
知りました。
未祝福の家庭の中で、3日行事まで完成し
ていない家庭があるので、それまで完成
する430家庭という目標を果たすため
に、よりたくさんの祝福家庭を立てなけ
ればならなかったのです。それで2014年
5月、ブリーラムと2014年9月14日、バン
コクで600双の祝福を二回、100双の祝福
を一度することで、全1,318双を祝福させ
ました。その1,318双に続けて教育を実施
し、2014年10月に454双の祝福を完成
し、学生である神氏族メンバーは162人
になりました。
2014年9月8日、神氏族的メシヤの摂理を
国家的な次元に拡大させるために、UPF家
庭連合の平和巡回を始め、77州を巡回し
て、家庭についてのセミナーを開催しま
した。家庭のためのこのキャンペーンに
は各州の行政部署が協力と志願を惜しみ
ませんでした。州知事たちはセミナーの
ために政府所有の建物を貸してくれ、関
連するすべての公務員、各地域の有志、
NGO指導者たちがセミナーに参加するよ

うに手伝ってくれ、セミナーで開会の辞
を述べてくれました。そのセミナーで原
理講論と絶対「性」の倫理に関する、真の
父母様の教えを参加者に教育し、それだ
けでなくタイの和合と平和、そして幸福
をもたらす基盤として、家庭を強化する
ための次回の超宗教平和祝福式について
紹介しました。
この平和巡回を通じて家庭連合の祝福家
庭ネットワークを拡大させて、国家の平
和と統一のための真の家庭運動を始める
ことができました。今までこの平和巡回
は多くの州知事から非常に肯定的な反応
と支持を得ています。いくつかの州では
UPF-家庭連合と了解覚書を締結し、州政
府が予算を支援して教育することが出来
るように支援すると約束しました。既に
77州の内、半分以上が終わりました。次の
基元節の前まで、77州巡回を終え、すべて
の祝福家庭が政府と地域の有志たちの助
けと支持を受けながら、氏族的メシヤの
活動を展開し、氏族的メシヤの使命を国
家的な次元で安着させることができるよ
うにするでしょう。
私たちは12人の氏族的メシヤたちが使命
を完成すれば、国家まで復帰することが
できるという真のお父様のみ言を聞いて
多くの感動を受けています。
私たちはこの学生と若者を連れて、純潔
な愛と孝、そして愛国運動を展開して、青
年たちが家族を、故郷を、そして国を愛し
て仕えるようにするのが望みです。また
真の家庭運動でタイ各地に理想的な家庭
と村を作りたい一心です。このようなビ
ジョンと計画を通じて、神氏族的メシヤ
の数をますます拡大させて、ビジョン
2020を成功的に実現させ、これを通して
天の父母様と真の父母様により大きな喜
びと栄光、そして解放を抱かせて差し上
げたいです。

レク・タンビタムサクル｜タイ天一国特使
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以下はレク・タンビタムサクル　タイ
天一国特使の録音資料を整理したもの
で、氏族的メシヤの使命を果した活動の
紹介である。



世界統一武道協会(WTMF)と世界平和武
道協会(MAFWP)が共同で人々に欲心と
利己主義、そして自分を中心とする態度
の持つ限界について教えてくれた。すべ
ての人に内在している、このような限界
を無くせば、人格を向上させ、平和のた
めの基盤として家庭を成し、自然を愛す
る心を持つようになる本然の価値を生
かすことができるようになる。2014年8
月、龍鄭植アジア大陸会長の許可を得た
後、11月 28日から30日までフィリピン
で、第1回アジア武道ピースカップの開
催を計画した。彼は世界統一武道協会と
世界平和武道協会の二団体の会長を兼
任している。
私たちはこのピースカップを通じてア
ジアの武道人たちに良い内容を教え、氏
族、国家、そして大陸的な次元で主流社
会に入って行くことを第一の目標とし
て立てた。二つ目の目標は世界平和武道
協会との協力を通じて、2018年のアジ
ア大会で統一武道が正式種目に採択さ
れるようにすることだった。三つ目の目

標は統一武道人たちの関
係をより厚くして、ま

だ統一武道の影響
が及んでいない

場 所 に 基
盤を確立することで

あった。そして最終目標
は統一武道の技術と哲学

を国際的に伝えることが
できる人々を養成すること

だった。
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第1回アジア武道ピースカップ

ために生きる哲学と
不屈の精神を養成
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1 第一回アジア武道ピースカップ参加国の選手たち
2 武道ピースカップに参加した韓国選手とアルバニア選手が試合する様子。試合後に挨拶をする選手たち(右)
3 優勝チームであるフィリピンの統一武道チーム



食口の励みとなった武道ピースカップの

ニュース

私は統一武道のスタイルが他のすべての
武道と違うという事実を経験し、目撃し
た。統一武道は総合武術だと言えるが、哲
学的に見る時、他の人のために暮らすと
いう真の父母様の原則と一致する。統一
武道は前述した、人生の三つの目標を中
心とした、総体的な原理を表現する。言い
換えると、統一武道の哲学は真の父母様
の哲学と緊密に係わっているということ
だ。実際に統一武道を学ぶ人々は『原理』
も学ぶことになる。
私たちのウェブサイトを通じて、統一武
道とその哲学が分かるようになったイラ
ン出身の高段の武道家がいる。
彼は私たちに電子メールを通じて、世界
のどこからでも、統一武道場の位置を教
えてくれたら、訪問してみたいと言った。
彼は統一武道の哲学が、イランの信仰と
文化、そして伝統と似ていると統一武道
の会員になりたいとも言った。石俊淏会
長が彼にフィリピンで統一武道を学ぶこ

とを勧めた。
その武道家は3年前、彼
の妻と通訳士を連れて
フィリピンを訪ねた。
彼は国際平和リーダ
ーシップ大学(IPLC)
の支援を通じて私た
ちに会い、フィリピ
ンの統一武道の基
盤を見られるよう

になったことを喜ん
だ。

彼はイランに戻り、統一
武道の哲学を勉強し、
私たちのウェブサイ
トでダウンロードし
た動画を通じて、統
一武道を習得した。
そしてイランの武
道家の中で知人た
ちに統一武道を
教えた。彼がフィ
リピンを去った

後の2年間、私たちと連絡を取り続けてい
る。フィリピンの統一武道の指導者たち
を、イランに招待したりもした。
石俊淏会長、星子孝光師範、パンフィー
ロ・ルミバオ師範、そして私がテヘラン
を訪問して彼の弟子と友達、そして政府
のスポーツ関係者たちから歓迎を受け
た。その訪問はイランに統一武道を伝え
るための彼の努力が実を結んだ瞬間であ
り、それは彼が私たちのウェブサイトを
訪問したことで始まったのだ。
初めて開催された、『2014 アジア武道ピー
スカップ』が11月30日に終わった。その行
事はフィリピン・ケソン市にある、UPF平
和大使館で2泊3日間行われた。アフガニ
スタン、アルバニア、カンボジア、イラン、
日本、韓国、タイ、そしてフィリピンなど 8
ヶ国から82人の選手たちが参加した。彼
らの内、48人が武道バレエ大会、団体及び
個人部門の、姿勢及び競技に参加した。一
日目には皆に統一武道の哲学を紹介した。
二日目には大会規則と規定を説明し、会議
を通じてどのように統一武道をオリンピ
ックに紹介するべきかについて論議した。
三日目に大会が開かれた。
二日目の会議で良い意見と提案があっ
た。特にイラン政府に属した武道協会の
代表であるムハマド・サイェデ－師範
と、イランと中東の統一武道会議の会長
であるマジード・サラリー氏、そして副
協会長であるレジャー師範が率いる武道
家たちが良い意見を出してくれた。文平
來世界平和武道協会大使部、星子孝光師
範、そして私が会議を進行した。その会議
で世界統一武道協会アジア組職図を構成
し、コーチングスタッフ委員会と審判委
員会を新設することについて論議し、採
決に至った。サラリー師範とプルキアニ
ス師範が統一武道の発展のためにそれが
とても重要だと語った。また彼らはスポ
ーツカレンダーを作り、ピースカップと
ワールドカップのような大会を、予め準
備するようにしようと提案した。イラン
大使館関係者も参加して、激励の辞を述
べた。その関係者は大会を見学するため
に三日目も参加し、夕方の晩餐の時まで

会場を離れず、深い関心を見せた。様々な
国家から武道家たちが、スポーツマンシ
ップと友愛を持って参加したこの大会
は、和気あいあいとする中で進行された。
バレエ大会と型の大会で国際平和リーダ
ーシップ大学のフィリピン統一武道チー
ムが優勝し、タイ出身の統一武道チーム
が準優勝を取った。
本大会が終わった後、参加者たちは行事
中に感じた、S.P.O.R.T.S 精神を祝い、晩餐
を楽しんだ。ここで言うSは、知恵を備え
た力(strength)、Pは諦めることのない意志
を備えた忍耐(patience)、Oは友を作る機
会 (opportunity)、Rは 互 い へ の 尊 重 (re-
spect)、Tはお互いを通じて学んだチーム
ワーク(teamwork)、そして Sは皆の成功
(success)を意味する。
結論的に、フィリピンで開かれた第1回

『2014 アジア武道ピースカップ』のニュ
ースが世界に知られて、食口である私た
ちの目標を果す上で役立った。今行事は
世界平和武道協会の創始者である真のお
父様が教えてくださり、世界統一武道協
会を始めた石俊淏会長が夢見たこと、す
なわち武道世界の若者たちに、ために生
きる哲学と不屈の精神を教える契機とな
った。それだけでなく、武道を学ぶ人々は
真の愛と真の生命、そして真の血統を中
心とした忠孝の重要性を学び、家庭、氏
族、国家、そして世界平和を建設すること
のできる原則である、利他的な人生につ
いても学ぶようになった。
ベニ－ス・アウグスティン｜世界統一武道協会

と世界平和武道協会アジア会長
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<参加国別順位>

1 フィリピン 11 11 7
2 タイ 3 4 2
3 イラン 3 2
4 カンボジア 1
5 日本 1
6 韓国 1 1
7 アルバニア
8 アフガニスタン

順位 参加国 金 銀 銅



私たちはパラグアイで開かれた汎米統一
武道大会で、『麻薬中毒の予防のための、
道具としての武道』というテーマで、11月
29日シンポジウムを開催した。今回の汎
米統一武道大会は、世界各地に存在する
互いに違う武道を一つに統合することを
目的に企画された。また麻薬中毒という
問題に対する解決策を模索するための目

的もあった。私たちは武道と教育を通じ
て、麻薬中毒のために起こっている暴力
事件を減らそうと考えた。今大会を通じ
て、将来統一武道をパラグアイ、南米、そ
してカリブ地域に拡散させることのでき
る希望を持った。
今行事が終わった後、パラグアイTVでグ
スタボ・ジュリアノ師範をインタビュー
した内容を、主要ニュースの時間に『ノッ
ティシアス パラグアイ(パラグアイニュ
ース)』で放送した。ジュリアノ師範は「護
身術を教える上で、5パーセント程度だけ
実質的な闘いの技術を教え、残りの95パ
ーセントは、核心価値を教えることに割
かれる。武道家の暴力性と乱暴性を減ら
すことのできる理由はここにある。」と言
った。そして統一武道の『道』についても

説明した。「武道は道、すなわち道として
二つの方法で理解しなければならない。
その二つの方法とは、内的な道と外的な
道を意味する。内的な道とは、より良い暮
らしのために尊重と忍耐、そして感情コ
ントロールのようなことを学び、道場の
内外で実践することを意味し、外的な道
とは生と死を決める瞬間を無事に解決し
たり、弱者を助ける方法を学ぶことだ。こ
れを学べば人生のすべての分野で、自分
を統制することができるようになる。」と
説明した。

若者たちの人格を整える、統一武道

また彼は、「蛇が人を噛めば、その毒が血
管を流れ、死亡にまで至ることがある。し
かしまったく同じ蛇から出た 毒が人の生
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命をいかす解毒剤に使われたりもする。
武道も同じだ。映画で悪い人々が武道を
使い、犯罪を犯すのを見る。暴力を通じて
人々を死まで至らせる。しかしそれに対
する解毒剤は外でもない、まったく同じ
武道である。統一武道のような武道の真
の教えを見ると、それが道徳と倫理、そし
て霊的な原則に基盤を置いているため、
若い人々に様々な方法から手助けにな
る。」と付け加えた。
麻薬中毒予防防止研究会の会長であるパ
クンド・ビラグラー氏は、シンポジウム
に参加した選手たちに 「何でも私たちが
食べて消化する時、身に有害なものにつ
いて関心を持ってはならない。そのよう
にならないように気を付けなければなら
ないのに、それは家庭で始まるのだ。私た
ちは両親に子供たちがどこへ行って、誰
と付き合っているのかを知る義務がある
という事実を教えなければならない。子
供たちに対する最も重要な両親の責任は
家庭で子供たちの言葉に耳を傾けてあげ
ることである。それが青少年の麻薬中毒
を阻む上で一番重要なのだ。」と語った。
パラグアイ体育部傘下の関係機関(Insti-
tutional Relations)の所長であるブルー
ノ・ジャノッティ氏は、ビクトペチ体育
部長官の挨拶を伝えながら、「長官の役目

はスポーツに係わるすべての努力を支援
することである。長官は多くの国家から
選手たちが参加する、このような国際的
な行事が無事終わるように、皆が和合と
調和に関心を持ってくれるよう願う。」と
説明した。体育部所属のスポーツ学校長
であるマルタ・ドミンゲス女史も、「現在
統一武道協会は、体育部と緊密に協調し

ながら活動している。本協会では低所得
層家庭の子供たちと青少年を教育してい
る。感謝すべきことだ。」と述べた。統一武
道二段の実力を持つビビアナ・モレーラ
教授は、一段の有段者である、息子カルロ
ス・ヌネス・ジュニアとともに、グスタ
ホ・ジュリアノ氏の指導の下、その教育
を1年以上実施して来たと言いながら、

「私たちは低所得層家庭の子女を教える
ために熱心に努力している。ジュリアノ
師範はこれとまったく同じ奉仕活動を、
アルトパラグアイ地域で実施している
し、そこで原住民のインディアンたちに
教育を実施している。」と紹介した。
パナマから来た参席者を代表し、エディ
アルド・ワッツ師範は、「ヒサオ・リー学
校は犯罪と麻薬中毒、そして家庭に捨て
られたり、というさまざまな問題の中、呻
いている若者を救おうと努力している。
彼らが正しい市民、そして父母になるこ
とができるように教育している。パビ
オ・ペレズ大使部がこの仕事を担当して
いる。」と述べ、ブラジルから来た参席者
を代表し、空手師範であるワリソン・デ
ラ－ノ氏は、「私たちは体系的な資料によ
って学校で学生たちを教えている。これ
を通して若者たちの人格を整え、彼らが
武道を学ぶよう奨励している。」と伝え、
統一武道アマファ協会長である、ディオ
スダダ・ラディカ・ド・サントス師範
は、「青年たちが麻薬中毒に陥らないよう
に助けるのは、私たち皆の責任である。私
にも9人の子供がいるので、その子供たち
に最善の道を教えてあげたい。私が出会
ったすべての女性もまったく同じ考えを
していた。」と言った。
そのシンポジウムに、パナマからファビ
オ・ペレズ師範のヒサオ・リー学校、ブ
ラジルのゴイアスからワリソン・デラー
ノ－師範が引率した空手学校と、アマフ
ァ州からディオスダダ・ドス・サントス
師範が引率した統一武道アマファニス協
会、そしてアルゼンチンとパラグアイか
ら関係者たちが参加した。麻薬中毒予防
のためのNGOである麻薬中毒予防研究会
(ASIPA)の会長が参席者たちに、今行事の

テーマである麻薬中毒予防とスポーツの
助けになるように、激励の辞を述べた。パ
ラグアイ体育部関係者、パラグアイ家庭
連合、アリスタイド・ロンダン会長、レダ
プロジェクトの副会長、主要師範たちと
教授たちも参加した。
汎米武道大会には150人以上の選手たち
が参加した。その大会は順調に進行され、
何の事故や怪我も起こらなかった。一番
重要な団体戦チャンピオンシップ、及び
統一武道型の公演大会を含み、ブラジル
が最もたくさんの賞とトロフィーを得
た。パラグアイが2位、そしてパナマから
来たファビオ・ペレズのヒサオ・リー学
校が3位となった。男性と女性選手たちに
各一人ずつ、1位の賞を与え、真の父母様
と石俊淏会長の写真の入った証明書が、
大会の開催に協賛して支援してくれた師
範たちと、関係者に授与された。
2013年に南米で開かれた大会に比べる
と、今大会はより多くの武道流派が参加
した。パラグアイ体育部を代表して参加
したサラ・ドミンゲズ女史と、体育部所
属のスポーツ学校長も参加した。現在私
たちが体育部で進めているプログラムを
支援しているため、統一武道はパラグア
イ体育部と緊密に関わっている。今大会
の結果は次の通りである。

そしてパナマから来た参席者たちは皆、
ファビオ・ペレズ師範のヒサオ・リー学
校から来た人々だったが、彼らが、外国か
ら最も多くの参席者たちを連れて来た功
労を認められてトロフィーを受賞した。
またアルカディオ・アランダ師範の合気
道学校も、パラグアイで最も多くの参席
者を連れて来た功労を認められ、同じト
ロフィーを受賞した。

ロージー・ジュリアノ｜南米統一武道協会長夫人
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<競技種目別メダル獲得国家>

団体戦 ブラジル パラグアイ
自由型組手 ブラジル パラグアイ パナマ

団体型 ブラジル パナマ パナマ

競技種目 金 銀 銅

自由型組み手をする選手たち



9月7日、ブラジルで六回目のホームグル
ープの行事が、協会本部大講堂と24の州
で同時に開催された。
今行事に参加した参席者数は4,052人で
あった。ここで1,331人(32.8％)がホーム
グループと一対一原理講義、そしてオイ
コス(oikos:家や家族を意味するギリシャ
語。家族のような関係を結び、宗教を紹介
するということを意図して用いている)
を通じて伝道された人々である。ブラジ
ルのすべての食口がこの行事を通して、
心情的に一つになることができる時間を
持った。全国各地で活力溢れる食口と伝
道対象者たちが参加して、ビジョン2020
の勝利のために伝道活動を続けることを
決意し、天の父母様と真の父母様に喜び
を返すことが出来た時間だ。
ブラジル協会本部で開かれた行事では申

東謀南米大陸会長の感動的なみ言があっ
た。現在、彼はブラジルの天一国特使であ
る。彼はポルトガル語で、ブラジルを愛す
るという内容で話し始めた。またブラジ
ル家庭連合の佐々木会長はプレゼンテー
ションを通じて、ホームグループの活動
がどれだけ面白く展開されているのかを
紹介した。多くの成功的なアウトリーチ
活動と週刊目標を果たしているホームグ
ループのリーダーは、彼の活動がどれだ
け自分の家族に良い影響を及ぼしている
のかについて説明した。
私たちは大きな実績を収めた食口や地域
に賞を授与することで、彼らの努力を賞
賛するだけでなく、神様のみ旨を実践す
ることで天運に繋がるため、実績を収め
ることがどれだけ重要かを強調した。ホ
ームグループを象徴する旗が入場した時

は本当に盛り上がった瞬間だった。すべ
てのホームグループの信仰と、アウトリ
ーチについての観点の核心を見せる絵が
描かれた旗が舞台上に上がって来た。そ
して皆一緒に韓国の歌『サランへ(愛して
る)』を歌った。その瞬間、私たちは特別な
霊的な雰囲気を経験した。その摂理を通
して教会の環境が変化し、食口たちの間
の心情的絆が強まるのを感じた。そして
ブラジル全域にいる食口に、聖物(真のお
母様の服)が賞として与えられ、祝福家庭
の盟誓文を唱和する時間を持った。
またもう一つとても意義深かったプログ
ラムはミュージカル公演だった。舞台上
に公演者たちが上がり、レベルの高い映
像と非常に優れた公演を見せてくれ、彼
らの公演は観覧する人々に大きな喜びを
与えた。その中でも参加者の脳裏に刻ま
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れたのは、ブラジルCARP出身の青年たち
が披露した公演だった。たくさんの人々
の胸が温かくなる公演だった。それは若
者たちの溢れる情熱とエネルギー、そし
て確固たる内的基盤を見せてくれた。二
世の子女たちが舞台で素敵な腕前を見
せ、たくさんのエネルギーを発散する姿
を見守った父兄たちは涙を流した。サン
パウロと他の州の間で行われた映像対話
の時間には、ブラジル全域でホームグル
ープ活動が次第に発展しており、またこ
こに大きな希望が存在するという事実を
悟ることができた。他の州にいる指導者
たちは、国家的な次元でそのように話し
合うことと、全般的に協会本部とコミュ
ニケーションが増えているという点が、
彼らの活動を発展させる助けになると感
じた。
全国で約1,300人になる伝道対象者に対
し、私たちの深い愛を見せるためにノー
トパソコン、テレビのLCD モニター、タブ
レット、電子レンジ、そして自転車などさ
まざまな商品の抽選を行った。プレゼン
ト抽選の行事は神様の愛を感じることが
でき、ホームグループと一対一原理講義、
そしてオイコス活動を奨励する目標を立
てた。例えば、リオデジャネイロやゴイア

スのような州では、伝道対象者の数が食
口の数より多く、伝道対象者が参加人員
の60パーセントを占める所もあった。数
多くの伝道対象者がホームグループと一
対一原理講義、そしてオイコス活動を通
じて今行事に参加するようになったのは
驚くべきことであった。
これからホームグループを通じて伝道対
象者をより一層愛し、面倒を見ることが
出来るようになった。彼らはホームグル
ープに入って行き、一対一原理講義を経
てから修練会に参加した後、真の父母様
と『原理』を受け入れて教会の食口となる
だろう。そのような過程を経た後に、彼ら
は祝福を受けて祝福家庭と神氏族的メシ
ヤになるだろう。感謝の思いで第6回ブラ
ジルホームグループ行事を天の父母様

（神様）と真の父母様にご報告申し上げ
る。天の父母様と真の父母様の愛と精誠
が、ここブラジルと共にあられるという
事実に大きく感謝している。毎日のよう
に発展し、基盤が広がっていることを感
じることが出来るし、これから伝道が爆
発的に行われ、ビジョン2020の勝利に繋
がるであろうという希望が見える。

ロニルソン P.アゼベド

｜ブラジル家庭連合ホームグループ局長

2015. 01    37

ブルマド市 オルデール・アルメ
イダ牧師 :  
ホームグループ活動は私たちの
人生の一部になった。食口は喜び
で溢れており、「ホームグループ
は私の人生であり、私はホームグ
ループを愛する。」と話している。
ホームグループ活動を始めて以
降、教会の環境が変わった。今や
ホームグループのイベントを開
くための空間が、教会では不足に
なった。次回はより大きな会場を
探さなければならないだろう。

リオデジャネイロ市　ロベルト
牧師 (ホームグループ活動実績
一位受賞) :
良い日だった。ブラジル全体のス
ケジュールが終わった後、ブラジ
ル家庭連合と連結した行事が始ま
った。申東謀会長がポルトガル語
で、ブラジルで神氏族的メシヤの
使命を全て果たすよう、懇願する
姿に大きな感銘を受けた。そして
伝道対象者たちがミュージカルの
公演に大変感動していた。一番記
憶に残ったのは証しの時間だっ
た。行事が開かれる度に、私たちの
成した発展が目に見える。ホーム
グループの指導者たちもたくさん
の発展と成長を収めた。グループ
ごとに訓練をよく受けた。
初めは指導者たちが自信を持っ
て出ていくことが出来なかった
が、今となっては彼らのカリスマ
と能力を活用し、伝道対象者たち
を連れて来ている。皆活気が溢れ
ている。私もホームグループ摂理
で行われていることを見れば驚
きを禁じ得ない。このような行事
は本当によいと思う。エネルギー
が満ち溢れる。これを通じてより
多くの勇気と感動を持って、より
遠くに進むことが出来るように
なるだろう。特に神様と真の父母
様の前で提唱した祝福家庭の盟
誓文が良かった。

証し

1 第６回ブラジルホームグループ行事の様子
2 ブラジルホームグループの行事中ミュージカル公演
3 プレゼント抽選の行事�記念撮影
4 ステージを飾ったホームグループの旗

➋

➌

➍



真の父母様は12月4日、オーストリアを
『摂理国家』に指定してくださった。真の
父母様は摂理的に発展したり、重要な役
目を担当している国家を摂理国家に指定
してくださった。オーストリア食口は摂
理国家に指定されたことについて感謝し
て、これから摂理国家としてどのように
すれば、天の父母様と真の父母様に実績
を返すことができるのかについて苦心し
ている。食口たちはビジョン2020に向か
って進みながら、神様のみ言をオースト
リアに宣布することができる環境を作ろ
うと決心している。これから希望を持っ
て、より明るい未来を眺めるようになっ
たオーストリア教会の過去と現在につい
て報告する。

オーストリア家庭連合の過去と現在

ポール・ワーナー牧師が1965年5月18
日、統一教会を開拓するためにオースト
リアへ来た。1969年には食口の数は50人
だった。1969年3月、真のお父様がオース
トリアとドイツ家庭連合会長を入れ替え
られた。この時ワーナー牧師はドイツに
行き、ピーター・コーク牧師がオースト
リアへ来た。後日ピーター・コーク牧師
は東欧を開拓する上で非常に重要な役目
を果たすようになる。
オーストリアは教会が立てられてから3年
足らずで他の国に宣教師を派遣する国家
となった。1968年にオーストリア出身の
宣教師たちがスイスと、当時は一つの国家
だったチェコ・スロバキアに派遣された。

翌年にはオーストリア食口たちがトルコ、
ベルギー、デンマーク、そしてルクセンブ
ルクに奉仕活動のために発った。
1970年代は政府と言論からひどい弾圧
を受けた。1974年、統一教会が公式的に
活動を禁止される事態にまで至った。結
局、私たちの教会は地下組職になった。そ
れにもかかわらずコーク牧師と食口は、
伝道の努力を止めなかった。各地に伝道
センターを設立し、原理修練会を開催し
た。当時たくさんの食口たちが伝道され
た。オーストリアは人口が 900万人しか
ならない国家だが、食口の数は数百人に
のぼる。
1980年代初め、コーク牧師は神様から啓
示を受けて、ソ連帝国の共産主義の国々
に宣教師を送ることを決心した。

『鉄のカーテン』に閉じこめられていた人
々を救うためだ。コーク牧師は若い食口た
ちの中から、20人を選抜してこの秘密の
伝道プロジェクトである『バタフライ作
戦』を準備した。この伝道師たちは統一教
会を去るふりをした。彼らはオーストリア
に留まりながらも統一教会を去った食口
たちであった。後にソ連に派遣されたガン
ター・ウォーザーは、その当時を非常にさ
びしくて苦しい期間だったと回想する。彼
の言葉によれば、そのように教会を去った
振りをしたのが、家族と知人にとてもひど
いストレスを与えることとなった。彼は

「妹であるインゲは私が教会を去ると、と
てもショックを受け、教会に入り間もなか
った弟は混乱して、どうしたらいいかを分

からなかった。」と言った。彼らは教会を去
った後、命をかけて鉄のカーテンを越え
て、伝道国であるロシア、ポーランド、ルー
マニア、東ドイツ、ユーゴスラビア、ハンガ
リー、チェコ・スロバキア、そしてブルガ
リアなどに派遣された。
真の父母様はソ連が崩壊した後、1990年
4月モスクワで当時のゴルバチョフ大統
領に会った。当時、真のお父様はすぐに宗
教の自由を認めることを強く要請した。
モスクワでの会見後、真の父母様がドイ
ツへ来られ、地下組職で伝道活動をして
来た伝道師たちを含め、ヨーロッパ食口
が参加した会議を主宰された。真のお父
様は東欧にいる伝道師たちを助けるため
に、西ヨーロッパにいた数百人の伝道師
たちを動員された。共産国家で伝道活動
の結実であった、数千名の若い食口たち
が彼らを歓迎した。
オーストリアの首都ウィーンに位置した
家庭連合は、ヨーロッパで一番早い速度
で成長している教会の中の一つだ。ここ
には6つの教会があるが、ビジョン2020
を中心として氏族的メシヤの使命を果す
ために熱心に努力している。一世と二世
の関係も親密だ。オーストリア出身の二
世が、ヨーロッパ青年天宙連合(UPF)を導
いている。彼はウィーン大学に在学して
いる優等生でもある。そして二世の女性
食口が青年女性連合(WFWP)を導いてい
る。少し年上の二世たちは青年指導者と
して活動しており、後輩たちが未来の指
導者として成長することが出来るように
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オーストリア、
摂理国家となる

1 国際家庭の日行事祝賀公演
2 アン・ヨンシク　ヨーロッパ大陸会長とオーストリア中心食口
3 オーストリアの首都ウィーンで開催した、女性連合行事を終えて



助け合っている。
現在、ウィーン大学の比較宗教学科では、
オーストリア統一教会の歴史を研究して
いる。既に研究員たちが英語版の 『オース
トリア宗教』という本にたくさんの報告
書を発表した。またウィーン大学では食
口たちがどのように伝道されたかについ
ての記事を集めている。今まで約70編以
上の記事を集めたが、それを要約して刊
行物に収録する予定だという。
去る5月26日、ウィーン大学ではオース
トリア家庭連合会長兼カイン国家メシヤ
である私に、「統一教会の紹介」という主
題で講義を依頼してきた。講義室を一杯
にした教授たちと学生たちが、私の講義
に深い関心を見せた。来年もウィーン大
学では私を招待すると言った。
ウィーンに基盤を置いたNGOであるヨー
ロッパ宗教自由フォーラム(ヨーロッパ
FOREF)は、日本での宗教自由のために、国
連人権委員会を通じて努力している。最
近、東京高等裁判所から勝利の知らせが
届いた。拉致された後 12年間以上も監禁
されていた後藤徹氏が、初めて拉致監禁
被害者たちにとって記念すべき勝利を収
めたのだ。それは重要なターニングポイ
ントに違いない。
祝福家庭の子女たちも所属するアプリケ
ーション開発チームであるゴールデンガ
ーデン プロダクションチーム(GGP)が、真
のお父様のみ言の引用句を400句含めた、
スマートホンアプリケーションを作った。

『文鮮明先生のみ言(Sun Myung Moon

Quotes)』という名前のこのアプリケーシ
ョンは、GooglePLAYやapple itunesから無料
でダウンロードできる。ここには神様、信
仰生活、祈祷、生命、真の愛、結婚、家族、幸
せ、成功、リーダーシップ、そして動機付与
のような様々なテーマを扱っている。ここ
で見られる引用句は、非常に簡潔ながらも
一般的なみ言だ。『原理』や統一神学に対す
る理解がなくとも、誰でも簡単に理解する
ことができるのだ。このアプリケーション
は、真の父母の価値と理想を人々に紹介
し、インスピレーションを与えることが期
待される。2012年12月から全世界でダウ
ンロードできるようになった。このように
GGPは、真の父母様のみ言を伝えるために
努力している。

創立50周年を迎えるオーストリア家庭連合

ウィーンには国連とヨーロッパ安保協力
機関のようなたくさんの国際団体が存在
する。我々摂理機関であるUPFと WFWP
は、アメリカ・ニューヨーク、スイス・ジ
ュネーブ、オーストリア・ウィーン、ケニ
ア・ナイロビなど全世界の4ヶ所に誘致
されている国連事務局の内の一つであ
る、ウィーン国際センターに属している。
WFWPは諮問機構の立場として、いつで
も国連の建物に入ることができる。今ま
でWFWPは、ウィーンの国際センターに
10年間属していた。そしてたくさんの
NGOとネットワークを形成し、国連とも
密接な関係を結んでいる。オーストリア
WFWPで活動している女性連合は、とて

も根気よく、世界平和と和合を成すため
に情熱的に活動している。
ここでオーストリアUPFも熱心に活動し
ている。ピーター・ハイド　オーストリ
アUPF会長が、25年間超宗教・超文化
の基盤を磨いた。今まで7年以上、スイス
UPF、イギリスUPF、オーストリアUPFが国
際指導者会議(ILC)とヨーロッパ指導者会
議(ELC)を開催し成功を収めて来た。ヨー
ロッパUPFが、ロシアと中国まで進むこと
の出来る道を切り開かなければならない
という真のお父様のみ言にしたがって、
2012年10月12日、ウィーン国連事務局で
国際指導者会議を開催した。そのテーマ
は『ヨーロッパとロシア-世界化のパート
ナー』であった。ロシアとヨーロッパで高
い水準の講演者たちが参加して、ロシア
とヨーロッパのパートナーシップに影響
を与える問題を論議した。ここで始まっ
た論議がパリで開催された会議にもつな
がり、最近にはその会議がモルドバでも
開催された。
オーストリア内務省長官が統一教会の門
を閉じてから40年経った現在、政府に『懺
悔共同体(Confessional Community)』とい
う組職として登録を申請した状態であ
る。2015年はオーストリア統一教会が始
まってから50周年を迎えるが、来年、摂理
国家という位相で迎えることが出来るま
でに至った。またオーストリア政府から

『懺悔共同体』として認可を受けるように
なるだろう。
ピーター・ジョヘール | オーストリア家庭連合会長
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政治に関心を持ったのはどうしてです

か？

私が14歳の頃、第二次世界大戦が終わり
ました。私は幼い頃から、第二次世界大戦
の歴史や影響に関してかなり興味を持っ
ていました。私の両親は海外に旅行する
のが好きで、そのせいか私も外国に魅力
を感じていました。歳月が過ぎて私は外
交官になり、世界に存在する異文化を感
じてみたいと思うようになりました。そ
うして法学を勉強しアメリカのプリンス
トン大学に通いました。当時、ドイツと日
本から来た留学生と出会い、彼らも私と
同じような学生であることを知りまし
た。私の両親は戦争で親友を亡くし、ドイ
ツ人を嫌っていました。ドイツ産の車を
買おうとはせず、ドイツには行こうとも
しませんでした。しかし過去において敵
国であった国から来た学生に出会う経験
は、私にとって世の中に対し目を覚まさ
せ、過去に敵国であった国々に対する悪
い感情を克服するのにプラスになりまし
た。ヨーロッパ統合と戦争以降にドイツ
が行った正しい振る舞いのお陰で、その
国家に対する反感は、たちまちにして消
えていきました。
インド、ロンドン、ガーナ、そして北大西
洋条約機構（NATO）で外交官として活動
したあと、オランダの国会議員に出馬し
当選した後、政府内の職位を受け持つこ

とになりました。以降は西欧同盟（WEU）
の軍事機関の事務総長を務めました。主
に私の経歴はヨーロッパと、ヨーロッパ
の安保に関連します。
ベルリンの壁崩壊後、ヨーロッパの安保
に関する論議に変化が起こりました。統
一されたドイツと、過去にワルシャワ条
約に関わっていた国家をどのように連係
するかということでした。WEUはこの変
化の過程の中で、欧州連合（EU）とNATOの
間に安定を図る役割となり、これがまさ
にEUの拡大となっていきました。私は素
早くWEU会議で東ヨーロッパ諸国を代表
する代表団を構成することができまし
た。彼らは加盟国家の意見や考えを受け
入れました。これを通して私は相互作用
への非公式解決策を探すことができまし
た。この過程で東ヨーロッパ諸国もEUと
NATOの加盟国になりました。私は今まで
生きてきながら、加盟することよりも、さ
らに重要なことは「参加すること」にある
ということを知りました。

UPFとはどのように関係を持つように

なりましたか？

私は2006年、『ヨーロッパの未来』という
テーマで開かれたUPFの会議に講演者と
して招待されました。そこで平和大使任
命状を受けました。それから私はオラン
ダのグローリーハウスで開かれたヨーロ

ッパ指導者会議（ELC）および海外で開か
れた様々な興味深い会議など、様々な会
議に参席しました。中東平和運動（MEPI）
には特に感動を受けました。私は常に中
東で起こる状況に多くの関心を持ってい
ました。イスラエルとパレスチナで開か
れたこの会議は、とても安定していて大
成功だったと思います。MEPIの参加者
は、イスラエルとパレスチナの代表者と
会合しました。この非公式の会合におい
て、双方が互いの考えを自由に語ること
ができたのです。
私は外交官として歩みながら、人々が互
いを理解することがとても重要だという
点を知るようになりました。人々が何ら
かの行動をとれば、私たちはその人々が
なぜそのような行動をするのかを知らな
ければなりません。相手が理解すれば、お
互いの問題を用いて妥協するようにもな
ります。それがまさにUPFのメッセージで
はないかと思います。なぜに問題が生じ
たのかをまず理解し、そして解決策を探
すのです。
私たちは今までそれを異なった方法で行
って来ていました。私はUPF会議で感じた
内容をとても肯定的に考えています。参
加者は常にお互いの言葉を傾聴する準備
ができていて、講演者が話す内容も充分
に価値があるものでした。かなり深い内
容を知ることができたし、私の考えをま
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オランダ元国防部長官ウィレム・ヴァン・エーケレン博士インタビュー

若者に焦点を合わせることが重要
次は、ヨーロッパ大陸本部の関係者がヴィレム・ファン・エーケレン博士にインタビューを行った内容である。1931年、エーケ
レン博士はオランダのユトレヒト市で生まれた。政府の様々な補職で長い間働いてきた。博士は、1957年から1977年までオラ
ンダの外務部で勤務、ヨーロッパ諸国の相互政治協力を図り大西洋協力安保部を率いた。またNATOにおいてオランダを代表する
一人であった。オランダの国会では下院のほか上院においても務めた経歴を持つ。2011年西欧同盟（WEU）が解散される前まで
は加盟国間の相互安保および社会経済協力を率い、1989年から2004年まで、10カ国の加盟国を持つ西欧同盟事務総長を務め
た。一時期、赤十字連合において世界イスラム救護活動で政策研究所を率いた。これによって中東平和イニシアチブ（MEPI）と関連
したヨーロッパでの活動にさらに関心を持つようになった。博士は2005年から天宙平和連合（UPF）が主催する様々な会議に参
加している。
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とめるのに公平な観点を提供してくれま
した。

UPFの超宗教活動に対してどのように

お考えですか？

私自身そこまで宗教的ではありません
が、UPFのメッセージには同意します。私
は人々の前で演説する時に引用してい
るのがあります。最近日本でも話しまし
たが、色んな宗教の代表者が水の入った
ボトルを一つずつ持ってきて、それぞれ
が大きな器に注ぐ儀式、すなわち様々な
宗教の要素を一つにする儀式について
話します。それが完全なる統一を意味す
るとは言い切れませんが、あくまでも互
いを尊重するということを表している
のだと思います。お互いが尊重するのと
同時に、協力できる姿勢がとても重要で
す。人々は自由が重要だと考えますが、責
任の無い自由はありません。少数に対す
る尊重がなければ民主主義もありませ
ん。これが根本的な原則です。すなわち、
他人からしてもらうことを望むなら、他
人にもしてあげなければならないとい
う原則です。私はこれをとても重要に考
えています。
UPFの創設者である文鮮明先生は、国連に
超宗教議会を作ることを主張されまし
た。先生の自叙伝も拝読しました。先生の
生涯は本当に凄まじいものでした。先生

の根気に関しては脱帽です。国連の中に
宗教指導者らで行われる議会を作ろうと
する話では、普通だと宗教指導者は自分
の宗教を高らかに謳う傾向にあります。
もちろんこれは先生には該当しない内容
です。もし宗教指導者が文鮮明先生のよ
うに、世界平和という大きな目的で活動
したとしても、その議会も価値があるか
どうかはわかりません。

2010年にサン・マリノ共和国で開か

れたヨーロッパ指導者会議で、超宗教祝

福式に参加されたことについてどうお

考えですか？

私は大きな感動を受けました。私の生涯
を振り返ってみれば、私と私の妻は普通
に幸せな暮らしをして来ました。しかし
一つ大きな悲しみがあります。それは幼
い息子を亡くしたことです。政治をする
時も失敗はしましたが、それはそこまで
特別なことではありませんでした。私の
生涯はいつも多彩な要素が溢れていて、
今でもそうです。私はこの全てを祝福だ
と思っています。

最近、巡回講演のために日本に招待され

ましたね。

本当に嬉しかったです。私を温かく歓迎
してくれて、国際協力と平和と安保問題
について重要人物で構成された多くの聴
衆の前で講演をしました。日本に行く前
は、香港と台湾で高位幹部たちと会議を
行いました。中国は香港だけでなく、フィ
リピン、ベトナム、日本や韓国など、様々
なアジア諸国と緊張状態にあります。中
国はいくつかの海域の領有権と島々の所
有権を主張しています。また北京で開か
れたAPEC会議と北朝鮮の人権問題に対
しても国連の非難がありました。アジア
がニュースの中心にありました。
わたしは日本に行った時、私の妻も同行
しました。戦争当時、インドネシアにある
日本捕虜収容所に入っていた経験のある
私の妻も、オランダと日本国民の和解を
図る使命を持ち日本に行ったのでした。
日本で講演する時、話し出しやすい内容

でした。このような和合への試みに、私た
ちはとても感謝しています。このような
試みは、ヨーロッパが一つになる方法と
も酷似しています。過去にドイツが何を
行ったかが良い例だといえるでしょう。
ドイツはこれ以上他の国家を支配する存
在、特に軍事力で支配する存在になろう
とはしていません。ただヨーロッパに属
するドイツであることを願っています。
第二次大戦が終わった後、 欧州石炭鉄鋼
共同体（ECSC）、のちの欧州連合が発足し
ました。この機関がしようとしていたこ
とは、資源を一つの支配的な国家が所有
するのでなく、互いに共有しようという
ものでした。ヨーロッパ大陸は領土拡張
のための土地ではなくなったのです。ド
イツは民主国家へと成長しました。私は
日本で、ヨーロッパの和合がアジア諸国
間協力へのモデルになり得るという内容
を話しました。

UPFにアドバイスをお願いします。

UPFは若者に焦点を合わせることが重要
だと思います。ヨーロッパが和合するの
に成功した大きな理由の一つとして、フ
ランスとドイツ間で行われた青少年交流
プログラムでした。それだけでなく、紛争
に絡んでいる国家同士が和合点を探り、
そこから関係を改善させようとする努力
をしていかなければなりません。MPEIこ
そ、紛争関係にある国家間の人々を一カ
所に集め、対話の場を開く模範的な試み
であると言えます。これからヨーロッパ
とロシア間で青少年交流プログラムを中
心に、お互いの話を模索していかなけれ
ばならないでしょう。
また、もう一つ大切なことは、各大陸の共
通する原則を中心に整備していくことで
す。私はヘルシンキ最終合意書を作るの
に関与しました。平和な世の中を作るた
めには、根本的な原則に対する協議書が
必要になります。しかし残念なことに多
くの国家がこの原則に従いません。多く
の国家間の協力がどうしたら成功する
か、欧州連合が良いモデルではないかと
思います。
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1 聖酒を飲む、�ウィレム・フレデリック・ヴァン・エ
ーケレンご夫妻

2 李海玉日本総会長ご夫人と共に



コンゴ民主共和国の教会は、2015年の創
立40周年を控え、伝道を通じて食口を増
やし、究極的にこの国の国民の内10パー
セントが真の父母様を受け入れるように
するという目標を立てた。チョ・ドンホ
西アフリカ大陸会長が発令を受けた後、
家庭連合の職員たちの士気が上がった
が、現在は不可能に見える目標を、そのよ
うな情熱だけで立てたわけではない。
2013年から食口の精誠で教会が相当な
成長を繰り返した。
今まで霊的な基盤を作るために天宙平和
連合(UPF)の集会を開催し、平和大使たち
を対象に、教育を持続的に実施して来た。
一方、コンゴ民主共和国政府の国民経済

省で、首都キンシャサ郊外に農業活性化
のための政策で豚の飼育を始めた。まだ、
その効果は些細なものであるが、私たち
が協力すれば多くの可能性があるという
点に注目した。

社会的認識の変化

私たちの集会が始まってから、人々の認
識が変わった。家庭連合の会長が真の父
母様の業績と私たちの活動をテレビに紹
介することで、私たちの教会に対する世
論が変わり始めた。大部分の人たちが、理
想世界の建設という真の父母様のビジョ
ンに肯定的な反応を見せている。地方の
テレビ放送局では、最近の集会について

放送しながら、集会そのものだけではな
く天宙平和連合、世界平和女性連合、世界
平和統一家庭連合、原理研究会で展開し
ている多様な統一運動を紹介した。2013
年に比べて、コンゴ民主共和国教会が38
パーセント成長したが、それは天一国定
着のための内的基盤としての、家庭教会
体制を整備しながら教育を受けた祝福家
庭が努力した結果だ。

これからの課題

まだ私たちが政府各部署の長官を始め
とした、著名人たちを渉外するには多く
の困難がある。現代社会において、どん
な教会もテレビ、すなわち言論の力無く
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コンゴ民主共和国で
未来を思いながら活動する



しては社会に影響を及ぼすことができ
ない。
またもう一つの問題は、国民7000万人の
内、私たち食口は7000人に過ぎないとい
うのだ。コンゴ民主共和国で勝利するた
めには、特別な活動を展開しなければな
らない。現在多様な活動方案を検討して
いる。社会の高位層のVIPのための教育セ
ンター建設、原理講義の放送、み言をCDな
どの媒体で発送することなどだ。アフリ
カではコンゴ民主共和国から名講師と伝
道に実績のある食口をたくさん排出して
いると、噂になっている。これが私たちの
強みである。

ビジョン2020に向けて

2015年からは、ビジョン 2020勝利のた
めの活動に焦点を合わせて進むつもり
だ。テレビ放送で他の宗教指導者たちが
真の父母様を否定的に話すが、私たちは
真の父母様を擁護することができる放送
チャンネルを持っていない。そのため資

金を集めて、伝道活動と食口教育に集中
して行くつもりである。財政的状況が厳
しいのが一つの問題だ。現実的に私たち
の教会が既成教会に対応するためには施
設が必要だ。既成教会はテレビ放送局を
保有しており、そのチャンネルを通して
私たちの教会に対する否定的な内容を放
送している。
コンゴでは貧困が国家的な問題になっ
ているが、私たちの教会までその影響を
受けており、私たち食口もそのような環
境的制限を受けている。コンゴの食口の
中で、ビジョン2020を氏族的メシヤの使
命を果たすこととして理解している食
口がいる一方で、真の父母様をメシヤと
して受け入れ、神様の下に一家族を成す
ことが目標であると考える食口がいる。
それは原理と真の父母様のみ言を教育
することで、一国を神様に捧げることと
も言える。

マイク・サムエル・マーケンダー

| True Peace Magazineリポーター
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1 アフォーカリップスホテルで開催されたUPF集会の参加者たち
2 チェ・ドンホ西アフリカ大陸会長とフティーラ牧師、そして司会者
3 集会に参加した族長たちの記念撮影

4 テレビ放送に出演した、マイク・サムエル・マーケンダー
5 放送で真の父母様を証しするマイク・サムエル・マ

ーケンダー

➋ ➍

➌ ➎

大会を準備した感想
(ザカリエ・ムンバ) :  

現場の伝道戦略を紹介する。ホ
ームグループと東部地域にある
指導者たちを動員し、戦略会議
を一週間開催した。
まず21日祈祷と40日敬礼の精
誠から始めた。その次に行事の
日程と主題を決めて招待状を作
った。行事会場であるホテル周
辺から活動を始めた。家と商店
街を回りながら講演に招待し
た。そんな行事に族長たちが参
加した。まだ私たちの社会では
族長を巫子やシャーマンとみな
しているのだが、彼らがもっと
高いレベルの原理講義を聞くと
約束した。今行事に参加した多
くの人々が私たちの教会、祝福
結婚、そしてメシヤとみ言につ
いて多くの質問をした。

간 증



ソウルで8月に開催された世界首脳会議
に、キャッシュ・リグニーアフリカ大陸
特命総使、チョ・ドンホ西アフリカ大陸
会長、カマラ・バカリー東アフリカ大陸
会長を筆頭に、アフリカの主要指導者た
ちが参加したことがある。サミット2014
の会議終了後、これらの人たちは世界本
部主催の世界協会長総会に参加して、ビ
ジョン2020勝利のための戦略を点検す
る時間を持った。このような時間を通じ
てその勝利の核心に、氏族的メシヤ使命
完遂があるということを確認した。
韓国での日程を終えて、特命総使と東・
西アフリカ大陸会長は再びコートジボ
アールに集まって、アフリカでの氏族的
メシヤ活動の方向性を構想した。この集
会を通じて、アフリカの国家別家庭連合
会長と各分野で活動している核心食口
のための三日修練会を開催して、氏族的
メシヤ活動とビジョン2020成就のため
の方案を教育する場を準備することに
決めた。

住民会を通した、伝道活動を展開

バカリ同アフリカ大陸会長はケニアに帰
国した後、3日修練会を延ばして7日修練
会を開催して指導者たちを教育すること
に決めた。初めての修練会を、8人の国家
会長たちが集まる中、南アフリカで開催
し、続いて次の修練会は国家会長と元老
食口、そして前職会長など、約10人が集ま
る中で、ケニアで開催された。参加者たち
は感動し、新しく決心したと証しした。真
のお母様の『許し、愛し、一つになりなさ
い！』というみ言を中心に、食口たちが新
しく出発する契機となった。修練会では

「ビジョン 2020とは」、「天一国主人にな

ろう」、「氏族的メシヤ活動」、「氏族的メシ
ヤ活動のための組織化」などの主題発表
が続いた。
修練会が終わる時、すべての家庭を４家
庭ずつ分けて、ホームグループを結成し
た。10月20日を皮切りに、アフリカのす
べての食口が氏族的メシヤ活動のための
120日特別期間を出発し、家庭ごとに430
家庭を復帰して、持続的な信仰教育を通
じ、真の父母様の祝福を受けるようにす
ると決意した。その修練会に参加するこ
とができなかった食口たちにもビジョン
2020を理解させ、氏族的メシヤとしての
責任を果たすように導くために地域別修
練会が開催された。
ケニアでは食口たちが、自分たちの活動地
域の自治体長たちに祝福家庭の奉仕活動
を知らせ、地方自治体の協助を要請する手
紙を送ることから活動が始まった。その手
紙を通じて、食口が地域社会に平和と和合
についての教育と真の家庭価値セミナー
の必要性を訴え、良い反応を得た。ホーム
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ケニア氏族メシヤ活動を
通じた復興

アフリカの国家別家庭連合会長と各分野で活動している核心食口のための三日修練会

修練会の修了証を授与された修練生たち



グループの活動を展開する食口たちの中
で、その活動を認めてくれる公文書を自治
体長から受けるようになった。
食口は家ごとに訪問したり、地域共同体
を通じて渉外し、既成教会、職場、ニュ－
マ・クミ(Nyuma Kumi:10個の住宅組合と
いう意味)という住民会を通じて活動を
展開した。ケニア政府では2013年10月か
ら、このようなニュ－マ・クミ制度を通
じて治安を維持し、快適で平和な地域社
会を作り、隣人同士互いに助け合う文化
を奨励している。このような政策は、私た
ちが氏族的メシヤ活動を展開する上で、
最適の環境となっている。ある地域では

食口はこのようなニュ－マ・クミを対象
に伝道活動を展開して、団体で教育する
戦略を行っている。
ニュ－マ・クミに所属する人々を伝道し
ながら、とても素晴らしい証しがたくさ
ん出てきた。例えば、スーザン・コーネが
率いるホームグループでは、ニュ－マ・
クミをホームグループの集会に招待する
戦略を立てた。そのような集会を通じて、
家庭連合とビジョン2020を紹介して、真
の家庭の価値を教育した。次にニュ－
マ・クミの家庭を訪問し、教育を続けた。
このような方法で多くの実績を導き、ニ
ュ－マ・クミの家庭が私たちの食口に感
謝して、また訪問してくれるのを待つ現
象が起きている。
このような活動の結果として、そのホーム
グループが 11月 8日から29日まで開催し
た2日修練会に、62人が参加した。「限界突
破国際教会(BIC)」が修練会の会場だった。
その教会の司教が私たちに教会の建物を
貸してくれ、何人かの後援者たちは修練会

の参加者たちに食べ物と飲み物を提供し
た。既に私たちとともに活動したがる団体
が、ホームグループを招いて会員たちへの
教育を依頼している。そのホームグループ
は地域社会開発プログラムと社会福祉プ
ログラム等にも関与している。このように
して地域社会に寄与する一員となった。
12月 29日にはニュ－マ・クミの代表たち
と年末行事を開催する予定だが、その場で
真のお父様の自叙伝『平和を愛する世界人
として』を配布する予定だ。
この特別 120日期間を始めた後、同アフ
リカ大陸で2,525家庭が入門原理講義を
聞き、525人が2日修練会まで参加した。
誠に意義深い期間であり、アフリカ全体
の食口たちが新しい希望に復興し、新た
に出発することができる契機となってい
る。毎日のように皆が真のお母様がくだ
さった、『許し、愛し、一つになりなさ
い！』というみ言を心の中に刻みながら
活動している。

モリバ・コネ | 東アフリカ大陸会長補佐官
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ホームグループセミナーで意見を交換する食口たち

氏族メシヤの使命完遂を決意する食口

ニューマ・クミを対象にした伝道活動



真の父母様がアメリカ大陸に残された業
績が MBCNET スペシャルで『アメリカ、平
和の道に行く』という題目で、10月25日
午前10時からの30分間、30日午前9時か
らの30分間と二度にわたり放映された。
プロローグでナレーターの「イギリスの
あるメディアがまとめた『20世紀をつく
りあげた1000人』の中に、彼の名があ
る。」という紹介とともに、イギリス《サン
データイムス》の報道誌面、『彼は、1960-
70年代に西欧を席巻した新興宗教運動に
おいて、最も重要な人物』と評価するアイ
リーン・パーカー　ロンドン経済大学名
誉教授、そして『数十年間、世界の視線を
引きつけた伝道師であり、広範囲にわた
る巨大な平和事業を構築した』という、ア
メリカCNN放送の報道内容がテレビ画面
に映し出された。
そのように始まった放送は、真のお父様
が聖和された2012年の追慕の行列へと
つながり、「私は文総裁を心から尊敬して
います。」と言うレフ・ワレサ元ポーラン
ド大統領、「私は、文総裁の活動は非常に
重要なものだと思います。なぜなら、彼に
よって国連が変わり始めたからです。」と

回顧するマカリム・ウィビソノ 元国連人
権委員会議長、そして「文鮮明総裁は精神
的な指導者でした。歴史におけるすべて
の精神的指導者がそうであったように、
多くの逆境を克服し、生涯、努力を続けた
方です。」と哀悼するサンギネッティ 元ウ
ルグアイ大統領の姿が映り、星條旗を振
りながら歓呼するアメリカ青年たちの姿
と真のお父様が語られる姿が連結した。
そしてナレーターの『全世界が注目した
人物、文鮮明総裁！彼がアメリカ大陸に
残したものとは何だったのだろうか。』と
いうコメントで、本格的な真の父母様の
アメリカでの業績が紹介されたが、放送
によれば真の父母様は1965年2月15日、
アメリカ・サンフランシスコのツインピ
ークスを基点として始まった、アメリカ
全域の巡回に続き、1972年から1974年ま
でに70都市で巡回講演を行った。その講
演会はニューヨーク　マンハッタンのリ
ンカーンセンターで大盛況を迎え、1974
年にマディソンスクエアガーデンで開催
された講演会では2万席の指定席を超え、
5千席の臨時席を作らなければならない
ほど、熱い反応であった。続いて1976年6

月にニューヨークで開催された、アメリ
カ独立200周年記念講演会と1976年9月
18日、 30万名の人波が押し寄せる中、開
催された、ワシントンモニュメントの講
演会を通じて、家庭の価値、純潔、キリス
ト教の復興と再生を力強く訴えられた。
そのような一連の講演会が大成功をおさ
めたが、アメリカ・主流社会の牽制が始ま
り、米下院国際関係委員会ドナルド・フレ
ーザー委員長は統一教会を韓国政府の裏
金を受け取り、手先となって働いている団
体だという疑惑を提起した。そしてニュー
ヨーク検察庁は真のお父様を、銀行に預金
した宣教金で生じた利子所得税、当時の為
替で約400万ウォンに達する金額を申告
せずに脱税したという理由で起訴するに
至った。それで真のお父様がダンベリー刑
務所で無実でありながらも収監生活を送
られるようになったが、13ヶ月後、出監時
にはキリスト教の牧師たちまで同参した、
数多くの人波が歓迎会を開いたりするな
ど、より多くのアメリカの人々が真のお父
様を受け入れ始めた。
その後、真のお父様は宗教活動以外に言
論と教育事業等、多様な分野で世界平和
運動を展開して行った。特にレーガン大
統領在任時代、大統領が朝起きて最初に
見る新聞として名声を上げた《ワシント
ンタイムズ》は、米国議会に影響を与える
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アメリカ摂理路程と今日の家庭連合

アメリカで記憶された真のお父様の御姿
MBCNET

真のお父様ダンベリー監獄出棺歓迎会の様子出監歓迎会で語られる、真のお父様

メディア



メディアの順位で3位に位置するパワー
媒体として、左傾化するアメリカ社会で
保守派の声を代弁して、進歩と保守、両極
の賛辞を受けている。また、ニューヨー
ク・ハドソン川辺のベリータウンに位置
した、7万坪の敷地のカトリックの神学校
を引き継ぎ設立した統一神学大学院で
は、多様な宗教と教派の学者たちを招き、
超宗教的な教育を実施しており、コネテ
ィカット州ブリッジポートで買収した大
学でも、特定宗教を立てていない。

特に、統一教会の合同結婚式を通じて「世
界を変えるのは、宗教ではなく家族」とい
う信念で世界の葛藤を乗り越えて来られ
た真のお父様は、過去40年間、アメリカで
多様な姿で記憶された。東洋から来た名も
なき宗教人であったし、時には教育と言論
に高い関心を持った事業家であった。その
ように話題を呼んだ数多くの出来事を後
にして、2012年8月に聖和された真のお父
様の業績が、現在は真のお母様によって継
承・発展している。去る8月12日、真のお

父様の聖和2周年を迎え、記念式が開かれ
た日、真のお母様は「到底人間としては成
し得ない多くの業績を残された中で、自由
世界の民主主義が搖らぐその国に、許し、
愛し、一つになりなさいと、アメリカのす
べての善なる人々を悟らせてくださいま
した。北米と南米を中心に活動されてきた
すべての業績が再び再証明されながら、私
たちのすべての力と努力を尽くし、その基
礎を磨くことに最善を尽くすように願い
ます。」と強調された。

現在の家庭連合の『ビジョン2020勝利の
ための活動と戦略』が、月刊中央12月号で
紹介された。
本誌はビジョン2020を「家庭連合の創立
者、文鮮明総裁が生まれてから100周年
となる2020年まで、家庭連合が生活宗教
に生まれ変わり、信徒一千万人時代を切
り開き、世界平和の基礎を準備するとい
う主旨で用意された宣教戦略」であると
紹介し、家庭連合のすべての宣教活動や
世界平和活動がビジョン2020に合わせ
られていると述べながら、その目標の実
現のための活動を導いている若い人材た
ちの役割に関心を向けた。
その記事は真のお父様の聖和以降、家庭
連合が真のお母様を中心とした体制に再
編されながら、ビジョン2020を平和世界
具現の基地として立てることで、すべて
の活動がそのフレームに合わせられてい

ると見なし、真のお母様が数度、家庭連合
二世代の役割論を言及して来られたとい
う事実を指摘した。そうして家庭連合創
立60周年を迎え、若い二世たちを前面に
配置したのも、内部組職活性化を図って
いるという事実と「真のお母様が内部組
職の活性化に一番心血を傾けて来られ、
二世たちを前面に配置したことも活力あ
る組職を作ろうとする主旨」という関係
者の言葉を引用した。
日本では9月23日に開かれた、『グローバ
ルユースフェスティバル2014』も、若い
人材養成プログラムの代表的な行事だっ
たと指摘しながら、真のお母様が立てら
れた天宙平和士官学校が人材養成の役割
を担っているとした。それだけではなく
2013年2月に設立された圓母平愛財団
も、人材養成の必要性により設立された
し、圓母平愛財団では世界平和のために

力を尽くした、個人や団体を発掘し、授賞
する鮮鶴平和賞を制定し、2015年8月に
初の受賞者を発表する予定だという事実
も紹介した。
このように「家庭連合の安定的二世交代作
業は韓鶴子総裁の強いリーダーシップの
結果ということに異論がないようだ。世界
平和と人類救援という文総裁の遺業の継
勝・発展という名分的側面と、教勢拡大と
いう実利的側面が信徒たちの支持を受け
るということが家庭連合の説明」だと述べ
ながら、真のお母様が8月12日、真のお父
様聖和2周年記念式で、「人類の救援と世界
平和のために献身した文総裁の遺業を受
け継いで発展させることが何よりも重要
だ。」と強調したみ言を引用した。
最後に、「現場訪問を通した、信徒たちと
の頻繁な出会い」が 「韓総裁の家庭連合」
の基礎を確かめることに大きな役目を果
たしたようだ。」としながら、真のお父様
の聖和後、真のお母様の初の公式的な歩
みとして、日本5都市を巡回訪問された事
実と、アメリカ・ハワイで開かれた14日
間特別修練会を直接主管され、韓国・日
本・アメリカ・ヨーロッパから来た青少
年を対象に多様な経験を通じて、家庭連
合の二世の子女としてアイデンティティ
を持って、未来の指導者になることがで
きるように指導した点、鮮文大学を訪問
して運営現況を点検された業績、および
地方教会の聖殿建築奉献式に直接参加さ
れ、信徒たちを励ますなど旺盛な活動を
行って来たと付け加えた。
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ビジョン2020勝利！神氏族的メシヤ使命完遂のための世界連合礼拝で語られる、真のお母様




