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真のお母様はヨーロッパ宣教50周年のすべての記念行事を勝利的に終えられ、そして天
地鮮鶴苑建立のために、ヨーロッパの数カ国をご訪問して歴史的な建物を視察され、５
月22日ニューヨークに到着された。真のお母様はヨーロッパ宣教50周年を勝利に導いた
ヨーロッパの指導者と食口、そして二世たちに新しい希望のメッセージを語られ、次の
50年の勝利を決意するように激励された。このようなヨーロッパの勝利的な基盤をアメ
リカに連結されるために、今回のアメリカ巡回三週間の多忙な日程を送られた。
まるで1620年11月11日にピルグリム・ファーザーズたちが清教徒の精神で新大陸に渡

り、アメリカの建国の主軸となったように、真のお母様は今回三週間のアメリカ訪問で、ヨーロッパのように、アメリ
カ摂理の新たな勝利的な主役となることをアメリカ食口に強調された。５月23日到着の旅程もままならない中、ヨー
ロッパ巡回勝利訓読会をイーストガーデンで約500名の食口たちが同参する中で主宰され、「ノートルダム聖殿を建
てるために800年がかかりましたが、キリスト教が責任を果たせなかった現実を忘却せずに、人類の希望である真の
父母様を知らせることに、すべての祝福家庭は責任を果たし、キリスト教を凌駕する統一家庭となりなさい！」と強調
され、奮い立たされた。
翌日24日の日曜礼拝をマンハッタンセンターで約3300名の食口たちが参加する中で、真のお父様聖和1000日追悼礼
拝を引導された。アメリカは摂理の中心国家として、信仰の祖国である韓国と連帯して責任を果たし、神氏族メシヤの
使命完遂を通してキリスト教を目覚めさせ、真の父母様の位相を知らせる責任を完遂することを、聖和1000日を迎え
た真のお父様に決意するよう促された。そして25日には9.11テロ犠牲者の追悼博物館を訪問され、精誠を尽くされ、
26日にはラスベガスに到着され、28日の国際平和教育院奉献式に参加され、30日の真のお父様1000日聖和追悼式を
国際平和教育院で世界指導者とアメリカ代表食口、約1500名が集まる中で開催された。
その追悼式では世界会長である文善進様が真のお母様の勝利路程を紹介し、ヨーロッパ巡回勝利を報告しながら、集
まった聴衆たちを感動させた。真のお母様はもう一度、真のお父様の聖和1000日を迎え、真の父母様の40日アメリカ
路程を想い起こされ、アメリカ食口たちの奮発を促された。特に今回は孝進様のバンドをニューヨークとラスベガス
集会で公演するように語られ、孝進様の子女様三人が涙で父母に対する情熱の心情で公演され、食口たちを感動させ
る復興と祝福の時間もあった。
今回の３週間にわたる真のお母様のアメリカ巡回は、真のお父様聖和1000日の意味ある追悼日を中心として、真のお
父様が最後の４年を血と汗と涙で精誠を投入されたラスベガスで教育院を竣工され、奉献されながら、すべての祝福
家庭に真のお父様の人類救援のための教育理想を再び想い起こさせる等、苦労の路程であられた。真のお母様は、「皆
さんが辛く大変なことがある度に、天一国経典を訓読しながら精誠を尽くせば、天と真の父母様が協助してくださる」
と教えてくださった。

真のお母様のアメリカ巡回
金起勲｜北米大陸会長

巻 頭 言
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皆様。この時代は、人類歴史や摂理史的な
次元から見るとき、実に途方もない意味を
もっています。先天時代を締めくくり、後
天時代を開いてくださった天は、一日を千
年のような思いで、忙しく摂理を成し遂げ
ていらっしゃいます。このような天の心情
を悟り、きょう、皆様の立っている位置が
摂理的にいかなる位置なのかをはっきり
と知らなければならないという意味で、

「真の心情革命と真の解放・釈放時代開
門」と題してお話ししようと思います。

六千年の摂理史の秘密

皆様。神様は、私たち堕落した人間にとっ
て、師の中の師であり、父母の中の父母で
あり、王の中の王の位置にいらっしゃいま
す。その理由として、神様は、全知全能であ
られ、遍在していらっしゃり、真の愛の根
であると同時に、絶対性、唯一性、不変性、永
遠性をその属性としてもっていらっしゃ

るからです。今日の堕落人間の願いは、神
様の真の息子に出会うことです。神様の息
子には、個人的な息子、家庭的な息子、氏族
的な息子、民族的な息子、そして国家的な
息子がいます。それらをすべて取り戻さな
ければならないのですが、そうしようとす
れば、人類はどれほど多くの苦労の路程を
経なければならないでしょうか。
ですから、天は、国家的基準に立っている
息子圏を代表したメシヤを送られるので
す。このメシヤを探し出す日が、正にメシ
ヤ降臨の日なのです。神様の個人、家庭、氏
族、民族、国家的な息子まで、すべてを探し
出す立場に立つからです。堕落の後裔であ
る私たちは、サタンの讒訴圏を抜け出た神
様の息子に出会わなければならず、その次
には、神様が愛することのできる父母を中
心として形成された家庭を取り戻さなけ
ればなりません。その基台の上に立ってこ
そ、私たちは神様の愛を探し出すことがで

きるのであり、究極的には、神様と直接出
会うことができるのです。
このように、神様の愛を中心として愛の関
係を結ぶことができるのは、ただ完成した
アダム、すなわち真の父だけです。しかし、
父一人だけでは父母になることはできま
せん。真の相対を探さなければならないの
です。その相対は、真の女性でなければな
りません。絶対的基準の女性でなければな
りません。世界的基準で女性を代表してい
るのが新婦格であるキリスト教です。なぜ
なら、キリスト教の中心思想は再臨主、メ
シヤを迎える新婦の思想だからです。
しかし、真の父母は、ただ一人の男性と、た
だ一人の女性によって成立するのです。男
性も絶対的に一人であり、女性も絶対的に
一人です。二人ということはあり得ませ
ん。このように、唯一の男性と唯一の女性
が出会って真の父母となるのです。真の父
母は、神様の創造理想を中心とした真の理
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真の心情革命と真の解放・釈放時代開門
「二〇〇四世界文化体育大典」祝賀晩餐会でのみ言│2004年７月26日、ソウル リトルエンジェルス芸術会館
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想的夫婦です。ですから真の父母は、個人
から世界、天宙までの統一的中心となり、
個人、家庭、氏族、民族、国家、世界的なすべ
ての次元で接ぎ木できるのです。
人類が復帰を目標と定めて神様に向かっ
て進んでいくに当たって、必然的な条件が
何かというと、父母の門を通過しなければ
ならないということです。なぜなら、真の
父母の門を通過しなければ、心情を連結さ
せることができないからです。今日の世界
は、心情的に、民族と民族が通じず、宗教と
宗教が通じず、家庭と家庭が互いに通じな
い世界になってしまいました。このよう
に、前後左右が完全に塞がっている垣根を
壊し、互いに通じるようにするためには、
まず神様の心情と関係を結ばせてあげな
ければなりません。果たして、誰がそのよ
うな使命を果たすことができるのでしょ
うか。天の真の仲保者として来られる真の
父母様以外にはいないという結論が出る
のです。したがって、失ってしまった真の
父母を探し出すことは、神様の願いである
ことはもちろん、人類の夢だったのです。
皆様。人類始祖アダムとエバは、神様が本当
に願う真の人類の先祖、すなわち人類の真
の父母にならなければなりませんでした。
その真の父母の血族として、私たち人類は
生まれなければならなかったのです。この
ように、歴史の出発から始まるべきだった
人類の真の父母、その真の父母は、神様の栄
光の実体として、また人類の前には永遠の
勝利の実体として現れなければなりませ
んでした。アダムとエバの失敗は、正にここ
にあったのです。これが、今までの悲しい歴
史を綴ってきた怨恨の土台になったこと
を、私たちはよく知っています。
堕落によって人類は、天の法度から離れ、
自らの実体を失ってしまい、神様の心情を
蹂躙した邪悪な群れとなってしまいまし
た。したがって人間は、神様のみ言により、
再び自らの実体を取り戻し、真の心情の世
界を取り戻す復帰の路程をたどってきて
いるのです。堕落により、万物よりも劣る
立場に落ち、神様と自由に向き合うことが
できない悲しい立場に落ちるようになっ
たのです。

このような人間は、自分で自分を回復でき
ないので、神様は、人間を悟らせながら再
創造の役事をしてこられたのです。僕の僕
の位置から僕の位置を経て、養子と庶子の
位置を経て、直系の息子の位置を経たの
ち、真の夫婦の位置まで進んで、最終的に
は、勝利的な主管権を備えて真の父母の位
置まで復帰してこられたのです。六千年の
摂理史の背後には、このような途方もない
秘密が隠されていたという事実を、皆様は
はっきりと知らなければなりません。

天の召命の前に悲壮な覚悟で立つべき時

神様が御覧になるとき、この世は堕落した
世の中なので、孝子も、愛国者も、聖人、聖子
もいませんでした。かわいそうな人類を救
おうとしても、堕落圏以下ではどうするこ
ともできません。なぜならば、堕落とは無
関係の神様であられるからです。ですか
ら、神様は、堕落していないアダムとエバ
以上の立場、すなわち完成した、後のアダ
ムとして来られるメシヤが、神様の家庭を
築き、真の父母になるその日だけを待ち続
けてこられたのです。
そのような家庭の上に、初めて真の孝子が
現れるのです。そのような家庭を基台とし
て立てられた国家基盤の上に、真の愛国者
も現れるのです。その基盤が世界的に広が
れば真の聖人、そして天宙的次元では聖子
が輩出されるのです。そのような真の家庭
の基盤の上に、初めて天の代身者が現れ、
相続者が生まれるのです。
本来、「父子」という言葉は、本然の父と息
子、娘を意味します。そのような父子が築
いた家庭が集まって国を建設します。万民
は、平和の世界を願っています。しかし、そ
の平和の世界は、今日の先進国が追求して
いるそのような世俗的な方法や、そのよう
な次元の文化を通して築かれるのではあ
りません。真の父母を通して伝えられる真
の愛の文化を中心としなければ方法はあ
りません。
皆様。「真の父母」という言葉は、神様の創造
が始まる以前から神様の心の世界にあっ
た言葉です。神様の創造によって関係を結
んだすべての理想は、真の父母を中心とす

る真の愛の理想を表題として出発したの
で、「真の父母」という言葉は、創造以前から
神様が願われた希望の言葉だったことを
知らなければなりません。
真の父母を探し立てるまで、神様の摂理路
程において数えきれないほどの多くの人
々が犠牲になってきたという事実も、皆様
は知らなければなりません。神様は、摂理
の路程において、その時々に適切な宗教を
立てて摂理してこられました。したがっ
て、宗教の中には、天使級の宗教、カイン的
な宗教、アベル的な宗教、養子的な宗教、庶
子的な宗教、養父母的な宗教、真の母格の
宗教、そして真の父格の宗教があります。
キリスト教の歴史を見れば、アベル格の新
教とカイン格の旧教が、神様の摂理全体の
み旨に合わせ、世界の各地域における様々
な文化圏を中心として人類救援のために
努力してきたすべての宗教圏を統合し、一
つの国、一つの世界、すなわち一つの平和
世界を建設しなければなりませんでした。
あらゆる宗教の中の主流宗教がキリスト
教だったからです。
皆様。今や人類は、歴史上、あとにも先にも
ない真の解放、釈放の時である後天時代を
迎えました。太初にアダムとエバの失敗に
よって偽りと罪悪の血に染まった堕落の
エデンの園を果敢に脱出し、天の召命に対
して悲壮な覚悟で立ち上がらなければな
らない時が来ました。真の父母の八十余年
という生涯の生の姿が、いきいきと皆様を
導いています。真の愛の生の姿とは果たし
てどのような生なのかということを、はっ
きりと示してくれています。与えてはまた
与え、赦してはまた赦してあげる真の父母
様の怨讐に対する愛の標本的生涯の前で、
誰が弁明できるというのでしょうか。
ただ絶対信仰、絶対愛、絶対服従の道だけ
が皆様の宿命的人生になることを、はっ
きりと悟らなければなりません。蕩減革
命、良心革命、心情革命の三大革命を皆様
の日常生活の中で実践して完遂し、真の
解放と釈放の時代を開門する、天の特攻
隊となることを覚悟して立ち上がる人
は、両手を挙げて天のみ前にその決意を
誓いましょう。



皆さんは70歳、80歳代となり、人生におい
てはもう半分を超えています。地上生活
よりは、あの世に行く時間の方が短いで
しょう。私は日本についての報告を聞き
ながら、霊界がとてもたくさん役事して
いるということを聞いたのですが、この
残された期間における皆さんの生き方
が、霊界においてどれだけ環境圏を広げ
ることができるのかを左右します。深刻
な期間なのです。
日本からの報告で、霊界が多くの役事を
していると聞いています。ある忠孝家の
食口が霊界からの声を聞きました。最初

は分からなかったのですが、それは先祖
の声でした。その食口が、先祖解怨をたく
さんし、良いことをたくさんしたことで、
先祖は霊界で想像もできないくらい大き
な家に住んでいるということです。です
から、先祖たちは地上の子孫たちに心か
ら感謝しているのです。地上の子孫たち
の功績が、霊界の先祖の環境圏を拡大さ
せることができるという証拠です。

真の父母様がおられる時と

おられない時とは違うということ

皆さんは他の人たちと異なり、真の父母様

と同時代圏において、真の父母様のみ旨に
従い、同じ道を歩んできました。いま真の
父母様の立場から見たとき、70億人類が
すべて真の父母様の子女として復帰され
なければなりません。それによって初め
て、神様のもとの人類一家族となります。
ですから、皆さんが残された生涯におい
て、いかなることがあっても真の父母様を
知らせなければなりません。証言しなけれ
ばなりません。真の父母様によって重生す
る生活、祝福家庭として生きる道を開いて
あげなければならないのです。
キリスト教の2000年の歴史において、（ヨ
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ーロッパを中心に）多くの文化が興りま
したが、それは再臨主を迎えるための準
備だったのです。準備してきたならば、再
臨主を迎えなければなりませんが、実際
には（今もキリスト教は）真の父母様を知
らないでしょう。皆さんは真の父母様に
侍り、真の父母様のために新しい文化を
成していっています。とてつもない奇跡
の中をいま歩んでいるのです。残念なが
ら皆さんは年を取りました。残りが3年、
10年、20年なのかは分かりませんが、皆さ
んの実績を通して、霊界における皆さん
の環境圏を広げていかなければなりませ
ん。そのように出来ずに逝くならば、皆さ
んの後孫から抗議を受けるのです。それ
がわかりますか？
1日1日の生活において、皆さんが行動し、
実践し、結果として良い実りをもたらす
ことで、霊界に行って“富者”になることが
できるのです。真の父母様と同じ時代圏
で歩んだ皆さんのことを、真の父母様は
霊界においても記憶されるでしょう。皆
さんの後代の人たちがいくら多くの功績
を残したとしても、真の父母様が直接記
憶しておられるわけではありません。「誰
々の子供です」「誰々の子孫です」と言わな
ければ分からないのです。皆さんは、直接
生きて実体でもってこのように（真の父
母様と）関係を持ったということは、どれ
ほど尊いことでしょうか。ですから、感謝
する生活をしなければなりません。
ピースパレスとは、お父様が、全世界の人
類を教育し、世界を抱くために計画された
場所です。しかし準備過程で、様々な複雑
な内容を経ました。責任者たちが不足でわ
からなかったのです。一言で言えば、知識
が足りなかったのです。ですから少し時間
がかかったのですが、これからはピースパ
レスを中心として、全世界の平和大使を教
育し、実質的な祝福家庭にしなければなり
ません。ですからアメリカもこれから私が
新しく再び指示するでしょう。キリスト教
文化の実を結ぶべき、ACLC（米国聖職者会

議）がより活発にならなければなりませ
ん。これからは実質的に実を収穫し、知っ
て終わるのではなく、実際に実践したとい
う立場に立てなければなりません。
真の父母様がおられる時と、おられない
時とは全く違います。私が地上に残って
いるので、全世界を一つに束ねることの
できる伝統を立てていかなければなりま
せん。また、『真の父母様が世界平和のため
にどれだけ苦労されたのかということ
を、一目で見ることのできる、そのような
言うなれば空前絶後の、世界で一つしか
なく、二つとあり得ないものを作らなけ
ればならない。』と、私が色々見て回ったの
です。私たちが建てる建物は希望的でな
ければなりません。カトリックの建物を
見れば、陰湿です。何も内容のないものを
つかみ、再臨のメシヤを待っていたので、
天にすがるしかなく、屋根が高くなった
のです。しかし私たちは少し違いますね。

現代的でありながら、古典的で、唯一無二
の建築物を作らなければならないので、
私がどれだけ悩むでしょうか。
今回ピースパレスを奉献しながら、世界
人を教育する場所だけでなく、お父様の
聖和1000日目となる記念礼拝を捧げる場
所だということで、お父様のスーツから、
靴、財布、ベルト等すべて揃えて差し上げ
たかったのです。すべてを新しく私が準
備して、父母様の部屋にかけておきます。
そのようにすればお父様が地上で摂理さ
れるためには…。ローマに行けば、ローマ
の法に従えというように、地上界で摂理
されるときに似合う洋服を召されたお父
様は素敵だと思います。ですからそれを
一着こしらえてあげました。そうしてお
父様がお好きな財布もそこにヨーロッパ
の紙幣も入れて差しあげ、アメリカの紙
幣も入れて差し上げて、すべて差し上げ
たのです。歌って、昼食にしましょう。
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真のお母様をお迎えし、記念撮影をした聖地巡礼の参加者たち

天和宮を背景に記念撮影



今日の集まりは、聖和3周年を控えて、私た
ちがこれからいかにすれば、心と体が統一
され、すべての教会と機関が一つになっ
て、大きく天の前に勝利をお返しして行く
ことを決意して、新しく出発する時間とな
るよう願います。

これからは新たな時代

今回、ヨーロッパとアメリカ大陸を巡回し
ましたが、外的に展開されている環境は、ま
すます人類を苦しめています。地球がこの
まま未来まで存続できるだろうか、という
憂える声が世界各地からあがっています
ね？新しい時代を開いてくださった真の
お父様のその業績を、世の中に、世界に早く
証しし、2千年のキリスト教歴史を凌駕し
て、天一国時代を定着させるべき祝福家庭
です。責任者の皆さんの精誠と能力が、いま

や真っ直ぐに上がっていかなければなり
ません。昨日も今日も変わらず、明日出来な
ければ明後日に…。このように時間を無駄
にすることはできないということです。
今まで皆さんは、責任を持った立場で最善
を尽くしたと言うことでしょう。しかし、
天が願う基準から見れば、あまりにも微弱
です。 協会創立61周年が過ぎましたが、人
生の年として見れば還暦です。何をどれだ
け世の前に見せることのできる基盤を築
いたでしょうか？一言で、誇らしいという
よりは、恥ずかしいのです。責任を果たせ
なかったというのです。その場でそのまま
停止したままでいるつもりでしょうか？
新たに跳躍すべきです。そのためには一つ
にならなければなりません。力を合わせな
ければなりません。わかりましたか？
これからは、言い訳をしてはいけません。難

しいと弁明してはなりません。肯定的であ
るべきです。「できる。やればできる。やっ
た！成し遂げた！」このような生活態度が
皆さんの中で習慣化されなければなりま
せん。全世界的に私たち統一教会の位相は
高まりました。過去とは違います。今日、訓
読会を通して改めて思い返したことでし
ょうが、2千年前、イエス様がメシヤとして
来られ、独り子として来られ、独り娘を迎え
ていたならば、イスラエル民族が国家基盤
を越えた立場で世界復帰摂理が成される
はずでした。真の父母様の恩賜により祝福
を受け、祝福家庭として、責任者として国家
を復帰しましたか？お父様の前に申し訳
ないならば、地上にいるお母様の前に皆さ
んの責任を果たすべきでしょう？そうし
てこそ、統一家の未来があるのです。キリス
ト教文化圏は2千年もかかりました。しか
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真のお母様のみ言 3

新しく跳躍しなければならない
朝餐訓読会のみ言│2015年６月22日、天正宮博物館



し、私たちは違わなければなりません。実体
的に真の父母様に侍る摂理歴史です。千年
を一日のように考えて生きるなら、できな
い事がないという話です。わかりますか？
私はラスベガスで先祖を解怨するように
話しました。その話はお父様が霊界で活動
することができる基盤、環境を成してさし
あげなければならないという話です。いく
ら絶対者であり、万王の王であっても、民
のない立場では、その位相を表すことがで
きません。民が必要なのです。これまで
6000年の間、霊界はサタンと関係を持った
黒い霊界でした。先祖解怨をして先祖を祝
福することによって、善なる霊界を開いて
あげるのでしょう？お父様の活動できる
環境を広げて差し上げることですね？
人間文明史もそうです。ますます便利で迅
速、かつ時空間を短縮しながら拡大してい
くことができる文明の利器が多く生まれ
ているでしょう？それを最大限に利用し
て、私たちは、このかわいそうな人類の前
に真の父母を知らせなければなりません。

「真の父母が来られ、人類のために多くの
苦労をしながら開拓してこられた。そうし
て、天一国を開いてくださった。あなたた
ちが皆、天一国の民となることができる機
会は開かれました。来なさい。」と、このよう
に教育すべきでしょう？
世界のたくさんの国々で宣教はすべて伝
播されましたが、実質的にその国々の家庭
連合とか、統一教会が認められていない国
々がたくさんあります。ヨーロッパを見て
もそうです。キリスト教文化の本拠地であ
るため、私たちがたくさんの迫害を受け、
大変だったのは知っています。しかし今は
新しい時代です。キリスト教の文化は過去
です。現在、未来に行くことの出来る道は
私たちしかいないのに、これを知らせて、
教育しなければなりませんね？今ここの
教区長の中で、一番遠い所から来た人は４
時間ですか、５時間ですか？距離と時間を
すべて短縮することのできる、そのような
方法を私たちは実行することが出来ます。

作り出すことが出来ます。そうではないで
すか？
一斉に全世界に真の父母様について教育
することの出来るシステムを備えなくて
はなりません。作り出さなければなりませ
ん。一つの体制です。そのために実質的に
天公苑が宣教本部と一つとなって、世界摂
理を率いて行かなければなりません。その
ためにはそこに適した人材が必要となっ
て来ます。二つの脳が必要です。ですから
世界宣教戦略、及び人材開発院を宣教本部
に置きます。今まで教会でそのような組織
を作っているのを知っていますし、また、
平一、PeaceTVで、週刊ブリーフィングの映
像などを通して、食口たちにたくさんの恩
恵を与えていますが、私たちは過去・現
在・未来を設計して出て行く場にありま
す。そのためには一つの体制の下で、それ
が永久に開発、発展しなければなりませ
ん。わかりますか？
人を成長させる上で原理のみ言が重要で
す。原理のみ言が十分理解出来ていない人
は揺れる葦のように、場合によって、環境
によってこっちに揺れ、あっちへ揺れるの
です。しかし原理を知っている人は揺れる
ことはありません。原理の中心は何です
か？真の父母です！一世と二世のギャッ
プがとても大きいのです。この状態では過
去と現在、そして未来に責任を持つことは
出来ません。そのためお父様の聖和に際し
て私が最も先に主張してきたことは何で
すか？神霊と真理で教会革新するという
ことです。二世教育人材養成です！違いま
すか？そして私たち統一家の中心となる
み言、三大経典。これが今、真の父母經が聖
和三周年に英語も完成するでしょう。私が
皆さんにしてあげることはすべてしてあ
げたのです。他に何が不足ですか？

真の子女として生きることの出来る

道を開く真の父母敎

神様が創造したこの地球が病気を患ってい
ます。病んでいます。ですから地球の気候の

変化が生まれるのです。韓半島だけ見ても
どうですか？四季がはっきりしたこの国が
亜熱帯圏に突入しているという話を聞いた
ことがありますね？そうなれば自然が破壊
されるのです。多くの樹種たちが疲弊して
病にかかってしまいます。特に韓国のシン
ボルである、韓国を代表する十長生に登場
する木が何ですか？松ですね。松が疲弊し、
病気になってしまいます。私たちはそれを
見ているだけでよいのですか？これから清
心団地を中心として、ここが信仰の祖国、本
聖殿となるのですが、そこに根付くべき木
の樹種も研究しなければなりません。
私は本当につらいのです。世の中のすべて
の父母たちも子供が多ければつらいです
ね？本来、神様が創造なされたように、その
本然の園を守らなければなりませんね？で
すから一から十まですべて私の保護と私が
処理しなければならないようになっていま
すが、これは楽ですか？辛いですか？過去
を中心とした孝子、現在を中心とした孝子、
未来を中心とした孝子、孝女、忠臣、皆さん
がそのように育たなければなりませんが、
そのような気持ちを持っていますか？
私たちは天の父母様の真の子女として生
きることの出来る道を開く真の父母敎で
す。私たちは私たち自体、天地を与えても
変えることの出来ない、そのような立場、
祝福を受けた立場なのです。皆さん一人一
人が、（世界の）泥水を澄んだ水に浄化する
ことの出来る、そのような力を持っている
というのです。そのような人々なので、こ
れからは変わらなければなりませんね？
昨日も今日も同じではいけませんね？皆
さんが霊界に行く前に、私の頭の中に記憶
される人になって欲しいのです。皆さんが
この世の中や霊界で誇れるものは、真の父
母様の前に基準を持ったかどうかという
ことです。今、お父様の前に記憶される家
庭はいません。結果が重要なのです。皆さ
んの残りの時間、地上生活が重要なので
す。では新しく決意して、決心する場にし
てください。
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家庭連合

世界平和統一家庭連合創立61周年記念式

偉大な生涯路程を歩んで来られた
真の父母様

真のお母様勝利帰国祝勝会、MERS事態のため簡単な集会

(上)�第61周年協会創立記念式の様子
(下)�記念式後の記念撮影



世界平和統一家庭連合創立61周年記念式
が６月16日(天暦５月１日)午前10時30分
韓国家庭連合本部教区天福宮教会で、柳慶
錫韓国会長、金萬皓世界本部長、チェ・ユ
ンギ統一グループ理事長、石竣淏鮮文学院
理事長、及び全国牧会者と公職者、そして
中心食口約700名が参加する中で開かれ
た。家庭連合は1954年５月１日、真のお父
様によってソウル城東区北鶴洞(現中区新
堂洞)で創立され、1958年には日本、1959年
にはアメリカに宣教師を派遣する等、積極
的に世界宣教を繰り広げ、現在194カ国
300万会員となった。
この日の行事は兪慶得韓国家庭連合副会
長の開会宣言を皮切りに、天一国の歌斉
唱、家庭盟誓、李基誠天宙清平修錬苑長の
報告祈祷、キム・インチャン ソウル北部教
区長夫妻の花束奉呈、イ・ヒョンヨン副会
長・ジン・ジャンジン慶北教区長夫妻の
礼物奉呈、ケーキカット、祝歌、朴正鎬本部
教区長のみ言訓読、石竣淏理事長の祝辞、
元老牧会者の授賞、柳慶錫会長の記念の
辞、祝祷、イ・ミョンチェ全北教区長の億

万歳三唱の順に進められた。
柳慶錫会長は記念の辞で「韓国の三千里の
土地だけでなく、地球星の津々浦々で真の
父母様の血と汗と涙の精誠がこもっている
ことを胸に感じる」と、偉大な生涯路程を歩
まれた真の父母様に尊敬と感謝の思いを表
し、今回の真のお母様がヨーロッパ巡回を
通して二つの宣布をされたと伝えた。一つ
目は外的なみ言で『国連がこれからは天の
父母様を受け入れなければなりません。そ
して天の父母様の理想とみ言を持って来ら
れた真の父母様を信じなければなりませ
ん。』と国連本部で語られた真のお母様のみ
言をヨーロッパ関係者たちだけではなく、
70億人類に下さったみ言だと述べ、二つ目
に先天開闢時代であるキリスト教文化圏が
歴史の中に消え、後天開闢時代の心情文化、
真の父母様を中心とした新しい文化圏時代
が開かれたものだとし、これを真のお母様
が文化革命だと語られたと伝えた。
真のお母様はヨーロッパとアメリカ巡回
を終え、６月14日に帰国された。真のお母
様が到着される時、たくさんの雨が降るの

をご覧になられ、「この雨が福の雨です
ね！」とおっしゃられた。今まで韓国では
飲む水もままならない程、日照りが続いて
いたが、真のお母様の到着と共にたくさん
の雨が降った。真のお母様が天正宮博物館
に向かわれた車に同乗した柳慶錫会長か
ら、それまでの韓国教会の活動の報告を受
けられ、「天一国実体時代をこの地に定着
させるためには真の父母の位相と価値を
はっきりと知らなければならない。天に対
する時、精誠と祈祷なしではいけない。」と
語られた。
一方、金萬皓世界本部長は６月15日、世界
本部のホームページに掲示した、「世界本
部長が送る一つ目の手紙」にて『真の父母
様はMERS事態全般に対する報告を受けら
れ、韓国の状況と食口たちの安全を深く心
配された。』と語られ、「48日間、ヨーロッパ
とアメリカを巡回され、勝利帰国された天
地人真の父母様を全人類とアベル・カイ
ン圏を代表し、光栄にお迎えしなければな
りませんが、MERS事態により、簡単な集会
で祝勝会の代わりとする。」と表明した。
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1 記念の辞を述べる、柳慶錫会長
2 功労杯を授与された、牧会者
3 開会宣言をする、兪慶得副会長
4 祝辞を述べる、石竣淏理事長
5 記念祝賀ケーキカット
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去る20世紀は限りなき人間の葛藤が地球
の平和を脅かし、21世紀に入ってからは、
気候の変化と食料危機、そして資源枯渇
等、地球環境の変化による災難が人類の
生存を脅かしている。このような脅威に
備えて、積極的な知恵を集めなければな
らない。
鮮鶴平和賞は未来の世代のための平和を
皆で共に成していこうと願い、未来の世
代と地球の持続的な共存のために制定さ
れた。人類は世代から世代へと続く愛の
共同体という認識の下、未来の世代を脅
かす、非平和的な要因を除去し、未来のビ

ジョンを提示する。
One Family Under God、鮮鶴平和賞の設立
者であられる真の父母様は、『全人類が真
の愛を実践する時、世界平和がなされる』
という平和のビジョンを提示された。真
の父母様はこのようなビジョンの下、国
境と人種、宗教と文化を超越し、平和の種
を植えられた。人類の美しい未来は、私と
隣人の境界を取り払う時に初めて、成就
されるものだ。
鮮鶴平和賞は、国境と宗教を超越した世界
各国、多様な分野の指導者たちが参加し、
2014年８月、韓国ソウルにて委員会を発

足して出発した。特に制定期間中、東ティ
モール政府が創設の意味に共感し、創設基
金の寄付等、大きな反響が起こった。初の
受賞者は、世界各界約千名の推薦委員たち
から、未来の平和のビジョンを実現した、
６６カ国から１８２名が候補者として推
薦を受け、厳正な審査を経て、選定された。
鮮鶴平和賞は現在を越え、「未来の世代の
平和」を成していくことにその関心を集
めている。国境と宗教、政治、経済的境界
を越えた平和活動に注目し、未来の世代
の機会、充足の機会を阻害しない、持続可
能な平和文化を広げていく予定だ。
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未来の平和文化を成していく
鮮鶴平和賞

鮮鶴平和賞第一回受賞者が６月８日アメリカワシントンD.C.ナショナルプレスクラブで発表された。受賞者は地球の気候変化につ
いての危機と深刻性を伝播した、アノテ・トン�キリバス大統領と、養殖技術革新で貧民救済と将来の食糧危機の解決の先頭に立っ
た、インドのモダドゥグ・ヴィヤイ・グプタ博士が共同受賞者に選ばれた。授賞式は、真のお父様天宙聖和3周年記念行事の一環とし
て、8月28日、ソウルグランドインターコンチネンタルホテルで開催される予定だ。

鮮鶴平和賞
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青い海、今も平和が波打っている。そこ
に、現在と未来の世代の平和問題を解決
する鍵がある。頻繁に起こる自然災害、食
料危機、気候難民、生態系の破壊等の未来
の生存を脅かす、気候の変化は人類史、最
悪の災難だ。現在も全世界で一日八千名
の子供たちが貧困と飢えで、亡くなって
いる。日々増加する人口を、食べさせてい
くことの出来ない地球の食料問題はより
深刻化している。
すべての生命の根源であり、その生命を
維持させる『地球環境の調節者』である海
には『希望』がある。人類の食料問題を解
決することのできる、最後の砦、無限にな
清浄エネルギーの源である海には未来が
ある。真のお父様は人類の危機を解決す
るために海に特別な関心を傾けられた。
人類の食料の宝庫として海に注目され、
全人類が平和に共存することのできる、
海洋ビジョンを推進して来られた。
第1回、鮮鶴平和賞は海に注目した。海を

通して、未来の世代の平和を準備し、世界
と共に出発しようと思う。無限なる可能
性である海が、未来の世代のための平和
の機会を提供している。未来は今日を生

きている私たちが作っていくものであ
る。鮮鶴平和賞は人類と地球の美しい共
存を夢見ている。鮮鶴平和賞が「美しい未
来の平和文化」を成していくだろう。

2015. 07    13

1 受賞者の発表会場の様子
2 左からトーマス・ウォルシュ委員、洪一植委員長、金萬

皓事務総長
3 受賞者を発表する、洪一植委員長
4 鮮鶴平和賞委員会の委員たち
5 受賞者発表を取材する記者たち➋
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1991年9月17日、北朝鮮と韓国は国連に加
入した。同じ日にエストニア、ラトビア、リ
トアニア、ミクロネシア、そしてマーシャル
群島も国連加盟国となった。加入から数日
後、韓国の盧泰愚大統領（当時）は国連での
演説で、「国連の東、西ドイツの２席を一つ
に統合するのに17年を要しました。南北韓
の2席が一つになるまで、そう長い時間が
かからないことを望んでいます。」と述べ
た。しかし北朝鮮の核開発は、南北韓が国連
に足を揃えて加入するという慶喜に水を
差した。3か月間の交渉にもかかわらず、国
連に加入する5日前に北朝鮮の吳昌林外務
長官が、北朝鮮は国際原子力機構の協定に
署名しないと表明した。この協定は、北朝鮮
の核開発が平和目的で使用されることを
保証しないという事だった。数年の間で北
朝鮮は周辺国家を脅かす存在となった。

ミサイル発射以前の問題

2013年1月14日、国連は北朝鮮で発生する
人権侵害について綿密な調査を進めるこ
とを発表した。国連のナビ・ピレイ人権高
等弁務官は「国際的に北朝鮮の核開発およ
びミサイル発射に対する論点が集中して
います。それも重要な問題ではあります
が、それによって北朝鮮の人権問題を忘れ
てはいけません。その悲惨な実態は北朝鮮
に住む人々に影響を及ぼしており、その人
権問題は世界のどこにも例を見ることが
できません。」と述べた。弁護士として故国
の南アフリカ共和国の人種差別問題を解
決するのに、多大の努力を費やしたピレイ
人権高等弁務官が施行したのは「北朝鮮人

権調査委員会」である。
この委員会は2013年3月に発足し、1年間
のうち北朝鮮で起こる組織的で広範囲に
及ぶ人権侵害を調査した。特にこの委員会
では、人類として犯罪と見なせる人権侵害
に責任をもって調査するよう指示を受け
た。オーストラリアで判事を引退したマイ
ケル・カービー委員長がこの調査を率い
た。調査委員会のうちヘルシンキ、セルビ
ア人権委員会の創立者のソーニャ・ビセ
ルコ委員とマルズキ・ダルスマン国連北
朝鮮人権特別報告官も調査を担当した。ダ
ルスマン報告官はインドネシアの前法務
長官である。ピレイ人権高等弁務官は9人
のベテラン人権専門家たちを調査委員に
選任した。しかし委員会は高等弁務官と関
係なく独立して運営された。
韓国の読者たちにとってがっかりさせて
しまう内容かもしれないが、外国人の食口
の一部は、朝鮮半島の統一問題を教条的に
だけ捉えている。アブラハムが祭物を割か
なければいけなかったように、神様も朝鮮
半島を分断しなければならなかったと信
じ、朝鮮半島の統一は堕落を復帰するのに
必要な過程であると考えている。しかし調
査委員会が発表した内容を読み検討して
みれば、北朝鮮の苦しみに対して自然と深
い同情心を抱くようになり、朝鮮半島の統
一問題は私たちの感性に直に訴えてくる
だろう。

被害者8名による証言

調査委員会は、北朝鮮の人権侵害を証言で
きる経験者もしくはこれについてよく知

っている者を、ソウルと東京とロンドンで
募集した。その結果、80名あまりの被害者
が証言することとなった。北朝鮮の報復を
恐れ、秘密を維持してくれるよう頼んだ被
害者もいた。その証言は英語をはじめに韓
国語および日本語に翻訳された資料と映
像（www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoID-
PRK/Pages/PublicHearings.aspx）で見ること
ができる。
次はソウルで証言した二人の話である。一
人目の証言者は、ある若者が語った内容で
ある。彼が幼い頃、母親と兄が亡命を計画
している話を聞き、監視要員に告発した挙
句、収容所に行く羽目になった。何故彼が
幼い頃に収容所で過ごしたのか、次のよう
に説明している。

マイケル・カービー：生年月日はいつです
か？
シン・ドンヒョク：1981年11月19日です。
マイケル・カービー：出生地はどこですか？
シン・ドンヒョク：平安南道南部にある平
安南道収容所14保衛所で生まれました。
マイケル・カービー：何故幼い頃から収容
所にいたのですか？
シン・ドンヒョク：そこで生まれました。
マイケル・カービー：母親も収容所にいた
のですか？
シン・ドンヒョク：どうして母親が収容所
にいたのかについてはよくわかりません。
多分、父親の兄が韓国に亡命したせいでそ
うなったのではないかと思います。私が小
さい時に聞いたことです。
マイケル・カービー：収容所から脱出する
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リポート

北朝鮮では核問題より
人権問題が深刻

次の記事はTPマガジンのスタッフが北朝鮮の人権問題について作成した報告書である。



前に一度も釈放されたことはないのです
か？
シン・ドンヒョク：一度もありません。
マイケル・カービー：幼い頃収容所にいた
頃のことで覚えていることはありますか？
シン・ドンヒョク：確か私が５歳くらいの
ことです。母親と私は大勢の人たちと一緒
に集まっていました。すると軍人が一人を
連れて行って木の幹に縛り付けました。そ
の頃はそれが何のためなのか知る由もあ
りませんでした。ただ見ていると突然銃声

が聞こえました。私はそこで初めて銃声と
いうもの聞き、ひどく驚いたことを覚えて
います。私が６歳になると学校に通い始め
ました。そこで収容所で従わなければなら
ない規則について学びました。そして収容
所でどんな仕事をしなければならないの
かを教えられました。
マイケル・カービー：５歳の時ある人が木
の幹に縛り付けられた姿と銃声を聞いた
と言いましたが、その後に経験した内容を
もとに考えると、正確に何が起こったと思

いますか？
シン・ドンヒョク：収容所で１年に２回公
開処刑を行っていました。処刑の正確な意
味などはよく分かりませんが、私の考えで
は収容所の人々を緊張させ、脅かす為に行
ったことだと思います。多くの収監者の前
で一人を木の幹に縛り付けて銃殺したり、
絞首刑に処します。私が覚えているのは、
１年に最低でも２回は公開処刑を行って
いたことです。私がこのような処刑を初め
て目にしたのは５歳のころでした。

2015. 07    15

➋

1 北朝鮮の人権問題を説明し、涙を浮かべる、脱北女性
2 東京で証人たちの発表を聞くために開催された、委員会
3 証人たちをインタビューした、マイケル・コビー　オーストラリア判事
4 15万~20万名が収容されているとみられる、政治犯収容所の衛星写真

➌
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ある女性の経験

次はジ・ヒョナ氏の証言である。彼女は中
国の国境付近に住んでいた。父親は中国で
生まれた。彼女は北朝鮮の最高統治者に忠
誠しなければならないと教わってきたが、
父親が中国に行った際に韓国のKBSラジオ
放送を聞き、北朝鮮の政権は今まで北朝鮮
の住民に嘘をついてきたという事を初め
て知り、北朝鮮から逃れようと家族を説得
した。その後、別々に北朝鮮から逃れる過
程でジ・ヒョナ氏は、両親と別れた後、二
度と会うことはできなかった。彼女は4度
も捕まり北に移送された。
次の内容は、北朝鮮のある者が彼女を騙
し、３人の北朝鮮の女性と共に中国に連れ
て行かれ人身売買者に売られた以降に起
こった内容である。

ジ・ヒョナ：年配のおばさんがブローカ
ーから私を買いました。そのおばさんは一
人で住んでいて、息子は出稼ぎで日本に行
っていました。数か月後に帰ってくる予定
だったので私を前もって買っていたので
す。数か月間、私はそのおばさんと一緒に
暮らしました。しかし中国の警察が私たち
の所にやって来て、ここの暮らしはどうか
と聞きました。私は北朝鮮よりはましだと
答えました。私たちの情報を登録するから
と私たちの身分について尋ねてきました。
私たちは登録のためかと思い全てを明か
しました。一月も経たず警察は私たちを逮
捕しました。当時同じ方法で北朝鮮の女性
60人を逮捕しました。
丹東国境警備隊により北に移送される前、
2か月ほど中国の遼寧省の監獄にいまし
た。9時間もかけて丹東国境までバスで移
動しました。一人の女性は妊娠９か月だっ
たにもかかわらず、移動する間一度も休む
ことはできませんでした。その女性がトイ
レに行った際に陣痛が始まりました。赤ち
ゃんの腕が先に出始めたので、もしかした
ら危ないかもと思いました。結局、赤ちゃん
は死んでしまいましたが、母親は生き残り

ました。こうして彼女は北朝鮮に戻ってい
きました。私は中国の病院からもらった粉
ミルク、卵、そして栄養のある食べ物を彼女
にあげました。しかし北朝鮮の保安機関に
おいてその全部が持って行かれました。
全員に対し、繰り返し屈ませたり立たせた
りを強いられました。その頃出産した女性
も同じ刑罰を受けました。女性として卑下
された気分でした。私が逮捕された時は全
裸にされました。体を調べられ、その上、膣
までも調べられました。繰り返し屈ませた
り立たせたりの動作をさせました。腕を横
に広げて立たせた後、体を調べました。
マイケル・カービー：誰が調べたのですが？
ジ・ヒョナ：保安要員が調べました。
マイケル・カービー：保安要員の男性でし
たか？女性でしたか？
ジ・ヒョナ：男性でした。
マイケル・カービー：男性要員だけがいた
のですが？それとも何人か女性要員もい
ましたか？
ジ・ヒョナ：女性は一人もいませんでした。
マイケル・カービー：彼らが屈ませた理由
は何だったのですか？
ジ・ヒョナ：保安…
マイケル・カービー：妊娠を確認するため
だったのですか？それとも他に理由があ
りましたか？もしくは女性を侮るためだ
ったと考えますか？
ジ・ヒョナ：私たちに隠された金がある
かを確認するためです。
マイケル・カービー：隠していたお金があ
ったのですか？
ジ・ヒョナ：はい。服の奥に隠していまし
た。当時は春で厚手の服を着ていました。
ご存じのとおり、表地と裏地があって、私
はその隙間にお金を入れて縫い付けてい
ました。それは発見されませんでした。

加害者の責任を問う

同委員会は証言を得ることの他にも、北朝
鮮の住民の人権を侵害する北朝鮮の体制
についても責任を問うため、北朝鮮の指導

部が住民に対する統制を、前にも増して体
系的に強化したことについて説明しなけ
ればならなかった。その過程で進められて
いたいくつかの研究結果は、東ドイツとロ
シアのような前共産主義国家の記録保管
所から探った。政治社会学者のアンドレ
イ・ニカライェヴィッチ・ランコフ氏の
ように、北朝鮮に関連する学者の研究にも
依存した。アンドレイ・ニカライェヴィッ
チ・ランコフ氏はロシア人で、1985年金日
成総合大学に交換留学生として留学した
北朝鮮の専門家である。
読者は、金日成が自分と後継者を国の最高
指導者として擁立するのに儒教の教えを
使用し、やがて北朝鮮の判事たちは時間の
経過と共に独立性を失い、北朝鮮最高指導
者の意見に屈従するようになったという
事を知ることができた。また、北朝鮮の政
府が住民を粛清（政治弾圧）する行為に関
して経験者の話を通して知り、その行為は
人々を恐怖に陥れるといった内容を知る
ことができた。また北朝鮮の住民を核心要
員、灰色分子（思想、所属などが白でも黒で
もない曖昧な者）、反動分子（現状に反対す
る者）に分類されるという事を知るように
なった。もしも反動分子に分類されれば、
その人は代々反動分子として取り扱われ
るようになる。
この資料を読めば、まるでニシキヘビが、
酒に酔って横たわっている農夫へ近づい
ている場面を見ているようである。この蛇
は近くの林から出てきて農夫を飲み込も
うという動機をもってゆっくりと近づき、
農夫の体に少しずつ巻いて締め始める。ミ
サイル開発より北朝鮮の人権問題を優先
しようという観点に、政策専門家および人
権支持者のフランク・ジャヌジ氏は、「こ
れからはプルトニウムより人々の人権を
まず先に重んじなければならない時であ
る。」と語る。この報告書に関連する資料を
調べてみれば、朝鮮半島統一を願う私たち
の心の中心を北朝鮮の住民たちが占領し
ていくはずである。
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愛のお父様！イエス様が地上に来られたのは、私一人を取り戻
すために来られたのだと思いましたが、それがすべてではなく、
私の家庭のために来られたのだと思いましたが、それがすべて
ではなく、選ばれたイスラエルだけのために来られたのだと思
いましたが、そうではありませんでした。ある教派のために来ら
れた方でもございませんでした。
イエス様は全被造世界の望みであられたと同時に、そのすべて
の価値を身代わりして来られたことを私たちが知りましたの
で、お父様、そのように全体を復帰すべき使命をもったイエス様
の前に、今日私たちは、どのような心をもっているでしょうか。
私の家庭にしがみついて死のうという人々とならないようにし
てください。私の民族、私の国、私の世界にしがみついて死のう
という人とならないようにしてください。
私たちが生きるとしても天地を代表し、私たちが死ぬとしても
天地を代表して死ぬ、すなわち天宙の生死の問題を懸けて生き

ていける姿となるようにしてくださることを、愛するお父様、切
にお願い申し上げます。
今日、この被造万物の中に、イエス様が復帰すべきみ旨が成され
ず、嘆息の叫び声が残らないようにしてくださり、もしやそのよ
うなものが少しでも残っているとするなら、私たちによってそ
れを除去させてくださり、イエス様とお父様まで安心させてさ
しあげ、その心情まで通過して、お父様と永遠の心情関係を結ぶ
ことのできる真の息子、娘となるようにしてくださることを、お
父様、切にお願い申し上げます。
そして、歴史的なすべての恨みを解怨し、解怨の慰労を受けるこ
とができるよう、天のお父様、協助してくださり、共に進むこと
ができるようにしてください。私たちが万事を忘れ、天を賛美し
てさしあげられる真の孝子と孝女たちとなることを許諾してく
ださるよう切にお願い申し上げ、すべてを主のみ名によってお
祈り申し上げました。アーヂュ。（1958.3.23）

2015. 07    17

真のお父様の祈祷

真の孝子と孝女と
なるようにしてください



18 TRUE PEACE

2015�ピースロード出発

歴史的に東と西に、南と北に分け、地理的には北米大陸とロシア大陸を分けたベーリング海峡に、橋を建設したり、海底トン

ネルを通すことです。そうしてアフリカの喜望峰からチリのサンティアゴまで、イギリスのロンドンからアメリカのニュー

ヨークまで自動車で全世界を巡回疾走することができるようになる、『世界超高速道路』を連結する、『ワールドピース・キン

グブリッジアンドトンネル（WORLD PEACE KING BRIDGE-TUNNEL）を完成させ、世界を一日生活圏にしようというこ

とです。

-文鮮明総裁　天宙平和連合(UPF)創設演説文(2005.9.12 アメリカ ニューヨーク)より

国家間の交流と交易、相互平和のための実質的な手段として、国際ハイウェイを連結しようとされた、真のお父様の努力を称

え、2015ピースロードが５月30日、南アフリカの喜望峰、チリのサンティアゴ、そしてアメリカのラスベガスで始まった。

私たちは世界の葛藤と紛争の原因となる人種、或いは宗教的差別問題をなくすことを支援するために、ピースロードプロジ

ェクトを開始した。特に、韓半島の平和統一と南北統一のための国際社会の支援と協力を得ることの出来る、ＤＭＺ世界平和

公園の造成を強調した。

ピースロードの参加者たちは真の父母様が1981年第10次国際科学統一会議で、世界平和の実現のために提示された、国際

平和高速道路の予算経路にしたがって、計画された道に従うことになるだろう。国際平和高速道路には、一つの交通ネットワ

ークとして、世界を連結し、永遠に国際的な多様な葛藤を終息させようとするビジョンがある。

PHOTO
PEACE ROAD

6月20日, ジンバブエ: 家庭連合会員165名, ジンバブエ国連協会員,　そして10校の学生たちが行進している。
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6月13-16日, ニカラグア: マナグアからレオンまで12名が90キロメートルを走った。

６月11日、ベニン：ナイジェリアの境界線でポルトノボまで自転車に乗
った後、国会議事堂で記念式を行った。国会議長の主席秘書が激励の辞を
述べた後、旗に署名した。

6月13日, コンゴ共和国: NGO『エンジェルスファウンデーション』のモディ
ア・アントゥーアン博士が８キロメートルの地点で激励の辞を述べている。
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6月12日, トーゴ: トーゴ初の聖地で、国会議員と平和大使たちが出発式に同参した。

6月7日,�アルゼンチン:�家庭連合会員90名が５キロメートルを行進した後、家庭連合本部で閉会式を行った。
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6月13日, ブラジル: 全体の参加者363名が９都市を自転車に乗って、走った。

6月8日, パナマ: 家庭連合会員と一般の社会人たちが雨に打たれながら、
行進している。

6月6日,�エクアドル:�参加者60名が27キロメートルをオートバイで走った後、
サイン会を開いた。



漢南国際研修院・迎賓館開館式の

祝祷と奉献の背景

愛する天の父母様。天一国3年基元節を祝

う日を控えたこの日、漢南洞公館を迎賓

館として開館することを天の前に奉献い

たします。

ここは天地人真の父母様が天の父母様の

解放と人類救援の為に、血と汗と涙で綴ら

れた真の愛を実体で見せて下さった人生

を過ごした歴史的な場所でございます。

お父様！これからこの公館を介しあなた

の多くの子女がここに留まる間、実体的

に天の父母様が存在されることを体恤

し、天地人真の父母様の功績の前に感謝

と栄光をお返しする子女となれますよう

に、未来にお父様の天一国完成を実感し

体験できる場所として天が抱いてくださ

いますように。

ここを行き来する多くの人々の心が本心

に従い、真の父母様の真の愛を実践する

人生を生き、この国と世界の前に大きく

貢献できる場所になると信じております

がゆえに、天よ、共にしてくださいませ。

今日からここを訪ずれ、ここを介して縁を

結ぶお父様の多くの子女を記憶して下さ

り、成長させて下さいませ。全てをあなた

の前にお捧げしながら、天の父母様のみ名

によりお祈り申し上げます。アジュ！

2015年2月27日、真のお母様が漢南洞公館
を迎賓館として奉献された開館式で捧げ
られた祈祷の内容である。これに先立ち真
のお母様は2014年8月8日、真のお父様聖

和2周年記念行事の一環として挙行された
「真の父母様歴史記録院」の奉献式に参席
され、漢南洞公館を迎賓館として奉献され
るまでの背景を次のように説明された。

今日、歴史記録院奉献式のために来なが

ら思ったことがあります。私がハワイに

いる時ある報告を聞きました。日本の長

年の食口が「自分が死ぬ前に父母様はラ

スベガスの摂理のために多くの活躍をさ

れたと聞いたが、父母様の業績を現場に

行って見てから死にたいと考えて来た」

というのです。その報告を聞きながら、私

は「今回韓国に戻ったら、漢南洞公館を活

用しないと」と思いました。迎賓館とし

て、また教会としてその公館を使用しな
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真の父母様は1983年から2006年天正宮博物館に入宮されるまで過ごされた漢南洞公館は迎賓館として奉献され
た。天宙聖和3周年を控えて歴史編纂委員会では、漢南国際研修院・迎賓館として新たに奉献された漢南洞公館の写
真集10巻を準備中である。迎賓館として新たに奉献された背景や摂理的意義を簡略に調べてみる。

真の父母様の香りと愛が
そのまま残っているところ

漢南洞公館

漢南国際研修院‧迎賓館
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ければならないと思ったのです。

全世界の食口の中には、父母様と同時代圏

で過ごしてきましたが、条件が合わず韓国

に来ることもできず、また行ける状況でな

い食口もいるのをご存知ですよね？その

間多くの行事を通して世界の人々がたく

さん往来しましたが、行ける状況でないが

故に、来ることができなかった人も多くい

ます。食口の心は「父母様が行かれた所だ。

父母様が住まれた所だ。」となればどうな

りますか？全世界の食口が真の父母様の

前では子女ですよね。だから父母様がおら

れた所、過ごされた所に一度行って見たい

という人がいないでしょうか？父母様の

香りと愛を感じてみたいと思いますよね。

だから思い切って私はそうしようと思っ

ているのですが、皆様はいかがですか？

摂理史と最も重要な時期に

真の父母様が住まわれた所

摂理歴史の最も重要な時期に真の父母様

が住まわれた漢南洞国際研修院・迎賓
館！ここで食口を教育し、宣教師として
氏族メシヤとして派遣し、天の事情と心
情を世に向かって叫ばれた。
真のお父様はソウル北鶴洞の「三大門教

会」において世界基督教統一神霊協会を
創立され、1955年興仁洞教会、奨忠洞教
会、青坡洞教会を経て、草創期の教会を定
着させた。その後1981年、新聞路公館の頃
を経て、1983年8月29日から漢南洞公館

奉献祈祷を捧げられる、真のお母様



で住まわれた。
ソウル特別市龍山区漢南洞UNビレッジ、
南には漢江が流れ北側には南山が位置
し、龍の頭の形をしていて、風水易学から
見れば気運が強く財物が貯まる良い土地

である。ここを1950年代後半に駐韓国連
軍と外国人住居地域として造成、最近で
は様々な国の大使館や官邸などが集まり
外交の中心地になった。ここの一番高い
所に位置した漢南洞公館について真のお

父様は次のように語られた。
漢南洞の住宅で一番高い所にある家で

す。ここは誰でも住めないような気が強

い所なのです。龍の頭と同じだからです。

文総裁が入ってきたからこうして踏ん張

って暮らしているのであって、普通の人

だと1年に一人ずつは死んでいってしま

う所なのです。土地の気が強いのです。皆

様をここに連れて来て教育するのも、そ

れだから教育するのです。国家を代表し

て呼んで…国を打ってくる前までは、打

てないのです。

龍の頭のようなところ、土地の運気が一
番強い所だけあって、めったに誰も定着
できず空いていたここに真の父母様が住
まわれて、その強い運気を世界の食口と
宣教師に伝えて下さった。
真の父母様は１階の応接間で帰国歓迎集
会や指導者会議などの集会を主管され、
指導者や食口を教育し、名節記念式は地
下の講堂で執り行われた。天気がいい日
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には庭で圓和道教育や食口の証しも聞か
れたりして、多くの時間を食口と共にさ
れた。特に訓読会が本格的に始まった
1997年からは、毎日真の父母様のみ言を
聞くために多くの食口がここを訪れた。
それだけでなく、多くの国際会議や超宗
教会議が行われ、ソ連のゴルバチョフ元
大統領、サッカーの王様ペレ、ニール・ブ
ッシュ、マカリム・ウィビソノ(国連前経
済社会理事会議長)など国家首班や宗教
団体の指導者がここを訪問し、真の父母
様とお会いし、世界平和に向けた方案を
共に論議した。また真の父母様は漢南洞
公館で重要な宣布を通し摂理の急進的な

発展を成し遂げられた。

1988年9月27日　世界文化体育大典提唱
1989年1月3日　氏族的メシヤ権宣布
1990年2月27日　天地父母の宣布、11月
17日霊界解放権宣布
1991年7月1日　七.一節、神様祝福永遠宣
布式を提唱され、全祝福家庭に氏族的メシ
ヤとして氏族を復帰することを宣布
1998年2月2日　ご聖誕記念日を迎え成
約時代を宣布され成約のみ言を伝授
2000年6月29日　天宙還元宣布につづ
き、第41回子女の日を迎え家庭王権時代
宣布

2003年8月20日　第4次イスラエル出発
宣布式　他

真の父母様は2006年6月13日、天正宮博
物館入宮戴冠式を執り行われ、天正宮博
物館に入宮されるまでの24年間住まわ
れた漢南洞公館は、全世界で真の父母様
を慕う子女たちの心情を察知して下さっ
た真のお母様の恩賜で新たに奉献され
た。漢南国際研修院・迎賓館、ここは摂理
史において最も聖なる場所の一つとし
て、全世界の天の父母様の子女に真の父
母様の香りと愛を永遠に伝えていくであ
ろう。
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1『三四為道　愛王為道』と揮毫を書かれる、真のお父様
2 漢南洞公館で開催された、全国教域長集会
3 漢南洞公館の春の風景
4 1階居間
5 真の父母様を表敬訪問した、ゴルバチョフ元大統領
6 ソ連の言論人たちによる表敬訪問
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自我発見の旅にウキウキしている人たち
と共に、人生の変化を経験し、山岳地帯を
旅したことはどれほどあるだろうか？ネ
バダ州のラスベガスというきらめく街か
ら30分ほど離れた所で、130人もの人が
そのような経験をすることができた。私
たちは毎朝ベッドから出て窓の外を眺め
ながら、神様の創造の偉大さに我を忘れ
た。アラスカを除いてアメリカで最も大
きな森林に囲まれており、様々な人々と
時間を過ごしながら互いを理解し、各自
の心情を探求した。初めての場所で初対
面の人々が集まり縁を結び、それぞれが
自分を再評価できることは素晴らしい経
験である。各自の奉仕精神が全体の成長
に寄与した。私たちはわずか一日で家族
のようになった。
初日には朝の運動、短い礼拝、そして15の
スタディー(勉強)グループを編成するこ
とから一日が始まった。原理講論の第1章
の内容を討論し講師に質問をした。その
日の夕方は一週間の雰囲気をまとめた。
スタッフがクリームソーダを配る間、そ

れぞれのチームが「バケットリスト」を考
えてみる時間を持った。バケットリスト
とは2007年に放映された映画の名前で

「死ぬまでにしたい事」という意味を持
つ。それぞれのスタディーグループが自
分の目録に記す項目を話し合う間、あち
らこちらで笑い声が聞こえた。参加者た
ちは他のチームとリストを比べてみなが
ら、それぞれ書かれた内容をからかう声
も聞こえた。伝道対象者も自由に意見を
受け答えながらリラックスしていた。
二日目の朝は曇りだった。私たちは楽し
い運動で活気を取り戻し、講義を聞く準
備をした。原理講師のケビン・トムスン
牧師は、「レベルの高い動機付けと、100パ
ーセントの集中力が講師にとって大きな
力となります。」と述べながら、「すでに参
加者は講義に没頭しているし、帰りたが
っている人もいません。」と付け加えた。
トムスン牧師は堕落とメシヤの必要性に
ついて講義した。そのテーマは、私たちの
人生を深く考えさせそれぞれの心情を探
求し発見することを中心に、互いが疎通

できる場を提供してくれた。夕方は雰囲
気を変え、インスピレーションのある歌
や大衆講演の教育があった。全員が楽し
み、このような教育を発展させれば本当
に実用的だろうと思った。

個人の価値、寛容

トムスン牧師による韓国語原文に対する
深い理解度と共に、原理講論の終末論、復
活論、予定論の講義は全員を活気づけた。
午後はテレサ・ペレ講師が個人的な苦
難、自我発見、各自の価値について講義し
た。ペレ講師は、参加者に「それぞれが自
分の価値を分かっていれば、人生はどれ
ほど変わっていくでしょうか？」と尋ね
た。この時間は全員が共にできる場を与
えられたことを神様に感謝し、全員で手
をつなぎ祈祷を捧げて締めくくった。
夕方には皆が音楽に合わせ歌を歌い体を
揺らしながら両手を高く上げた。参加者の
ジョシュア・ハドモン氏が音楽を流しな
がら、神様の子女として互いを愛すること
と寛容の違いを紹介した。彼はユダヤ教の
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大陸別ニュース｜アメリカ

7日修練会の感想

善なる生活の本質を求める
アメリカ家庭連合は5月22日から30日まで、ネバダ州のチャールストンリゾートにおいて7日修練会を開催した。以下はこの修練
会の内容と感想を要約したものである。

スタディーグループ別に討論する、参加者たち



祈祷文、カトリックの讃美歌、太平洋の島
に住む人々の歌等々、いろんなジャンルの
曲を演奏した。参加者が神様を代表するい
ろんな方法を知る時間となった。また私た
ちが愛する宗教について考えてみた。

心霊が乏しい者こそ福がある者

今回の修練会の責任者であるアメリカカ
ープのナオキミ・ウシロダ会長は、「私た
ちはいろんな勉強をしてきたが、全員が
原理を学ぶ学生にすぎない。」と述べた。
トムスン牧師は今回の修練会に参加した
学生の力量について、「これまで講師とし
て講義してきましたが、今回のように長
時間講義を頼まれたことは記憶にありま
せん。参加者たちは、神様が私たちにどん
な望みと期待をかけておられるかを知ろ
うとしました。講義の後、奥深く洞察力の
ある多くの質問が投げられ、全般的に見
事な熱気でした。」と語った。
四日目の夕方には、芸術的で奥深く創意的
な活動を行った。チームごとに神様の理想
世界を絵に描く間、話せない、見られない
等いろんな条件をかけた。これもまた楽し
く魅力的な時間だったが奥深い意味があ
った。神様は常に私たちへ世界にかけた神
様の夢を見せてあげようとされるのに、私
たち自らの限界によりそれを理解できず
阻めていることを悟らせてくれた。

共感を通した蘇生

五日目は温かくも冷たい天気で、極端な
砂漠気候が原理講論を通して体験する変
化を表しているようだった。朝、武術とス
トレッチで活力ある一日を始めた。ゲリ
ー・セルビト講師は「心情の復帰」につい
て語りながら、心は思考より前を進んで
いる、神様の心情を知ることこそ霊的な
生活において非常に重要なことであると
説明した。セルビト講師は参加者に「非常
に期待していたのに叶わなかった経験は
ありますか？」と尋ねた。このような経験
を通して私たちは、神様が創造された世

界が神様の望み通りにならなかった時に
感じた挫折感や絶望感を覚えることがで
きると語った。
ミルハン・スティーブンス講師は、イエ
ス様が克服しなければならなかった誘惑
について説明した。スティーブンス講師
は参加者に、誘惑を感じた時を想起させ、
それを克服したか、屈服したか、どんな教
訓を得たかを尋ねた。ある参加者は、長い
間、親しくしていたある男からの誘惑を
受けた個人的な経験を話した。彼女は誘
惑に嵌りそうになったが、最後の瞬間に
神様が手を差し伸べたように感じたと告
白した。その男は彼女に4度も説得したが
彼女は一歩も譲ることもなく、どんどん
強くなっていった。多くの祈祷の末、彼女
は素敵な夫と出会い真の愛を経験するこ
とができた。彼女の個人的な話を通して、
原理は最も暗い瞬間にも私たちを導いて
くれるという確信的な価値を教えてくれ
た。お昼の時間は散歩をしたり歌を歌っ
たり、おやつを食べて一休みするなど余
裕を感じることができた。また午後には
講義と討論時間になった。

真の生命、遺産、ビジョン

六日目は他の日と違った。この日は、世界
各国の人々が原理や平和を学ぶ場として
使用するために 真の父母様がラスベガス
に新たに建てられた「国際平和教育院」を
訪問した。多くの食口がこの重要な日を
祝うために集まった。真のお母様は集ま
った人々にみ言を語られ、国際平和教育
院を聖別された。修練会の参加者のほと
んどがこの日初めて真のお母様を眼の前
にした。アメリカ家庭連合のマイケル・
バルコム会長は、真のお父様の自叙伝『平
和を愛する世界人』で一番好きな節を訓
読した後、真のお父様の生涯、遺産そして
ビジョンについて話してくれた。
イエス様に会った後、私の人生は完全に

変わりました。イエス様の悲しい顔が私

の胸中に烙印のように刻まれ、他の考え、

他の心は全く浮かびませんでした。その

日を境に、私は神様のみ言に縛られてし

まいました。ある時は、果てしない暗闇が

私を取り囲み、息つく暇さえないほどの

苦痛が押し寄せたし、またある時は、昇る

朝日を迎えるような喜びが心の中に満ち

あふれました。そういう毎日が繰り返さ

れて、私は次第に深い祈りの世界に入っ

ていきました。イエス様が直接教えてく

ださる新しい真理のみ言を胸に抱いて、

神様に完全に捕らえられて、以前とは全

く異なる人生を歩むようになりました。

バルコム協会長は、これを真のお父様の
人生において最も決定的な瞬間であると
した。真のお父様の召命とイエス様に対
する真のお父様の深い心情について大き
なインスピレーションを与えられた。他
の講義と討論時間を通してイエス様につ
いて実感することができた。確固たる決
意を持たれた真のお父様は、神様を苦痛
から取り除き世界平和を成すために数多
くの試練を乗り越えられた。そのような
精神で真のお父様は国際平和教育院の建
設を計画されたのであった。

天の王国のモデルを作る

いつもフーバーダムは畏敬の念を呼び起
こす。真の父母様はフーバーダムをアメ
リカの心臓、精神の象徴だと語られた。私
たちはこの歴史的な場所を訪問する時間
を持った。参加者たちはあちこちを探索
したり、ダムに沿って歩いたりした。多く
の参加者が真の父母様の心情を共有し、
過去に個人的にこのダムを訪問した話を
分かち合った。
最後の日の夕方は、参加者は夜更けまで
席を離れずこの7日間の経験を互いに話
し合い、感謝のカードを交換し合ったり
した。ウシロダ会長は「参加者は帰ろうと
は思っていなかった。」とし、「私たちこそ
が天の王国のモデルを作ることができる
と感じた。」と語った。(資料提供：アメリ
カ家庭連合)

2015. 07    27



5 月24 日、新緑がまぶしい群馬県片品村の
尾瀬霊園において、聖和（死去）した祝福家
庭・統一教会員に敬意と感謝を捧げる「第
33 回全日本聖和祝祭｣が執り行われ、聖和
者家庭（遺族）を始め、教会本部関係者や地
元食口など日本全国から約2000 人が集ま
りました。式典は、本郷殿（静岡県）、中日本
霊園（三重県）、大阪平和霊園、高知霊園、九
州霊園（福岡県）で並行して行われ、全国の
教会でもインターネット中継を通じ、多く
の教会員が式典に参加しました。
人間の「死」とは、肉身を脱ぎ捨て、新しい世
界（霊界）へと出発する旅立ちの時である

ことから、統一教会では「死」を「聖和」とし
て尊重。毎年この時期に｢聖和祝祭｣を開催
し、家族やゆかりの人が集まって故人を偲
んでいます。
午前10 時20 分から行われた第1 部のエン
ターテインメントでは、南東京教区の成和
学生39 人が、“真の父母様の栄光”をテーマ
に、信仰に基づく賛美の心で踊るダンスを
披露。続いて川崎教会の「希苑しらゆり鮮
鶴合唱団」は、「みんなの天一国2014」など3
曲を透き通った歌声で歌い上げました。
第2 部の聖和祝祭は、全体で黙祷を捧げた
後、代表報告祈祷、主礼の徳野英治・日本

統一教会会長ご夫妻による献花が行われ
ました。
戸丸廣安・尾瀬霊園園長が、尾瀬霊園の足
跡や年間入園者数などを報告。「今後も全
国の霊園の充実と拡充に努めていきたい」
と意気込みを語りました。
続いて、徳野会長は説教で、聖和者への慰労
と感謝の言葉を述べた上で、宋龍天・全国
祝福家庭総連合会総会長から寄せられた
メッセージを紹介しながら、「6000 年ぶり
に天の蕩減復帰摂理を完成完結完了され
たのが真の父母様です」と強調。「2012 年9
月3 日、真のお父様が聖和されてからは、真
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「第33回全日本聖和祝祭」を開催

『孝』の精神を相続し
神氏族メシヤを勝利しよう

尾瀬霊園で献花する食口たち



のお母様が天一国実現のみ旨を相続され、
先頭をきって苦労をしておられます。核兵
器廃絶の問題や過激派組織によるテロ事
件、家庭崩壊など全ての問題は、神様と真の
父母様、真理のみ言を受け入れなければ解
決の道がありません」と訴えました。
最後に、徳野会長は「私たち祝福家庭は、霊
界の文孝進様と文興進様、地上では真のお
母様の相対圏に立たれ、真の父母様を支え
ておられる文善進世界会長の“孝”の精神を
相続し、神氏族メシヤの勝利に向けて、決
意して再出発しましょう！」と呼び掛けま
した。
昨年霊界に旅立った聖和者の家族による
献花と全体祈祷の後、聖和者家庭を代表し
て横井勉・尾瀬聖和家庭会理事長が「真の
父母様の願いを実現できるよう、今日を新
たな出発点として、天の期待に応えてまい
ります」と語りました。式典は、徳野会長の
祝祷の後、上條啓介・第4 地区長の億万歳
四唱をもって閉会しました。

2015. 07    29

第１部行事で、賛美のパフォーマンスを繰り広げる、成和学生たち

第33回、全日本聖和祝祭の記念撮影

説教をする徳野英治・日本統一教会会長

司会の矢野治佳・日本統一教会総務局長

聖和者家庭を代表して挨拶する横井勉・尾瀬聖和家
庭会理事長

代表報告祈祷をする大塚多恵子さん

徳野英治・日本統一教会会長ご夫妻による献花

2014年度の年次報告をする戸丸廣安・尾瀬霊園園長

閉会の億万歳四唱を共にする、徳野会長夫妻

尾瀬霊園の聖和祝祭に参加した、約二千名の聖和者の家族たち
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本来、原理講義を聴くよう準備されてい
る人々は、神学者たちとカトリックの司
祭たちであった。まだほとんどの国家で
は人々の関心を引く上で困難がある。し
かしスロバキアでは、幸い首都ブラチス
ラヴァ所在コメニウス大学の福音神学部
で、私たちの活動を説明する機会を三度
も提供してくれ、とても感謝であった。そ
の機会はただ与えられた訳ではなく、長
い間の絶え間ない努力の結果であった。
1990年から数名の神学者たちとの因縁
を結んで来たが、ほとんどがプロテスタ
ントの人々であった。彼らの中で、ある者
たちは共産主義終焉後、1990年代初期に
私たちが開催した超宗教会議に参加し

た。2002年３月、ミロス・クラス家庭連
合会長が数百名の司祭と神学者たちに、
真の父母様の超宗教活動を紹介する手紙
を送り、より具体的に知ることが出来る
ように招待したが、目覚しい反応はなか
った。
数年後、初期のMEPI巡礼（イスラエル平
和会議）が私たちを鼓舞させ、2008年、天
宙平和連合(UPF)と世界平和女性連合
(WFWP)が一連の超宗教行事を開催した。
私たちはユダヤ教、キリスト教、イスラム
教の代表たちに彼らの見解と伝統を紹介
してほしいと要請した。そのハイライト
が多くの聴衆たちの関心を引いた『パレ
スチナの夜』であった。

新たな宗教運動に開放的な神学生たち

最近では私たちの超宗教大会が国連の
『世界超宗教的和合週間』に焦点を当てた。
ある宗教指導者たちは私たちとの関係を
維持しながら、集会のために彼らの施設
を開放してくれた。2014年12月にはUPF
スロバキア支部が「1989年後、東ヨーロッ
パでの宗教的な自由：迫害の対象は変わ
ったか？」という主題の講演会として、共
産主義終焉25周年を記念した。1989年前
後の宗教的な迫害に関連した事例の発表
があった。聴衆の中には旧カトリック教
会、新使徒教会、ハーレークリシュナ（ヒン
ドゥー教分派）、法輪功等、さまざまな宗教
指導者たちも含まれていた。

スロバキア家庭連合超宗教活動

神学生たちを対象とした伝道活動

神学生たちに原理を講義するミロス・クラス
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数年前にはドロタ・シメコバＷＦＷＰ会
長がミロス・クラスと共に、有名な学者
であるピーター・ガジック博士を訪問し
た。ガジック教授はカトリック国家であ
るこの場所で、超宗教大会を支持する少
数の人々の中の一人である。彼は偏見と
葛藤を克服する最善の方法が、他の信仰
を研究することだと確信する。彼の講義
はとても人気があり、有名である。彼は若
い同僚であるモニカ・ザビス博士をその
集会に招待して以降、私たちと持続的な
関係を維持するようになった。ザビス博
士は文脈化神学部で講義を担当してお
り、その講義は超宗教大会に適する世界
の宗教と関連したものだ。
2015年３月、ザビス博士が三度目に、私た
ちに学生たちの前で講演するよう招請し
た。初めの二回の講演では、「原理」の基本
的な内容と祝福を説明し、今年には真の父
母様を紹介した。真の父母様の生涯路程と
み言を紹介することは簡単な問題ではな

い。まして神学生たちに紹介するというの
はより難しい。真のお父様の自叙伝とたく
さんの資料があり、真の父母様を自信を持
って紹介することが出来た。パワーポイン
トを準備しながら写真と内容を厳選した。
キリスト教の人々に合った写真を厳選し
た。彼らは新たなメシヤの姿をどのように
見るだろうか？草創期の教会生活の写真
で編集するべきか、或いは祝福行事の写真
で編集すべきか、その構成に適った写真で
は十分ではなかった。
ドロタ・シメコバ会長と私が、夫であるミ
ロス・クラスの講演を補助した。講義室で
は親しいけれど保守的な学生25名が私た
ちを見守っていた。まずモニカ・ザビス博
士が講演の基本的な内容を紹介した。少し
後に真のお父様の多様な観点と活動につ
いての発表に、学生たちが関心を見せてい
るようだった。真のお父様の使命に対する
疑いを払拭するために、摂理的同時性に対
する概括的な説明があった。ミロス・クラ
スは再臨が1918年から1930年の間にあ
るべきであり、実際にあったと強調した。
ある学生はどのようにイエス様が真のお
父様を助けてくださり、どのように二人が
違うのかを知りたがった。彼は私たちの説
明に反発しなかった。
私たちに与えられた90分はすぐに過ぎて

しまった。ザビス博士が満足と喜びを表
現した。彼女が講義室を見回した時、学生
たちはただ受動的に座っているだけでは
なく、真剣に説明を聞いていると言った。
講演が終わった後、私たちが『失われた平
和を探して』という題目をつけた真のお
父様の自叙伝のスロバキア語版を学生た
ちに配布した。その後、講演の写真がウェ
ブサイトに上がって来た。
その年、ドロタ姉妹がザビス博士との因縁
を持ち続けていた。それだけでなく彼女と
他の食口たちが時々コメニウス大学の哲
学部の宗教学科を訪問した。当時私たちは

『世界経典』と『原理講論』総序論を含んだ
パンフレットなどを持って行った。そこの
あるスタッフたちは他のスタッフたちよ
りも開放的であった。私たちの目的は彼ら
との関係を維持しながら、私たちの資料を
研究することが出来るように導くことで
ある。過去三年間の経験として、私たちは
全国にいる食口たちに、宗教史を教える教
師や学生たちを訪ねるように勧めている。
彼らは新たな宗教運動に開放的であるだ
けでなく、研究してみたいと意欲をみせ
る。殆どの神学部には宗教学科やそれに似
た学科がある。このような活動が全世界で
展開されるよう期待する。

バーバリー・グラバーナー│出版人

講演後の記念撮影



天宙平和連合（UPF）と世界平和女性連合
（WFWP）フランス支部が4月18日、パリ
でカトリックの姉妹が所有する会議場

「アクェイバウイェ」で、『公的な人生にお
ける霊性の役割』というテーマのもと、今
年三度目の超宗教会議を開催した。平和
大使が責任者を務めるユーロ‐地中海フ
ランス協会（AFEM）と国家問題審議会

（CRN）が後援した。
中東の暴力やテロ攻撃による問題がある
中、フランス社会における宗教の役割に
ついて話し合う場を提供した。そこで私
たちはそのような問題について発表でき
るようカトリック、イスラム教、仏教の指
導者を招請し、平和大使や社会指導者層

の参加者たちの関心を十分に引くことが
できた。

始終、聴衆者たちの関心を引いた

二つのセッション

フランスUPFのパトリック・ジュアン副
会長による挨拶の後、最初のセッション
はカトリックのステン・ロウジ司祭の司
会により始まった。長い間、高等学校や大
学校で宗教教育をしていたロウジ司祭
は、40冊の本を書いた有名な説教者でも
あった。彼は『どんな神により若者が無神
論者のなるのか？』というテーマについ
て言及した。彼が84年間世界とフランス
で積んできた豊富な経験の内容は、最初

から最後まで聴衆の関心を引いた。彼は
世界の紛争に潜んでいる悪なる勢力に対
する深い洞察力だけでなく、現社会の霊
的荒廃化に対する明確な評論と論理的で
愉快な面白さが聴衆者たちを感動させ
た。彼に初めて会う人々はどんな信念を
持っていても、オープンマインドで信仰
深い人であることを知るようになる。
対談者には、CRNのミッシェル・タオ・
チャン会長が威厳ある仏教の衣装をまと
い、彼自身の利他的な生涯を強調しなが
らロウジ司祭の発言について洞察力も兼
ねて慎重に言及した。二人は互いの意見
を受け答え、聴衆者は和気あいあいとし
た雰囲気を満喫した。休み時間には、ロウ
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パリ超宗教会議

公的な人生における霊性の役割
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宗教会議で、発表者たちの発表を傾聴する参加者たち



ジ司祭が彼の生涯において出会った特別
な人々を綴った書籍『出会いの情熱』のサ
イン会をした。
フランスWFWP会長のブリジット・ワダ
女史は、この会議の共同後援者である
AFEM会長のライラ・ボコルト女史を紹
介しながら二つ目のセッションを開会し
た。そのテーマは『世俗社会の超宗教教育』
だった。フランスUPFのザックメリアン会
長が、1990年代ロシアと旧ソ連で人格教
育を実施した経験を紹介した。ソ連崩壊直
後の数年間、青少年の倫理的な価値や人格
開発の過程である『私の生涯路程』がその
地域の多くの学校に開設され、革新的で超
宗教的な接近法として広く認められた。そ
のような基盤の上でUPFは6歳から18歳ま
での学生だけでなく、教師たちに向けた
22種類のマニュアルとともに『真の自分
探し』という過程を開発し、現在それは世
界的に様々な国家で使用されている。
二つ目のセッションのメインスピーカー
は、フランスの平和のための世界宗教議
会（WCRP）のガーレップ・ベンチェイク
会長だった。パリのモスク前教区牧師の
息子でイスラムについて博識なベンチェ
イク会長は、フランスで日曜日の朝にイ
スラムを紹介するテレビ番組の司会者と
して知られている。彼は今日のフランス
において、イスラム教徒たちが直面する
数々の問題を深く考え鋭く分析した。ま
た彼は、イスラム狂信者たちの真なる信
仰心の欠乏を批判し、コーランについて
聴衆者からの小難しい質問にも明快に応
じた。「イスラム教徒がイスラムの内部の
問題に背けてはならない。」としながら、
フランス社会で長い間イスラムに関する
無知により浸透していった偏見を強調し
た。今日、フランスの学校では超宗教教育
が難しいならば、それは家族のレベルで
考慮しなければならないと付け加えた。
始終聴衆者の関心を引いていた二つのセ
ッションは、平和大使任命状を授与し幕を
閉じた。ブルタニュのNGO指導者であるロ

ーラン・カデ氏、シリア出身の詩人・作家
であるライム・アルサイェド女史、パリの
イスラム共同体のシェイク・アブデルカ
デール・アチョー・イマム氏の3名が任

命状を受けた。価値観教育の基本でもある
が、今日価値問題の討論において省かれて
いる家庭問題の修練会が6月13日から開
催されるという事を発表した。

2015. 07    33

CRN会長　ミッシェル・タオ・チャン 自身の本にサインする、ロウジー司祭

ザック・メリアン　フランスUPF会長 ガーレップ・ベンチェイク会長

平和大使任命状を授与された、参加者たち



天宙平和連合（UPF）と真のお父様のみ旨よ
り、退任するアルハジ・ムフター・ラマラ
ン・イェロ州知事に、UPFナイジェリア支
部のメンバーだけでなく平和大使を紹介
するため、彼らと共にカドゥナ州会議事堂
を訪れた。今までの平和維持に向けて努め
てきたカドゥナ州平和イニシアチブを支
持してもらえるよう頼もうと思っていた。
4月11日に行われた総選挙で、アフリカ
の他の政治家とは異なり候補相手に敗北

したことを認める彼の行動に敬意を表し
た。そうして個人的に会った後、私は議員
会室に招請を受け、月例会議に参席する
ため州会議事堂に来ていたカドゥナ州行
政委員たちに演説してくれるよう頼まれ
た。その会議は州会議事堂の秘書がUPFナ
イジェリア支部を紹介しながら始まっ
た。そしてそこに集った委員たちを前に
演説をした。私はUPFの活動や平和原理を
説明し、政治や宗教指導者だけでなく他

の非政府組織の協力を強調した。真の父
母様が国連に対し超宗教議会の創設を求
められたように、超宗教に関連した連邦
政府の部署の新設と、一般的な超宗教関
連でなく小学、中学、高校、大学にも超宗
教教育を実施する国会レベルの委員会の
新設を提案した。
私は州知事とカドゥナ州行政委員に健全
な結婚と家庭生活を努めているUPFの活
動を紹介した。UPFナイジェリア支部は
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ナイジェリアの平和定着を望む
指導者への提言

➋➊
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『2015世界家庭の日』を迎えた5月15日、
「結婚と家庭問題に向けた国家理事会
（NDMFA）」の新設予定の発表に、行政委
員は拍手を送った。私は総選挙でカドゥ
ナ住民が守ってきた秩序に感謝した。同
時に「あなたが敗北を認め、住民に秩序を
維持することを求めたことに感謝し、ナ
イジェリア国民の心の奥に政治だけでな
く宗教や人種それぞれに撒かれた分裂の
種があるという事実を記憶しましょう。
あなたが選挙の結果を受け入れたこと
で、選挙期間の緊張した状態にもかかわ
らず、国民は秩序を維持できたと思いま
す。今回の私たちの訪問は、過去にあった
私たちの分裂を克服し、神様のもと一つ
の国家、国民として協力していく時であ
るというメッセージをもう一度強調する

ためです。」と伝えた。
州知事はUPF代表を歓迎し、州行政委員ら
も我々の訪問を感謝した。彼は全世界や
ナイジェリアで展開されているUPFの活
動に敬意を表した。同時に私が言及した
問題について、既にカドゥナ州では超宗
教的な調和と協力を増進させるよう組織
やプログラムを準備したという点を伝え
た。またナイジェリア連邦政府と国家に
超宗教的な対話と協力に向けた機構の設
立を求めた私の考えを支持してくれた。
彼はUPFの地域行事や世界行事へも参加
可能の意思を伝えながら、政治的な州知
事を退任し一生の召命である平和の州知
事になると述べた。
その後、私たちは退任する州知事に平和
大使任命状と真のお父様の自叙伝『平和

を愛する世界人』を渡しながら、「あなた
は真のお父様の自叙伝を読み、平和に暮
らせるインスピレーションを受けれるよ
うになるはずです。だからいつでも永遠
なる平和に入れるという事です。」と話し
た。州行政委員たちも真のお父様の自叙
伝を欲しがったが、私たちの事務所には
十分な数がなく全員に配ることはできな
かった。私たちが渡したいと思う委員た
ち全員に自叙伝を配ることができるよ
う、この読者に真のお父様の自叙伝を寄
付してもらえることを期待している。
州政府庁舎のメディア担当者は、カドゥ
ナ州のラジオ局とテレビ放送局にその行
事の情報を伝えた。

ラファエル・オカラ・オコ

｜UPFナイジェリア支部事務総長
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1 退任する州知事を表敬訪問した、UPFメンバーと平和
大使

2 退任する州知事
3 真のお父様の自叙伝を渡す、筆者
4 州知事と記念撮影をした訪問者たち
5 筆者と共に州知事を訪問した平和大使たち
6 退任する州知事に記念メダルを贈呈する弁護士兼、人

権運動家のマイケル・オゼックホーム



現在、ブラジルには330個の訓読家庭教
会(ホームグループ)がある。今までブラジ
ルの指導者や食口全員がホームグループ
を通した伝道文化の定着を目指して努力
して来た結果、孤立していた地域の地方
教会であるブルマド教会をはじめとし
て、復興と勝利の証しが全国から出始め
ている。これを通して長い間、難しかった
氏族メシヤ勝利が可能となり、全国的に
伝道活動が活性化されている。

伝道勝利をモデルとする為に

最初、ブラジルでホームグループ活動が
始まった頃は、「ホームグループ」と「神氏
族メシヤ活動」の相関関係への理解度が
足らなかった人々が多くいたが、現在は
ホームグループのマニュアルなどを通し
た断続的な教育や実践の中で、ホームグ
ループの中心となる目的が神氏族メシヤ
の勝利であることを徐々に理解するよう
になった。
過去、ブラジルで神氏族メシヤ活動や伝
道活動において、多大な実績を見せた個
人や教会など数々のモデルが現れたが、
食口全体がそのモデルのようにするのは
難しい部分が多く、それ以上の目立った
発展は見られなかった。「あの人は特別な
能力があるからできたことだ。」と考える
のが全般的な雰囲気だった。伝道成功の
モデルを作り上げるには、誰でも実践で
きるモデルにならなければ、特定の人だ
けが勝利して、全員が氏族メシヤを勝利
することはできないのではないかと考え

るようになった。
修練会や伝道センター、そしてイベント
などを主に行う既存の伝道システムも、
ある程度の実績が出て上手くいっていた
が、一方ではその伝道センターと自宅と
の距離、活動時間と働く時間が重なるな
どの様々な理由で、思ったよりも実践し
難いシステムだった。教会に食口が多く
いても人々は伝道を行わなかった。
また、大会や修練会など、大きい教会のプ
ログラムだけで作られた伝道システムは、
人々を連れて来るのは専門的に取り組め
たが、講義や相談、その後のケアなど、一人
を復帰するのに必要な様々な要素への訓
練を受け続けることはできない。それ故、
いざ故郷に帰って一人で氏族メシヤ活動
をする状況に置かれても、思ったよりも伝
道できない状態だったりもする。また伝道
するにあたり必ず建物や場所が必要であ
り、それがなければ伝道できないという考
えにとらわれ、伝道は難しいという思いが
一層大きくなったりもした。
しかしホームグループ、一対一伝道はい
つどこでも同時に多発的に活動を進めて
いくことができる。また、ホームグループ
のモデルが一つ作られれば、そのモデル
を真似して相続さえすれば実践し易い。
これと同じモデルを数十個、数百個、数千
個に枝分かれさせても、財政面での困難
や場所の問題で伝道ができないといった
ような事は生じず、これといった問題な
しに発展させていくことができる。つま
り、ホームグループを上手く作り上げた

教会では、教会員の伝道活動の参加率も
高くなる。ブルマド教会のように礼拝参
加率が100パーセントになったりもする。
ホームグループ活動は、ある個人が素晴
らしい能力を備えていなくても、本人が
変わらない気持ちでマニュアル通り努力
すれば、誰でも伝道を勝利できるという
内容のシステムである。勿論、熱心に祈祷
したり、素晴らしい講義能力などがあれ
ばそれに越したことはないが、それがな
くても一般の食口がホームグループを通
して日々の生活の中で伝道がうまくいく
実践を自然と受けることになる。
具体的に話せば、「オイコス伝道」を通し
て、時に都合が合わないために教会の伝道
プログラムに参加できないとしても、生活
圏にいる人々を愛し、友達になり、信頼を
得て、人格で相手を感動させる訓練をする
ようになる。その次にホームグループで
は、伝道対象者の悩みを聞いてあげ、心を
開かせ相談する能力を育てる機会を得る
ようになる。また一対一原理訓読講義を通
し、食口全員が小さな原理講師となり教区
の修練会の日程を待たずとも、いつでも伝
道対象者の都合に合わせて小さな修練会
を実施することができる。「私は原理講師
ではないので修練会に連れて行くこと以
外には伝道する道がない。そして伝道は簡
単なことではない。」という考えから抜け
出して、食口全員が原理を伝えることがで
きる能力を育てることになる。
このような過程を通して、各自が神氏族
メシヤを勝利させる能力も育てながらホ
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大陸別ニュース｜南米

ブラジルホームグループ活動

ホームグループの目的は神氏族メシヤ勝利
ブラジルのブルマド教会のオダイル牧師は、ラスベガスの国際平和教育院（ピースパレス）で5月30日に開催された真のお父様聖和
1000日記念式で功労賞を受賞した（佐々木孝一ブラジル家庭連合会長が代理で受賞）。現在ブラジルで展開されている伝道活動と、
オダイル牧師が率いるブルマド教会のホームグル―プ活動を紹介する。



ームグループ活動を行っている。このよ
うにして食口全員が神氏族メシヤ勝利に
向けて、真の父母様が見せて下さったよ
うに、それぞれが自分の三弟子、十二弟子
の基台を立てながら、一人ひとり愛を投
入していこうと努めている。

ブルマド市の神氏族メシヤ活動

ブルマド市はブラジルのバイア州に位置
し、人口約7万人の都市である。オイコス
伝道、ホームグループ、一対一講義を通し
て、ブルマド教会のオダイル牧師は絶え間
なく教会の基盤を発展させており、教会の
食口たちも、自らが氏族メシヤを勝利でき
るという確信と希望を感じ始めている。
オダイル牧師は発展の理由を次のように
説明している。「教会を運営しながらオイ
コス伝道、ホームグループ、一対一伝道活
動をバランスよくまとめ、小グループのホ
ームグループとブルマド教会自体がバラ
ンスよく投入した結果であり、全体で食口
の数が65パーセント増えた。」とのこと
だ。また「ホームグループは、言った通り愛
の器が形成されてから自然と教会が成長
する雰囲気を作っていくことができた。ホ
ームグループにより食口が復興したお陰
で礼拝の雰囲気も活気づき、このような文
化を続けて発展させていければ、神氏族メ
シヤは誰でも勝利できるようになると期
待するようになった。」と述べている。
オダイル牧師によれば、牧会活動において
今のように発展させるまでの間、集中して
努力してきた幾つかの点を挙げることが
できるという。最も重要なことは、牧会者
がまず惜しみなく投入し見本となり、食口
を訪問し私情や心情を分かち合ったとい
う事である。牧会者夫妻がともに訪問する
ことが重要だと証している。つまり夫婦で
ホームグループを休む間もないほど訪問
したと語る。ある所は100キロメートルを
も越す距離だったが、食口を訪問し指導し
続けたという。ホームグループ活動の中で
努力した70パーセント以上は、訪問し愛

し面倒を見て教育し、一人ひとり復興させ
るのに投入したのである。
そのような訪問や現地指導は、ブラジル
ホームグループ発展に向けて一番重点的
に指導する内容とも一脈相通ずる。その
ような投入なくしてシステムだけに頼っ
て始めると、食口の動機を強めることも
できないと分かっている。そのような訪
問を通してホームグループ運営に対する
疑問も解け、食口は急成長するようにな
った。その牧師は現在も公式のホームグ
ループ修練会、マニュアル、ホームグルー
プ関連の礼拝内容、ビデオなどで学びな
がらホームグループ活動を正確に理解し
ようと努めている。特にホームグループ
マニュアルは、食口全員に徹底して読ま
せ、外的な面での伝道実績を求めるより
も、内的な観点からどんな活動を行って
も個人完成をなすことが最も重要な点で
あることを強調し、内外的に目標を成せ
るよう努力しているのである。
ホームグループの集まりで食口が最も重
要に考えていることは、具体的な週間目標
を立て、まず自らが変わることである。週
間目標で毎日自分の悪い習慣を克服し、愛
の幅が広がるよう努力し、それを毎週ホー
ムグループの集まりでチェックしている。
ホームグループで一定した期間のうち週

間目標を勝利すれば、実体的な変化を体験
でき、それからはホームグループだけでな
く信仰生活自体が楽しく感じてくる。
食口が立てる目標は生活の中で些細な内
容であるかもしれないが、それは一生の
うち一度も経験したこともない、人生を
大きく変化させることであるかもしれな
い。そのような小さなことが原因となり、
今まで夫婦関係、親子関係、カイン・アベ
ル関係が良くなかったのかも知れない。
それを勝利し自らが変われば今までとは
違う人生を味わえるようになり、新たな
希望や喜びが訪れるようになる。そうし
て心情の喜びを断続して発見する土台の
上で、氏族を復帰し爆発的な伝道を行え
る食口となることが、ブルマドとブラジ
ルホームグループ活動の目標である。
そのような週間目標を通して多くの人々
の愛が成長し、過去のある瞬間から生じた
妬みや傷よりも本然の愛の方が大きくな
れば、平和が戻ってくることを経験するよ
うになった。そして信仰し始め、初めて出
会った神様に再び会うことができる。こう
して自らを伝道し再び神様に出会わせる
ことがホームグループの最初の目標であ
る。このような内的勝利によって外部の人
々を伝道しホームグループまで連結させ
ることは、自然と出る結果なのである。

2015. 07    37

新しい人々が入ってきて繁栄したホームグループ 既存食口から始まったホームグループ

ブルマドホームグループ繁殖と発展過程

Burumado地域全体

食口：110名

新しい食口：75名

現在：185名(68％増加)

Por do Sol教会

既存食口：64名

新しい食口：29名

現在：93名(45％増加)

Rudiador教会

祝福家庭

１家庭からの出発

現在の食口：25名

Burumado教会

既存食口：44名

新しい食口：23名

現在：67名(52％増加)



真のお父様が望まれた統一の精神

マグロの季節は釣りのオリンピックのよ

うだとも言えます。私はマグロを捕るの

に新記録を立てる漁師になろうと決めま

した。しかし最初のマグロを捕まえるの

に22日もかかりました。その間、幾度かマ

グロを捕まえる機会がありましたが、経

験不足で結局全部逃してしまいました。

魚を捕まえた瞬間とても興奮するとすれ

ば、魚を逃した瞬間に感じる失望感はど

れ程大きいか言葉にできません。しかし

もう一度頑張ってみようと心に決めまし

た。太陽が沈みかける時、最後にもう一度

マグロを釣りたくて、太陽に沈まないで

くれと言いたいほどです。私の気持ちが

如何なものか理解できないことでしょ

う。このような精神を持っていれば、ある

事柄や問題を扱っても不可能なことはな

いでしょう。マグロを逃しても、捕まえる

まで頑張り続けるのです。―真のお父様

1975年7月、マグロを捕るためニューホ
ープがグロスターの港に戻ってきた。こ
の時初めてマグロ捕りに参加した。前年
度はマグロを捕る方法を学ぶ期間で、真
のお父様が滞在された2週間は何も釣れ
なかった。真の家庭が滞在するロックア
ウェイホテルの前にある埠頭にニューホ
ープを再び着けた。日が昇る前、真のお父
様は毎日朝早く来られて海に出られた。
釣竿6本が設置され、甲板に固定された回
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証言

マグロ捕りに求められるチームワーク
筆者は1974年から1983年まで真のお父様の船「ニューホープ号」の船長だった。以降アラスカで1983年から1998年まで長さ
約55メートルある「オーシャンホープトロール船」の船長だった。次は筆者がもうすぐ出版する予定の書籍『魚は釣り人についてい
く (Fish Follow the Fisherman)』の一部を紹介する。

『ニューホープ』で釣りをされる、真のお父様



転椅子に釣竿を固定させるための縄が用
意された。最初の魚を釣るまでそう長く
かからなかった。しかし経験不足でその
魚も逃してしまった。
初日から3日間、二匹の魚を釣る機会があ
ったが、最初の魚は船を早く動かせず釣
り糸がトリムタブ（主操縦翼面の後部に
ある小さな舵のようなもの）に引っ掛か
ったため逃してしまった。三匹目の魚と
は長時間引っ張り合いとなり、全作業の
拍子は揃い、魚は船と約30メートルの所
にいた。その時真のお父様とミスター・
ユが大声で話されるのが聞こえ、二つ目
の釣竿の糸に絡み始めた。私はその時、心
の中で「どうしたんだ？」と思った。その
瞬間真のお父様は魚を逃された。
22日間アメリカの指導者たちは幾度も同
船し、ミスター・ユも最後まで一緒にい
た。成功するのに何よりも一番重要な事
は、真のお父様と一つになることだった。
私自身も真のお父様と一つになることが
何よりも重要だった。信頼が揺らぐ瞬間、
真のお父様は魚を逃されたのだった。以
降13匹の魚を釣られたが、21日間マグロ
は一匹も捕れなかった。誰しもマグロを
捕ることは、個人の努力では不可能なこ
とである。チームワークが要求されるこ
となのだ。油がきちんと差してある機械
のように、すべての歯車がきちんとかみ
合わなければならない。
マグロが釣り糸を引っ張るまで、人々は

待ちくたびれて不平を言ったりするが、

マグロが釣り糸をくわえれば全員が一気

に一つになります。そのように迅速な団

結を見たことがありません。私が促進し

ようとしている統一の精神がこれなので

す。言葉で説明するより、世界に散らばる

統一教会人がここに来て直接この精神を

経験することが必要です。―真のお父様
マグロを捕る過程はこうだった。海に出
ると幾隻もの船の間に浮きが繋がれたニ
ューホープのいかり綱を沈めた。そのい
かり綱は、船長が沈められるようフライ

ングブリッジが設けられた船にレリーズ
船がペリカンフックで繋がれていて、甲
板の後方には潮瀬に浮かばせた浮きに釣
り糸6本が繋がれている。釣り糸ごとに長
さは異なり、海の中に沈む深さも異なっ
た。全部新鮮な魚を餌として使用した。
真のお父様は300パウンド（136キログ
ラム）もの新鮮な魚や餌を購入された。マ
グロを誘き出すために餌を切って一日
中海に投げ込まれた。真のお父様は直接
釣り針に餌をつけ、ギアを設定してはし
ごの上のフライングブリッジに上られ

た。そこで真のお父様は大貫さんに釣り
糸をどう設置するかを指示された。餌を
きちんと並ばせるために極度の注意力
が必要だった。釣り糸が海に投げ込まれ
た後は、一人は餌を約3～5センチの大き
さに切って真のお父様が指示される位
置に正確に投げ込み流れていくように
した。餌は主にタラを使用された。普通は
新鮮だったが、たまに船上で全部を使用
するまで何日も使う場合があり、腐った
りもした。
船を止め、釣り糸が投げ込まれた後、私は

2015. 07    39

真のお父様が釣りをされる時に、乗船されていた『ニューホープ』

真のお父様がまぐろを釣られた後、記念撮影を共にした筆者(右から一番目)



船室で釣り糸を結びつける道糸を用意し
ながら一日を始めた。一度使った道糸は
二度と使えなくなる。真のお父様は、一日
中フライングブリッジで釣竿を眺めてお
られた。遂に「引っかかった！」という声
が聞こえ、全員が動き出した。真のお父様
はフライングブリッジから降りてこら
れ、甲板で皆が釣り糸を引く間、大貫さん
は魚が引っかかった糸を操っていた。私
は機関室に入りエンジンをかけ、錨を下
ろした。このようなチームワークが重要
だった。

グロスターの新たな時代の開幕

最初の課題は、リールに巻かれた釣り糸
がなくなる前に船から魚が遠ざからない
よう追う事だった。その魚は約1000パウ
ンド（454キログラム）の大きさで、時速
23キロの速度で泳いだ。私は操舵室に入
り、ハンドルを握って船を操縦した。真の
お父様はリールを巻きながら魚を弱らせ

た。時に魚が方向を変えてしまい、釣り糸
が船のスクリュープロペラで切れてしま
う場合もあるので注意が必要だった。そ
うして真のお父様は釣竿を握り、船長は
舵を握って船を運転しながらマグロと踊
りを踊った。
釣竿を椅子に括り付けていた一番の理由
は、真のお父様は座っていた椅子から起
き上がり、他の人にも座らせマグロの力
を感じさせるためであった。この人々の
中でマグロのような大型の魚を捕った経
験がある人は誰もおらず、私はマグロの
方向を注視しながら釣り糸を食いちぎっ
て逃げないよう、釣り糸を緩ませないよ
う維持するのに必死で、人々は力の限り
糸を引いてみるが距離を縮めることはで
きなかった。再び真のお父様が椅子に座
られると全てが変わった。チームワーク
が再起動し、力が抜けたマグロを船の上
に引き上げる緊張した瞬間となった。皆
が歓呼する中、真のお父様は釣り糸を外

されモリを引き抜いたところで戦いは終
わった。マグロは船尾の仕切りから引き
揚げられた。
22日目になった日、ニューホープは二匹
のマグロを乗せて帰港した。真のお父様
は魚を下ろす漁港に戻る前、真のお母様
と子女様にマグロを見せてあげようとロ
ックアウェイホテルに寄られた。夕方に
なってレストランには多くの人がいた。
ところが誰かがレストランに入ってニュ
ーホープがマグロを捕まえて来たと叫ん
だためレストランはがらんとなった。そ
の多くの人々がマグロを一目見ようと甲
板に上がってきたため船が沈みかけた。
真のお父様は漁師の仲間となっただけで
なく、アメリカ最古の漁港として知られ
るグロスターマグロ漁獲の新たな時代を
始まらせた。以降8年間、マグロの季節に
なるたびに平均35匹は釣る基準を立てら
れた。誰もこの基準に近づくことはでき
なかった。
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暴風雨の中、船の燃料が

底をついた状態で航海

私の任務の一つは、真のお父様が正確に判
断できるよう、すべての状況をきちんとお
伝えすることだった。場合によって私自身
あることを決断したとしても、真のお父様
は疑われたりしなかった。ある日の朝、秒
速25メートルの北東の風が吹き付けると
いう天気予報だった。それでも真のお父様
は行こうと言われた。その日の朝はもう一
つ不思議なことがあった。私たちが出航す
るとき、お客さんのうちの一人がフライン
グブリッジに上りながら「燃料はたっぷり
あるよね？」と言った。私は心配しなくて
いいと答えて海に向かった。
錨を下ろし釣りを始め出した頃、空が暗
くなり曇りだしたが、海は静かだった。私
たちの船だけが出ていた。時間が経って
みると、海水が船尾を乗り越えてくる程
にも風と波が強くなった。海水が昇降口
から甲板に入ってきた。港に帰る時間だ

った。私たちは釣り道具をしまい錨を上
げる時、フライングブリッジから大波が
見え出した。私の目の高さは海水から4.5
メートルの高さだったが、波は3メートル
を越していた。このような状況の中、注意
を払いながら船を旋回させプロビンスタ
ウンまで向かわせていたなら、30分以内
で安全な港まで到着することができたで
あろう。しかしその日の夜、グロスターま
で帰ることが重要な気がして真のお父様
の決断を疑わなかった。
私は海だけでなく山でも多くの時間を過
ごし、いつも私は「山と海の唯一の違い
は、海では山が動く。」と話してきたが、そ
の時は本当に山々が動いていた。今にも
白波が私たちに覆いかぶさりそうだっ
た。前が全く見えなかった。波があまりに
も高くまっすぐ進むことができず、北西
のボストンまで向かった。私は波をかき
分け船の側面が山波のような波にぶち当
たらないよう必死だった。私はフライン

グブリッジの上で頭から黄色いレインコ
ートを被って、巨大な海のど真ん中にい
た。水しぶきと風の渦の中、海と調和を取
らなければならなかった。舞踏会でパー
トナーと共にダンスホールの床を滑るが
如く、私は海と共に北西風と砕ける波の
音に合わせ回り揺れながら進んでいた。
その速度は遅いといえども、少なくとも
私たちは移動していた。その時真のお父
様は他の船員と共に船室でロラン（現在
でいうGPS（位置測定器））を見守られた。
幸いにも陸地の保護を受け、海岸に近い
所まで到達し、船の方向をグロスターま
で向けることができた。4時間半が過ぎロ
ックアウェイホテルに到着することがで
きた。しかしこれで終わりではなかった。
翌朝、燃料を入れようとエンジンをかけ
るが、エンジンはかからなかった。既に燃
料は底を突いていたのだった。

アラン・ホーカンスン

｜真の父母様のボート船長
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釣り場に到着し、錨を下ろし釣りを始めた、『ニューホープ』



韓国内の主要メディアは、5月10日のオー
ストリア・ウィーン大会を皮切りに開催
された「ヨーロッパ宣教50周年記念行事」
を現地で取材し報道した。
月刊中央6月号には、オーストリア・ウィ
ーンの会場の雰囲気を、「行事が始まるま
で1時間程あるが、会場への入り口には車
が並び混雑した。大型バス数十台も会場に
続々と入ってきた。センター内に設置され
た登録所には、行事に参加する人々が列を
成し並んだ。センターの2階に設けられた
会場の中に入ると熱い熱気を感じた。式に
先立ち繰り広げられる公演に、場内は空席
もないほど人々で埋め尽くされた。主催者
側の推計で参加数は約3千名。内訳はオー
ストリアを始めにドイツ、イギリスなどの
ヨーロッパや、アメリカ、日本、アフリカの
他、35か国の家庭連合の信徒および前現職
政治家、平和大使である。」とその熱気を紹
介し、ドイツ大会のことも「ドイツ各地か

ら来た家庭連合信徒、海外同胞、一般市民
など800名以上が集まった。この日の大会
では3月に就任後、初の海外巡回に出た文
善進(39)家庭連合世界会長が講演した。」と
記した。
この記事は、真のお母様の基調演説の内容
とヨーロッパにおける家庭連合の業績に
ついて具体的に言及した。真のお母様は5
月11日、ウィーンの国連本部国際平和カン
ファレンスに参加された後、現地取材のた
めオーストリアに来た韓国の記者団と懇
談会形式でインタビューに応じられた。記
者は、真のお父様の聖和以降、家庭連合を
率いてこられた真のお母様のリーダーシ
ップに関心を寄せ、特に「生涯を為に生き
てきました。国の為ならできないことはあ
りません。訪朝の時期を 窺

うかが
っています。な

るべく南北の政府の面子を立てなければ
いけませんしね。」と語られた真のお母様
のみ言に注目しながら、真のお母様の北朝

鮮訪問の意志に関心を寄せた。
その他、週刊朝鮮(2015.5.25)での特集ルポ
に『北朝鮮統一教に精誠、訪朝時期を窺う』
というテーマで、真のお母様と韓国記者団
と の 懇 談 会 の 内 容 を 扱 い 、週 刊 東 亜
(2015.5.26)では、『ヨーロッパ宣教50周年を
迎えた世界平和統一家庭連合』というテー
マのもと「オーストリア、ドイツ、イギリス
で記念大会を開き、ヨーロッパ各国の信徒
やその家族数千名が雲集」というサブテー
マをつけ、オーストリア大会を中心にドイ
ツやイギリスで開催された大会に言及し
た。また時事ジャーナル(2015.5.26)は、真の
お父様聖和以降、家庭連合を先導してきた
真のお母様のリーダーシップに注目し、他
のメディアと同様、真のお母様の記者懇談
会の内容を丁寧に扱った。中央日報、聯合ニ
ュース、ニューシス、世界日報などの日刊紙
でも記念行事に比重を置いて報道した。時
事ジャーナルで報道した真のお母様の記
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鮮鶴平和賞受賞者の選定経緯を記者懇談会で説明する、洪一植委員長



者懇談会の主要内容は次の通りである。

『北朝鮮、金正恩は会う時期を窺っている』

奨学財団がありますが、どんな社会活動を
計画しているか。
文鮮明総裁と私は人類の親である「真の
父母」として70億人類を私たちの子女と
思っている。真の父母は彼らの道を切り
開いてあげる人である。社会事業ができ
るならやるべきだと考えており、今後も
多くの活動を行うつもりである。全世界
を未来に導き指導できる指導者を輩出す
る計画である。これには惜しみなく投資
する計画である。
輩出しようとする指導者は教会指導者な
のか、それとも社会指導者なのか。
信徒でない人も志に従えるとなれば、道
を切り開いてあげるつもりである。
真の父母とイエスの関係はどうなるのか。
イエスは第2次アダムとして来られた方
だ。しかし家庭を持てなかった。だから

「再び来る」と言われ、再び来たとき子羊
の宴をするといった内容がヨハネ啓示録
に記されている。ここでの子羊の宴とは
結婚するという事を意味している。キリ
スト教2000年の歴史は独り子と共に「独
り娘」の基盤を築いてきた歴史である。

「真の父母」は第3次のアダムとエバで、完
成を示す。
ヨーロッパでの他の宗教とは異なり、若い
信徒が多い理由は何だと考えるか？

具体的には、統一原理教育を受ければ理
由がわかる。若い学生が原理を学び感銘
を受けて入ってきたのだ。若い人が集ま
るというのは、未来に希望があるという
事を意味している。
国連キャンパスの主題は、韓半島緊張解消
と統一方案であった。北朝鮮から招請の意
思が伝えられたとのことだが、いつごろ訪
問する予定か。
文総裁と金日成の関係は非常に密な間柄
だった。金正日と金正恩もその遺志を尊
重している。
金正恩国防委員長と会談する考えがある
のか。
国と世界のことならばできないことはな
い。時期を窺っている。なるべく両方の面
子を立てなければならない。

第1回鮮鶴平和賞受賞者発表

鮮鶴平和賞委員会（委員長  洪一植  元高
麗大学総長）は6月8日、アメリカのワシン
トンDCにあるナショナルプレスクラブ
で内外記者会見を開き、第1回鮮鶴平和賞
受賞者を発表した。受賞者は、オセアニア
にある島国キリバス共和国のアノテ・ト
ン（63）大統領と、東南アジア貧民救済と
食糧危機の解決に先駆けたインドのモダ
ドゥグ・V・グプタ（76）博士が選ばれ
た。この発表は韓国の朝鮮日報、月刊中
央、中央日報、世界日報、聯合ニュース、放
送局のMBCとYTNなどで報道された。

朝鮮日報は受賞者について、「太平洋の島
国キリバス共和国の大統領は、温暖化に
よる海水上昇で2050年には海に沈む危
機におかれている自国の状況を世界に訴
え、環境変化に対する世界的な解決策へ
の模索を主導し、ノーベル平和賞の候補
にもとりあげられている。グプタ博士は、
魚の養殖の技術「青色革命」を主導し、東
南アジアやアフリカの貧困層に教えるな
ど自活のサポートをした。
鮮鶴平和賞委員会の洪一植委員長は、「21
世紀に入り、気候の変化や食糧危機によ
る災難が地球のあちこちで発生してお
り、近い未来には地球全体に危機が訪れ、
生存自体を脅かす兆しが見えている。こ
の危機から人類を救う知恵を主体的に模
索し行動することを、未来の平和アジェ
ンダとして設定した。」と説明した。
委員会は各国の著名人、国際的に権威あ
る賞の受賞者、世界的権威を持つ学術団
体、非政府機関（NGO）などを介し、66か国
182名が候補者として推薦を受け、1年を
かけて審査した。委員会は人類の未来に
向けた持続可能な平和への気候変化や食
糧危機問題解決に注目し、第1回の受賞者
を選定したと説明した。単一賞では韓国
内最大規模である100万ドル（約11億ウ
ォン）の賞金が授与される第1回授賞式は
8月28日、ソウルにあるグランドインタ
ーコンチネンタルホテルで開催される予
定である。
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カンボジア
６月13日、朝早くから5千人の学生が国際
青年会議に参加するために、ソピック・メ
ンコルセンターの前に列をなした。『世界
平和のためのアジア青年の役割』というテ
ーマの下で開催された、今回の国際青少年
会議はカンボジアの天宙平和連合と青年
連合が合同で主催した。バタンバン都知事
が開会の辞を述べた後、アジア天宙平和連
合の龍鄭植会長が天宙平和連合の核心的
な平和原理を紹介した。龍会長は平和を成
す過程で、青年平和大使たちの役割がどれ
だけ重要化を説明した。

マレーシア  
天宙平和連合マレーシア支部の首席顧問

である、ユ・ジョンヨン会長夫妻がマレ
ーシアの国会議員たちを引率し、アメリ
カ・ネバダ州ラスベガスで開催された、
指導者会議に参加した。マレーシア国会
議員代表団は真の父母様の平和思想につ
いての説明を聞いた。３日間の教育後、ユ
会長が世界平和を成す上で、マレーシア
の特別な役割についての感動的な演説を
した。ユ会長は真の父母様の世界平和の
ための業績を中心に演説し、韓国とマレ
ーシアの特別な関係を強調した。

タイ

修練の週に、州知事が家庭連合の教えと活
動に積極的に同意し、祝福式の行事を支援
した。社会開発局長を始めとした、州庁舎
のすべての公務員たちと地域指導者たち
を呼び、そのプロジェクトを理解し、受け

入れた。各地域に公文を送り、最底10組を
原理講論教育に送り、祝福を受けることが
出来るように指示した。大部分の地域責任
者たちがその指示を受け入れた。

アメリカ
第10回青年武道ピースカップがニュージ
ャージー州クリプトン市にある、「ボーイ
ズアンドガールズ」クラブで開催された。
クリプトン市統一武道アカデミーを含
め、７～８校の武術学校の学生約100名が
参加した。主催者の中の一人は、「武術家た
ちが私たちの方法を気に入っています。
私たちは偏見なく互いを愛しています。
私たちには情熱があります。」と話した。

ペルー
ペルー家庭連合は1948年ベネズエラで
創設された、Gran Fraternidad Universalと
いう霊的な団体の会員たちと共に、リマ
の教会本部で国際ヨガの日を準備し記念
した。一生をかけてヨガを学んだ、カルロ
ス・アルベルト・ユロゴエン博士が、初
めてどのように霊的な慣習に触れるよう
になったのか、そしてその人生がどのよ
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うに変わったのかに対する感想を発表し
た。イザベル・ロドリゲス博士は心理学
者として、そしてライフスタイルコーチ
として働く時、どのようにヨガを活用し
たかを説明した。二人の専門家がヨガの
示範を見せ、皆を瞑想に導いた。

ニュージーランド
ニュージーランドの平和大使たちが５月
に始まった、原理講論スタディーを続け
るために、６月末に再び出会った。35名が
スタディーに参加した。この日の司会者
はオークランド東部にあるホイック市の
前市長、モーリン・クーパーであった。デ
イム・ジェーン・セコべー牧師の感動的
な開会祈祷の後、ジュリアーサー・キコ
ールUPFニュージーランド支部長が二性
性相の概念を説明した。彼はその説明で、
この教えを平和世界を成す上で根本的な
要素である、体と心の統一と連結させた。

マーシャル諸島
真のお父様聖和三周年を準備するため
に、マーシャル諸島の食口たちが93日特
別精誠期間を始めた。去る日曜日にマー
シャル諸島の食口たちが、「神は彼らを祝
福して言われた、『生めよ、ふえよ、地に満
ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の
鳥と、地に動くすべての生き物とを治め
よ』」という聖書の一節を読んだ。人間始
祖が堕落することによって失ってしまっ
た祝福が復帰されるというメッセージを
通して食口たちは大きな力を得た。

トーゴ

トーゴ祝福家庭がトーゴ家庭連合本部で
行われた、4日セミナーに参加した。セミ
ナーのテーマは「私の家庭とビジョン
2020」であった。最近韓国で開催された
40日修練会に参加した、トーゴ家庭連合
会長がプレゼンテーションを発表した。
セミナーの目的は食口たちが心から神様
と真の父母様の心情を理解すること、原
理講論を理解し実践すること、真の家庭
を成すこと、霊界を理解すること、本当の
アイデンティティーを探すこと、堕落性
を脱ぎ中心人物となること、そして神氏
族メシヤとなれるように助けることであ
った。

スワジランド

天宙平和連合スワジランド支部が平和大
使と、神氏族メシヤたちを対象にセミナ
ーを開催した。セミナーはスワジランド
の商業都市の中心地にある、ジョルズホ
テルで開催され、38名が参加した。チャー
ルズ・ムビンゴ副事務総長が「今回の平

和大使セミナーはリーダーシップの力量
を育て、スワジランドで平和を促進する
人道主義プログラムの持続的な動機とな
るであろう。」と述べた。

ロシア
ロシア家庭連合がモスクワ郊外にあるマ
ラコブカで、6月初めまで、二世のための
修練会を開催した。７歳から10歳まで37
名の二世たちが参加した。修練期間の間、
人間が神様を日常生活の中で出会うこと
のできる方法について論議したのだが、
父母を通した方法と良心、祈祷、善行など
を通した方法について論議した。比較的
高学年の子供たちは、神様に喜びをお返
しするためにどんな性稟を持つべきなの
か、そしてどんな原則が私たちの人生に
おいて基準とならなければいけないかに
ついて考える機会となった。
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