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世の中がすべての光を失ったように真っ暗で漠漠としていた2012年の晩夏、真のお父
様は肉身の人生ですべてを成され、最後の勝利の報告と共に聖和された。ご自身の93年
のご生涯を通じて真の父母、メシヤ、再臨主の使命を尽くすために血と汗と涙の路程を
歩んで行かれた真のお父様は、限りない精誠と果てしない投入で全人類が歩んで行く
べき、はっきりとした道を教えてくださり、その勝利的人生をただ後世のための遺産と
して残された。
歴史的な天宙聖和式後、真のお父様と完全に一体となっておられる真のお母様の一声

は、真の父母様の摂理的責任分担の完成・完結・完了の基台の上ですべての祝福家庭たちにくださった「中断なき
前進」であった。そして神霊と真理を中心として、愛が溢れる教会生活と祝福家庭として信仰の根本を強調してくだ
さった。
2001年、神様王権即位式以降、3次の４年路程である蘇生、長成、完成期の12年を経て、平和の王天地人真の父母の位
相で迎えた基元節は、真の父母様が全人類のために開いてくださった実体的天一国出発の新起源となり、真の父母
様はビジョン2020を宣布され、天一国の実体化のために不撤昼夜で東奔西走し、私たち祝福家庭を導いておられ
る。天一国は祝福家庭が真の愛を中心とした、真の家庭を成す実践的な人生を通じて、人類の普遍的価値として文化
化する時、実体的な基盤を備えるようになる。
1960年、真の父母様の御聖婚以来、私たちは皆、真の父母様を誇り愛しながら、歴史にない勝利的基盤を造ってき
た。真の父母様の金婚を越えて、今や私たちは二世と三世が共に暮らす時代を生きている。この時代は真の父母様が
祝福家庭と二世、三世圏をご覧になられたとき、誇らしく思われ、愛するしかない環境をつくって、すべての祝福家
庭が理想家庭の実体として生きて行く姿をお見せしなければならない。そのような姿こそ最も自然で美しく、理想
的な姿であり、私たちは皆、天の父母様に似る真の天一国の主人として正しく立つであろう。
このような真の祝福家庭が世界各地で中心となり、その範囲を広げ、拡大して神氏族メシヤの使命を成して行く時、
天一国は観念を越えて実体として現われるようになるはずである。真の父母様は天一国基元節以降、未来と二世圏
のための環境創造を強調し、「圓母平愛財団」を設立して圓母平愛奨学金と真の父母様の平和思想を世界化するため
に鮮鶴平和賞を制定された。全世界の多くの未来の有望株の二世たちが奨学金の恵沢を受け、彼らの夢とビジョン
を作っていっている。
また歴史的な真のお父様聖和3周年を迎え、初めて鮮鶴平和賞の受賞者を決定し、授賞式を持つことになる。環太平
洋時代を宣言し、人類の平和のための一本道で海洋摂理を主導していらっしゃった真の父母様の平和思想に繋が
り、初の受賞者が太平洋を中心としたオセアニア地域から出ることになったのは、偶然ではないだろう。平和の海洋
文化の花を咲かせ、摂理の祖国である韓国と連結すべきオセアニア大陸の責任を強く感じ、120日精誠と共に迎える
真のお父様の聖和3周年を控え、ビジョン2020の目標に向けてすべての食口たちと共に全力投球して行くことを決
意する。

真のお父様聖和三周年を迎えて
ユ・ジョンドク│オセアニア大陸会長
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尊敬する国内外の貴賓、そして紳士淑女の
皆様。きょうこの貴い日を迎え、私は儀礼的
でお決まりの挨拶を申し上げるために、こ
の場に出てきたのではないことを御了承く
ださるようお願いします。人類を罪悪から
救うために、真の父母の資格でこの地に顕
現した私です。短い時間ですが、天がきょう、
皆様に下さるメッセージの一端をお伝えす
ることで、私の挨拶に代えさせていただき
たいと思います。「真の父母は神様の体」とい
う題目のみ言です。

人類に照らす真理の光を持って

捜し求めて来た道

皆様。神様を御覧になった方はいらっしゃい
ますか。神様は無形でいらっしゃるので、死ん
で霊界に行っても見ることができない方で
す。したがって、肉身をもって生きる人間と関
係を結んで生きるためには、神様も体をもっ
た父として、この地に顕現されなければなり
ません。このような天理ゆえに、神様は、人類
始祖であるアダムとエバを創造されました。

彼らを通して神様は、御自身の姿を有形と無
形の両面で顕現しようとされたのです。
そのようになる場合は、有形世界と無形世界
が調和して一つになった姿であり、宇宙が一
つになったものをも象徴しています。
そうだとすれば、肉身をもって生まれた人間
として、どのようにすれば無形でいらっしゃ
る神様の体になることができるのでしょう
か。神様の属性は、絶対愛、唯一愛、不変愛、永
遠愛です。神様のこのような属性を完全に伝
授して創造された最高の傑作が人間です。有
限な物質世界の原理原則を土台としてつく
った肉身は、永遠に存在することはできませ
ん。それで神様は、アダムとエバが完成に至
れば、彼らの中に内在して完全一体をなすこ
とによって、アダムであると同時に神様であ
り、神様であると同時にアダムであるという
永遠の関係を結ぼうとしたのです。
もしアダムとエバが堕落せずに神様の戒め
を守って個人完成し、神様の祝福のもとで結
婚式を挙げることさえできていれば、彼らの
子女たちはもちろん、子々孫々、永遠に神様

の属性を相続して生きる神様の体になって
いたでしょう。また、真の愛の絶対価値圏は、
必ず真の愛の相対圏を確保することによっ
てのみ可能なので、アダムとエバさえその基
準に立てられていたならば、人類は、子孫を
通じて、自動的に神様の絶対相対の位置で永
生福楽を享有することができたのです。結
局、人間の堕落は、神様に最も大きな打撃を
与える結果を招いてしまいました。縦的には
父母と子女の関係であり、横的には神様御自
身であると同時に子女である人間を、神様は
丸ごと失ってしまったのです。
アダムとエバが神様の体を備えれば、神様
は、彼らの心の中にお住まいになりながら、
有形世界である地上世界と無形世界である
霊界を統治するようになっていたのです。
それは、神様の統治であると同時に、アダム
とエバの統治でもあります。それと共にこ
の地に神様の王国、すなわち平和王国をつ
くり上げたでしょう。アダムは、地上天国の
王であると同時に、天上天国の王になって
いたのです。神様の属性をそのまま受け継
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真の父母は神様の体
「二〇〇五世界文化体育大典」祝賀晩餐会でのみ言│二〇〇五年八月一日 韓国、ソウル、ロッテ・ホテル



ぎ、アダムはすべての被造物の上に、絶対的
存在であり、唯一の存在であり、永遠で不変
な真の愛の実体の父母、実体の王、実体の主
人、実体の師になっていたのです。今日の人
類は、神様の体をもって生きる分身体とな
っていたでしょう。
そうだとすれば、何が問題となったのでしょ
うか。それは、堕落が元凶です。堕落は、人間
を無知の世界へ追い込んでしまいました。父
母を失った天涯の孤児にしたのです。目の前
に広がる山川草木は見ることができても、そ
の根である神様に対しては、聞くことも、見
ることも、感じることもできない不感症患者
にしてしまったのです。しかし、人間よりも
大きな苦痛と悲哀の中に落ちた方が神様で
す。御自身の創造理想を強奪され、愛する息
子、娘を強奪され、真の愛の理想の園として
創造しておいた地球星まで、怨讐サタンのろ
うらく籠絡の場として渡してしまったので
すから、どれほど悔しさで胸が痛み、寂しい
ハン恨の心情だったでしょうか。呆然とせざ
るを得ません。
皆様は、このような神様の立場に対して、ど
れほど多くの慰労の涙を流したことがある
でしょうか
愛する息子を怨讐に渡さざるを得なかった
神様、権限がなく、能力がないからではなく、
天理原則として立てておいた愛の天道を、
御自身自らが踏みにじることはできなかっ
たので、涙で耐え忍び、待ち望まれながら、復
帰摂理を進めてこられた私たちの父でいら
っしゃいます。創造主であられる御自身ま
でも否定しなければならない辱めを受けな
がら、子女を探し求め、はるか遠い蕩減復帰
の道を歩んでこられた方です。全知全能で
あられる神様も、真の血統を復帰するには、
このように地獄よりも大変な路程を経なけ
ればなりませんでした。
だからといって、神様が主導してこられた
復帰摂理は、天理原則の軌道を外れた無作
為の摂理になることはできません。サタン
の偽りの父母の血統を受け、堕落のこうえ
い後裔に転落した人類を、再び天の真の血

統に復帰してあげる真の父母を探し立てな
ければならないのです。アダムが完成し、神
様の祝福結婚を受けて立てるべきだった天
の血統を、再び取り戻してあげる体をもっ
た神様を、この地上に立てなければならな
いのです。サタンとは無関係の真の家庭、真
の国家、真の世界をこの地球星に立てなけ
ればならない天の摂理があるのです。
それで、二千年前に送られたイエス様は、第
二アダムとして来られたのです。しかし、ア
ダム以降四千年という期間にわたって準備
してきたユダヤ教とイスラエルが天のみ旨
を果たすことができず、イエス様を不信して
しまいました。結果的に、救世主でありメシ
ヤとして送られたイエス様を中心とする人
類の血統転換は挫折してしまったのです。再
び天は悲嘆の谷間を行き来しながら、天地か
いびゃく開闢の一日を待ってこられました。
サタンの偽りの血統を完全に根こそぎ抜い
てしまい、天の真の血統を出発させることが
できるその一日を待ってこられたのです。
皆様。このような途方もない天宙的次元の
押印を受け、この邪悪な世界に現れた人が、
正にきょう皆様の前に立っているレバレン
ド･ムーンであることを知らなければなり
ません。皆様は御存じないと思いますが、私
の生涯を振り返ってみれば、実に推し量る
ことのできない試練と苦難の生涯でした。
サタンの六十億の軍隊を相手に、いっきと
うせん一騎当千の悲壮な覚悟で闘わなけれ
ばならない孤独で凄絶な闘いでした。怨讐
サタンを自然屈伏させ、奪われた天のぎょ
じ御璽を取り戻さなければならない、決し
て負けることのできない闘いだったので
す。数限りなく霊界をしょうりょう渉猟し、
四大聖人はもちろん、神様にまで挑戦状を
差し出し、創造の神秘を明らかにし、人類救
援のための答えを探し出すために、名状し
難い試練を経ました。
また、地上界の救援よりも霊界の救援のほ
うが先でなければならないという天理を知
り、まず霊界の救援を完成しました。その土
台の上に、神様が安心して体を使うことの

できる完成人間としての道を駆けてきまし
た。天の真の血統が二度と汚されることの
ない、真の血族を出発させた真の父母の道
を完遂したのです。個人、家庭、氏族、民族、国
家、世界的次元を越え、霊界の数千億の人類
までも、真の血統に復帰してあげなければ
ならない救世主、メシヤの道を歩んできま
した。せいもう青盲（目はあいているが、実際
には物が見えない眼病のこと）となった六
十億の人類に光をもたらす真理の光をもっ
て尋ね求めてきた道でした。

天が六千年間準備してきた、天理

今や、人類の行く道は、あまりにも確かなも
のとなりました。後天時代の超高速道路を
走っている皆様の生涯に、もうこれ以上障
害物はありません。心を大きく開いて天の
み言を受け、人間完成の道を歩んでくださ
い。真の父母の分身となり、心ゆくまで天の
祝福を伝授してあげる後天時代の横的真の
父母になってください。地上で平和王国を
創建し、永遠に神様を真の父母として侍っ
て生きる、恵まれた天国の主人になってく
ださい。地球星の至る所では、いまだに荒々
しいうめき声が途絶えていません。人類の
未来を心配し、世界平和の具現のために第
一線で走っている指導者でいらっしゃる皆
様の役割が、非常に大きいことを肝に銘じ
てくださるよう願います。
私がこのように公的な場でお伝えするメッ
セージは、私自身の哲学や統一教会の理論
ではありません。天が六千年間準備してき
た天理であり、天道です。神様は、真の父母で
ある私の体をお使いになり、実体の真の父
母としての摂理を進行させていらっしゃい
ます。どうか、新しい天の希望を抱いてお帰
りください。真の父母様に侍って平和王国
創建の隊列の先頭に立つ皆様となってくだ
さるよう願います。どうか、真の父母様の代
身者となり、相続者となってください。神様
の祝福が皆様と皆様の国家の上に永遠に共
にあることをお祈りいたします。ありがと
うございました。
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今、この時代は、コミュニケーションが切
実に必要です。責任ある本当のコミュニ
ケーション！私がいつも強調すること
は、「一つになろう」ということです。一つ
の世界へ向かう道に障害があるならば、
コミュニケーションを通して真実を明ら
かにしなければなりません。
互いに美しくコミュニケーションをとっ
てこそ
私たちの行く道は決まっています。目標
がはっきりしています。真の父母様を中
心にお迎えして、摂理歴史にただ同参し
ながらついて行くのですが、外の世界を

見てみると、互いに「我が国が最高だ。我
が国を中心として、世界が一つになるべ
きだ。」と言い張っています。ますます一
つになるのが困難な世の中になってきて
います。しかし、天の父母様が生きておら
れる限り、堕落世界の思いのままにはな
りません。
今日のすべての人類と国々が、この新し
い時代（の到来）を痛感しています。なぜ
現実的に世界では予測できない、芳しく
ないことばかり起こっているのか知らな
ければなりません。韓国だけで見ても疲
弊していますが、気候の温暖化のせいで

すね？今は季節的には梅雨になり、雨が
たくさん降るべき時なのに、干ばつが続
いていますね？そして、ギリシャは生き
るか死ぬかの状況です。世界中が不安の
渦中にいます。
本心が願うものを悟らせて、明らかにし
てあげなければなりません。私たちが世
界の暗闇の中でも光を照らし、彼らに、

「すべての問題を解決することができる
真の父母が来られた」と知らせるべきで
しょう？そのように知らせることが、正
しいコミュニケーションです。み旨を共
にした人々がコミュニケーションを交
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わし、一つになっていけば、父母様が願
われ、天の父母様が望んでおられる一つ
の世界、地上天国が実現されるでしょ
う？私たちの手によって作ることがで
きますね。
天の前では自分を低くする立場に立って
生きる人が正常な人なのです。人間の欲
望通りに振る舞えば、多くの問題が生じ
ます。この新しい時代、天一国を開いてい
くこの時において、１世と２世が互いに
美しく疎通する必要があるでしょう？一
つになるべきでしょう？ここに２世圏が
何人出席したのか分かりませんが、２世
だけでは、今後の未来があるとは言えま
せん。まだ世の中には、70億の人類、１世
圏がいます。彼らをすべて私たちが導い
て抱くまでは、準備と実力が必要ですが、
わずかな数をもって大きな効果を得るに
は、一つにならなければなりません。個々
人にどれほど能力があるかは分かりませ
んが、限界があります。全知全能の天の父
母様に倣い得る人間がいますか？
統一家の祝福家庭においても同様です。
自分が正しく、自分が真実であり、自分が
完璧だと思っている人がいますか？皆不
足な者たちです。大きく言えば、どの機
関、団体、教会においても、独断主義はあ
り得ません。お互いにコミュニケーショ
ンし、和合して一つになった立場では大

きく発展しますが、そう出来ず、どこか一
箇所でも詰まっていれば対話が成り立ち
ませんね？対話は両者が自らをオープン
にしなければなりません。 
1世の兄・姉の立場にいる人々が広い心
で、可能性のある人材を立てて育てなけ
ればなりません。一朝一夕にして牧会者
は育たないのです。私たちには時間が必
要です。この時間が必要な時に、一箇所に
集中することも大変なのに、正邪を言い
合っていてはならないのです。そして私
たちが助けるべき２世や３世圏の子女た
ちがどれだけ多いですか。私たちの未来
の希望です。このような子供たちを教育
して、世界最高に育てなければなりませ
ん。指導者として、成長させなければなり
ません。これがどれだけ重要なことなの
かわかりません。それに力を入れようと
思います。わかりますか？
今、私たちがしようとすることは歴史的
です。一度しかないことです。ここに同参
して仕事をした！それでも皆さんは私に
出会えたので幸運です。皆さんの行いを
私が知っていますね。世界中の人々が皆
そうです。私（真の父母）の話を聞きたが
ります。今現在お母様がどのようなお姿
で、お母様が何をされ、何を好まれている
かが関心事です。しかし、私は皆さんを認
めてあげて、「このように行きましょう。

一つとなって行こう。」と言いますね。こ
れは私の欲からではありません。皆さん
をすべて一緒に私が連れて行こうという
ことです。このようにありがたく感謝す
べき事があるでしょうか？
考えてみてください。キリスト教は2000
年の歴史において、人間の力では不可能
だという文化財をたくさん作って来まし
た。ところがそこには、心と体の統一はな
されず、聖職者と信徒と国の為政者とが
一体となれなかった状況でも、これほど
の文化を成し遂げてきました。そうであ
るなら、我々は、この時点において、国も
なく備えられたものがないとしても、一
つになって、ある目標が立てられたなら
ば、それに向けて私たちが最善を尽くし
て行く時、後代の人々がどのように評価
するでしょうか？
老若男女を問わず、子供たちまで全て同
参する文化、父母様を考えると嬉しくて、
朝起きて服を着る時、「私がこの服を着た
ら、お父様が私を見た時にどのような表
情を浮かべられるだろう？」と思いを馳
せながら、24時間、父母様を考えること
が、私たち特有の心情文化ですね。そうで
すよね？真の愛は、欠点もかばってあげ
ることができますね。私はすべての門を
開いたと言いました。私以外には誰もで
きないことです。
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私がきょう、皆様を呼んだのは、一言で言
うと信頼し、愛しているからです。すでに
何度もお話ししましたが、私は「真の父母」
です。70億人類の前において真の父母で
す。真の父母の行く道は原理原則通りであ
って、どんぶり勘定のようにするのではあ
りません。
人類の願いは何ですか？天の父母様の願い
は何ですか？真の父母に会うことです。六
千年の人類歴史は堕落圏でしたよね？皆様
は何の功績があって、何の福があったのか
は分かりませんが真の父母と出会いまし
た。真の父母は永遠に唯一であって、2代、3
代とはあり得ません。
そうだとすれば真の父母様が産んだ肉体の
息子、娘もいます。神様は天地創造をされ、

アダムとエバを創造されて責任を与えられ
たように、真の父母の子女たちにも責任は
伴います、分かりますか？絶対的に父母様
と一つになる位置、孝子、孝女、忠臣の名を
受けなければなりません。

一人を貴く思い、伝道しなければならない

お父様の聖和後に、私は韓国教会、全世界の
教会に神霊と真理で（摂理を）進めていくと
話しました。それが原則です。蕩減復帰摂理
歴史を勝利で完成させて新たな時代を開い
てあげたので、新たな時代には真の父母を
中心として、絶対信仰、絶対愛、絶対服従で
す。真の父母と一つにならなければならな
いのです。支流はあり得ません。祝福を受け
た皆様も同様です。脇道にそれてはいけま

せん。それは真の子女にとって役に立つ道
ではありません。皆様、知っておいてくださ
い。私が生きている時、そのような事が起こ
れば、私は収拾していきます。また整理する
つもりです。私がいなくなった後代の事を
考えれば、それはこうするしかないのです。
私たちは世の中と異なります。
先ほど私が皆様に、お父様に初めてお会い
した時のその感覚、その姿を尋ねてみまし
た。堕落した世の中の人々とは異なります。
み旨を全て成し遂げ、私たちの肉体はあの
世、永遠なる本郷に行こうと準備する期間
であるこの地上生活なのですが、逝かれる
そのお姿もまた美しく、世の中の人々とは
比較にもならないそのような状態で行かね
ばならないということは、言うまでもあり
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真の父母様のみ言 3

真の父母は永遠に御一方
国家メシヤ特別午餐会でのみ言│2015年７月23日 天正宮博物館



ません。私はみ言をまとめながら、宝石のよ
うなこのみ言をさらに光り輝かせてみせる
と話しました。天の父母様の願いは、六千年
の間、血の涙が出る蕩減復帰の摂理歴史で
す。一日も気が休まる日はありません。その
ように言葉にできない痛みで綴られた歴史
なのです。信じていた人が脱線したり（み旨
を）放棄する位置に立つようになれば、天の
父母様のお気持ちはどうだったか想像でき
ますよね？
私も同じです。私はこの子に3年を待つよう
に言いました。静かにしているように言い
ました。その言葉の意味は「成長しなさい」
ということです。責任を果たせる位置に進
めるように願っていました。
子供として、また人間として侍る方に対し
て、そういう態度に出てはいけないのです。
ああだこうだという資格はありません。こ
ういう言葉は言いたくありませんでした。
しかしこの親不孝な者が、自分が真の父母
だと言っているので、こっち側にもし並ぶ
とすれば自分はどうなるのかという人々が
出て来るので、これではいけないと思って
今日、皆様に来るよう言ったのです。私が生
きているからまだ良かったのです。私がい
なくなった後代において起きるかもしれな
かった事態を、天がすべて整理して下さる
のです。分かりますか？
愚かな者になってはいけないという話で

す。誰もが真の父母にはなれないのです。独
り子、独り娘の隊列にも入れない者がどう
やって真の父母になるのですか？天の父母
様、真の父母様は永遠に唯一です。その前に
おいて列を並べる孝子、孝女、忠臣になりな
さい。そういう意味で、皆様は私に会ったと
いうことは多くの福がある人々なのです。
もしも万が一、「真の子女だし、少しだけで
もお手伝いしよう」というふうに揺らがな
いように。（むしろ）手を出してあげないこ
とがお手伝いになるのです。皆さんも分か
っているではないですか、蕩減ということ
を。堕落した人類の前に蕩減なしに発展は
ありません。六千年以上にもなる長い長い
歳月を経て現れた真の父母です。
これからは皆様が、皆様の周辺や兄弟たち
を保護してあげなければなりません。原理
原則です。真の父母様の位相に傷をつけな
い兄弟姉妹になれるよう、皆様が元老の立
場で真の父母と同じ心情、お兄さん、お姉
さんと同じ心情で抱いてあげて、良い死に
方ができる位置に行けるようしてあげな
ければなりません。皆様は全員、良い死に
方で本郷苑に行きたいですよね？皆様は
国家メシヤですので、この国を死ぬ前に復
帰しなければなりません。それが何より早
急なことです。
お父様は一生を人類の為に、さらに近づく
未来世界を一番心配された方がお父様では

ないですか？
現在、地球温暖化だとか何とか言って緊急
事態だと四方で騒いでいますが、その前か
ら自然を愛し、未来の人類の食糧問題解決
に向けて取り組んでおられました。皆様、覚
えていますか？海で川で時間を過ごしなが
ら、釣竿も一つでなく、ジャルジンで修練を
受けながらお父様が釣りをされたお姿を覚
えていますか？それは誰の為でしたか？
皆様の責任が重要なのです。皆様、教会を中
心として発展しなければなりません。皆様、
全員が協助し、氏族メシヤの責任を果たし
ながら教会の発展に貢献しなければなりま
せん。今までの全ての経験と世界的な視点
でみれば、韓国教会が世界の前に宗主国と
してしっかりと立たなければいけないです
よね？誇りにしないといけないですよね？
分かりましたか？伝道しなければならない
のです。私が聞くには中高校生も伝道をた
くさんするのに、老若男女関係なく伝えて
いかなければなりません。真の父母様と同
時代圏に暮らしながらも、真の父母も知ら
ずに死んでいく人々がいてはいけないこと
ですよね？（知らせなければ）皆様はあの世
に行ったら讒訴を受けます。何故お前だけ
がそのような位置にいたのかと。一人を貴
く思って伝道しなければなりません。
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文善進世界会長御誕生日祝賀特別集会

2015年7月30日午前7時、天正宮博物館3
階にある宴会室で真の父母様をお迎え
し、世界平和統一家庭連合文善進世界会

長ご夫妻、安俊石世界副会長、柳慶錫韓国
会長、宋龍天全国祝福家庭総連合会総会
長、金起勳北米大陸会長、申東謀南米大陸
会長、石竣淏宣教会財団理事長をはじめ

とする摂理機関
長、企業体長や
職員ら約50名が
参加する中、文
善進世界会長御
誕生日祝賀特別
集 会 が 開 か れ
た。
安俊石世界副会
長の司会で進め
られたこの日の
特別集会は、真
の 父 母 様 に 敬
拝、文善進世界
会長ご夫妻に花
束贈呈、祝賀ケ
ーキカット、柳
慶錫韓国会長の
報告祈祷、石竣
淏 理 事 長 の お
話、宋龍天総会
長のお話および
勝 利 提 議（ 乾
杯）、朝餐、文善
進世界会長のご
挨拶、祝歌と返
礼、閉会宣言の
順序で進められ
た。
まず真のお母様
は こ の 日 40 歳

（数え）を迎えられた文善進世界会長を激
励し祝福された後、「父母様を中心に迎え
ている場では、1世と2世は一つです。そう
でしょう？そのように心情文化世界を常
に実感しながら、私たちの目標に向かっ
て幸せに前進しましょう。」というみ言を
語られ、最後の和動会では『サランヘ』を
祝歌で歌って下さった。
朝餐の後、続けられた文善進世界会長の
ご挨拶では、「何よりも私たちは真の父母
様によってここに集いました。私たちは
天の父母様、真の父母様のもと一家庭だ
ということができるのは、真のお父様と
真のお母様が本当に一つになられ、それ
を通して私たちが生まれ変わることがで
きたからです。真の父母様の肉体を通し
て子供として生まれただけでなく、真の
愛、真の生命、真の血統と全世界の真の家
庭の相続を受けました。愛しています。感
謝いたします。お父様、お母様！真の家
庭、感謝いたします。」と挨拶を述べられ
た。
これに先立ち、柳慶錫韓国会長は報告祈
祷において、「真の愛と善の実体の根っこ
であられる真の父母様をお迎えした中、
文善進世界会長の意味深い40回目の御誕
生日を迎えることをお許し頂いた天の恩
赦に心より感謝申し上げます。真の父母
様は善進様をお産みになった1976年の

『子女による天国実現』という年頭標語を
発表され、歴史的な問題を解決しなけれ
ばならない重要な課題をかけた一年であ
るというみ言を語ってくださいました。
その基台の上で40年が過ぎて今日、真の
お母様の慈愛に満ちた摂理の経綸のも
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フォーカス

世界会長御誕生日祝賀集会と
天宙聖和三周年記念特別祝福式

祝歌を歌われる真のお母様

エンターテインメントで祝歌を歌うメンバーたち

ケーキカットをされる文善進世界会長夫妻



と、実体天一国が実現されていることを
目撃し、天の摂理がどれほど奥妙に統治
されているかをつくづく悟るようになり
ます…」と祈祷した。
続いて石竣淏理事長のお話では、「1976
年はアメリカ建国200周年を迎えた祝祭
の年であり、歴史的なワシントン大会を
勝利した年でした。このような天運を受
けて誕生された文善進世界会長に真の父
母様は善なる「善」という字を与えられま
した。これは真の父母様に喜びと栄光を
お返しする善の子女になるようにという
意味だったと考えられます。文善進世界
会長は真の父母様の位相と権威とその価
値を誰よりもご存知です。また天の聖業
を完成するために身悶えしながら摂理を
率いておられる真のお母様の心情と一つ
になられた中、侍奉の道理を尽くしてお
られます。平和と和合と統一の心情文化
共同体を作るため、誰よりも先駆けて苦
労と献身の道を歩んでおられます。」と感
謝と激励の気持ちを表した。

天宙聖和3周年記念特別祝福式

次の日の7月31日には、京畿道加平郡の
清心教会において「天宙聖和3周年記念特
別祝福式」が挙行された。今回は真のお母
様が特別に結んでくださった2世の韓・
日カップル、1世の日・日カップル、既に
約婚が決まっていた2世の日・日カップ
ルを含めた3組だった。
数組だけで祝福式を挙行したことは異例
な事で、新郎新婦たちも驚きを隠せなか
った。この3組の祝福式には前日30日に、
数えで40歳の御誕生日を迎えた文善進世
界会長を中心とし、聖和3周年以降の新た
な摂理の推進に向けた出発の意味が込め
られていた。
3組の新郎新婦は30日に清心国際青少年
センターに集まり、半日の教育を受けた
後、柳慶錫韓国会長を迎えて聖酒式を行
った。31日の祝福式場では、主礼の文善進
世界会長ご夫妻の入場に続き、宋龍天総
会長の報告祈祷、聖水式、聖婚問答、祈祷、

指輪交換、聖婚宣布に至るまで天の引導
によって式典が行われた。
その後、天正宮博物館3階の訓読室に真の
お母様をお迎えした中、午餐が準備され
た。真のお母様は3組の祝福をお喜びにな
られ、一組ずつ直接挨拶を受けられ祝福
して下さった。3組全員、予想もしていな
かった恩恵と天の大きな期待に、驚きと

戸惑いを隠せないながらも新たな決心で
出発した。
今回の祝福式は聖和3周年を控え、全世界
の祝福家庭とともに天にお捧げした礼物
として全祝福家庭の精誠の基盤の上で行
われた行事であり、特別に母の国である
日本に与えられた真の父母の限りない愛
と恩賜になった。
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付き添い人入場



TPマガジン：現在、真のお父様聖和3周年
記念行事の準備はどのように進められて
いますか？
世界本部：それぞれの機関や部署におい
てやるべきことはほぼ終えました。今回
の行事 は日本教会や韓国協会が共助し
ております。記念ミュージカルは日本教
会が引き受けており、行事の他のプログ
ラムは世界本部と韓国協会が準備してお
ります。

TPマガジン：行事当日のスムーズな進行
に向けて、他の担当者の行事準備はどのよ
うに管理していますか？
世界本部：それぞれの行事は部署別に進
められ、該当する部署では他の機関に仕事
を任せるので多くの協力が必要となりま
す。我々事務局は業務全般の橋渡し、また
はセンターの役割をしています。しかし世
界本部でも大規模の行事を準備しており
ます。今回の行事が世界本部の名で進めら
れることになっておりますが、実際には日
本教会や韓国協会のような他の所が受け
持っています。他の機関でも多くのことを
行っており、彼らは全般的な計画のもとで
事を進めております。

TPマガジン：世界本部では世界指導者総
会を準備しなければいけないのではない
でしょうか？
世界本部：はい、9月2日から4日まで開催
する予定です。世界本部は天宙清平修錬苑
でこの行事を進めます。既にほとんどの日
程が埋まっており、教育局や総務局が共に
カンファレンスを準備し、これからは最終
的な決裁のみが残されています。

TPマガジン：昨年、聖和2周年の時、会場に
向かう交通の便が非常に不便でしたが、こ
の点は改善されますか？
世界本部：交通の便は韓国協会が総括す
るはずです。既に彼らにはノウハウがあ
り、過去の行事の時にも利用した業者を再
び利用すると思います。韓国協会はどうし
たら上手くいくかをよく知っています。

TPマガジン：人々はいろんな団体を通し
て韓国に訪問します。カンファレンスに参
加しようと訪れる宗教指導者もいて、数千
名が様々なグループを通して行事に参加
すると思いますが、このような内容は中央
で調整されているのですか？
世界本部：この行事の全般的な計画があ

ります。正確に何人が参加するかはまだ分
かりませんが、貴賓や海外からの参加者、
そして現地の参加者をどう収容するかな
どの大まかな構想はできています。既に計
画されたことです。今回の行事の前後のプ
ログラムについても色々な部署で業務を
分担をしました。宿泊、交通の便などは世
一旅行会社と協力するつもりです。

TPマガジン：現在、最も負担となることは
何ですか？
世界本部：今回三度目となる聖和記念行
事を行うので、定期的に開かれる例年行
事とは異なる部類になります。だから私
たちは真のお父様を天下に知らせて、天
におられる真のお父様に最善を尽くした
いのです。真のお母様もこの部分を強調
されました。だから以前よりももっと緊
張し神経を使います。何故ならば全世界
から多くの指導者が参加するからです。
私自身の負担はそれです。私は最善を尽
くしますし、全員が最善を尽くしたがっ
ています。しかし今回の行事は世界本部
が公式的に主管する最初の行事となるの
で、私たちにとってこのことが緊張とな
っております。
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真のお父様 聖和三周年準備状況
次は聖和3周年準備状況について、世界平和統一家庭連合世界本部のジョン・ユンソク局長が本誌とのインタビューで明かした内容で

聖和三周年
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文鮮明 天地人真の父母
天宙聖和三周年記念
主要行事

◈ 文善進世界会長御夫妻主礼
天宙聖和３周年記念 特別祝福式
日時：７月31日 10:00
場所：清心教会

◈ 文鮮明 天地人真の父母
天宙聖和三周年記念 敬礼式
日時：8月30日 7:00
場所：天正宮博物館

◈ 文鮮明 天地人真の父母
天宙聖和三周年記念式
日時：8月30日 10:00
場所：清心平和ワールドセンター

◈ 文鮮明 天地人真の父母
天宙聖和三周年記念式
文化公演：ミュージカル
日時：8月30日 10:30
場所：清心平和ワールドセンター

◈ WORLD SUMMIT 2015
午餐会
日時：8月30日 12:30
場所：天正宮博物館

陽暦
8.31天暦7月18日 月曜日

陽暦
8.30

陽暦
7.31天暦6月16日 土曜日

◈ 文鮮明 天地人真の父母
天宙聖和三周年祝勝会
日時：8月31日 9:00
場所：天正宮博物館

聖和三周年 日程表

天暦7月17日 日曜日
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平和学術

◈ 学術大会 
日時：８月24日 
場所：鮮文大学 文鮮明研究院 
主催：統一思想研究院、ＰＷＰＡ

◈ WORLD SUMMIT 2015
日時：８ 27 ～31
場所：グランドインターコンチネンタル

ソウルパルナス
主催：世界ＵＰＦ

◈ 2015世界気候・環境フォーラム
日時：８月27日　午後２:00~6:00 
場所：韓国プレスセンター
主催：世界日報 

◈ 青年と学生世界総会
日時：８月27日～3０日 
場所：天宙清平修錬苑
主催：ＣＡＲＰ，

世界平和統一家庭連合 世界本部

◈ 家庭使役と神氏族メシヤ
使役セミナー
日時：８月3１日～９月１日 
場所：天宙清平修錬苑
主催：世界平和統一家庭連合 世界本部

◈ 天一国指導者修練会
日時：９月２日～４日 
場所：天宙清平修錬苑
主催：世界平和統一家庭連合 世界本部

◈ 教会成長カンファレンス
日時：９月４日～６日 
場所：天宙清平修錬苑
主催：世界平和統一家庭連合 

◈ 新食口歓迎祝祭
日時：９月19日～20日 
場所：天宙清平修錬苑、麗水清海ガー

デン、嶺南圏の指定場所で
それぞれ行う。

主催：世界平和統一家庭連合/
地域教区本部

◈ 愛の分かち合い祭り
日時：９月12日～10月18日 
場所：各教会の聖殿および

地域センター 
主催：世界平和統一家庭連合

◈ 第１回鮮鶴平和賞授賞式
日時：８月28日
場所：グランドインターコンチネンタル

ソウルパルナス 
主催：鮮鶴平和賞委員会

◈ 鮮鶴平和賞受賞者講演
日時：８月28日
場所：グランドインターコンチネンタル

ソウルパルナス 
主催：鮮鶴平和賞委員会

◈ 真の父母経出刊記念式
日時：９月１日 
場所：天宙清平修錬苑
主催：歴史編纂委員会

分かち合いの奉仕

文鮮明 天地人真の父母
天宙聖和三周年 記念行事

聖和三周年 日程表
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◈ 2015全国成和キャンプ
日時：８月７日～９日 
場所：世界ジャンボリーセンター
主催：世界平和統一家庭連合

◈ 夢の種音楽会
日時：８月19日 
場所：ＫＴチャンバーホール 
主催：支援奉仕 愛苑 

◈ グッドウィル サッカー大会
日時：８月22日
場所：南楊州体育文化センター 
主催：韓国宗教協議会

◈ 2015 武道祝典
日時：8月25日 
場所：清平国際青少年修錬院
主催：世界平和武道連合 

◈ PEACE ROAD 2015
日時：５月30日～８月27日 
場所：世界各国120カ国 
主催：韓国ＵＰＦ，

南北統一運動国民連合

◈ PEACE ROAD 2015 国会歓迎式
日時：８月27日 
場所：国会議事堂大講堂 
主催：韓国ＵＰＦ，

南北統一運動国民連合

◈ 文鮮明先生総裁 生涯の業績　
特別展示会
日時：８月27日～30日 
場所：清心平和ワールドセンター、 

天正宮博物館  
主催：世界平和統一家庭連合日本協会、

天正宮博物館

◈ 世界代表家庭 聖地巡礼 
日時：9月4日~6日 
場所：ポムネッコル～天正宮博物館　

主要聖地 
主催：世界平和統一家庭連合

文化行事



TPマガジン：まず副会長の出身の背景と
入教当時のことについてお話してくだ
さい。

安副会長：私は儒教の家庭で育ち、父は
儒教の教育者でした。私が入教したきっ
かけは一番上の兄が教会の食口だったか

らです。兄は若くして入教し家を早くに
出ました。しかしすぐに家に戻ってきま
した。父の具合が悪かったので長男が戻
ってこないと家のことを受け継いだり、
様々な氏族の必要な事々を完遂しなけれ
ばならなかったからです。兄は６代宗家
の長孫だったので、それを受け継がなけ
ればいけませんでした。その後、私の兄弟
姉妹は全員入教しました。

TPマガジン：副会長は全羅道出身と聞き
ましたが、合ってますか？
安副会長：はい、そうです。

TPマガジン：真のお父様は西側の地域
（全羅道）と東側の地域（慶尚道）とのいが
み合いについてよくお話をされました
が、副会長も育ちながらこういうことを
感じたことがありますか？
安副会長：私の上の代の先祖は東側の地
域の出身です。また私の曽祖父は立派な
儒学者でした。家族は西側の地域の全羅
道に住んでいますが、曽祖父は畿湖学派
ではなく嶺南学派の出身でした。だから
私たちは東側の慶尚道地域に対する感情
は特にありませんでした。

TPマガジン：副会長は、プランテーショ
ン経済と150年前まで奴隷制度があった
アメリカ南部で教区長をしておられまし
たが、ある説教で、そこの黒人や白人食口
との異文化力学についてお話されたこと
があります。世界的な水準からみて、副会
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インタビュー

他人から学びを得る価値

2015年7月、真のお母様は、安俊石ヨーロッパ大陸会長を世界平和統一家庭連合の世界副会長に任命された。彼の新たな覚悟と抱負を
読者にお届けしようとインタビューを要請した。インタビューは英語で行われた。

安俊石│世界副会長



長の経験は人生観にどのような影響を及
ぼしましたか？
安副会長：私の経験は人種での揉め事だ
けでなく、国家のレベルと文化の差にお
いても多くの役に立ち、尚且つアメリカ
南部の多様性や後にヨーロッパでは国家
の差を経験することにも役に立ちまし
た。私はディープ・サウスと黒人がとて
も好きです。これを通して互いに異なる
ことをどう調和させていくのかを学ぶこ
とができました。

TPマガジン：キリスト教徒は、互いに兄
弟姉妹と呼びます。何故ならば神様を父
と考えるからです。彼らは「ああ兄弟姉妹
よ…！」と呼びます。しかし彼らは本当の
兄弟姉妹を感じてはいません。本当の兄
弟姉妹という思いを持っているとすれ
ば、自分の兄弟姉妹を奴隷として売買す
るような酷いことをどうしたらできるの
でしょうか？
安副会長：キリスト教徒は天のお父様に
侍りますが、私たちが持つような父母と
いう意識はありません。彼らは一人の父
母から産まれた兄弟姉妹だという仲間意
識がありません。兄弟姉妹を作ろうなら
ば父母を共有しなければなりません。

TPマガジン：アトランタの教会内で、真
の仲間意識が形成されているのを見たこ
とがありますか？
安副会長：勿論私たちは真の仲間意識、
真の父母様のもと真の兄弟姉妹という思
いを持っていました。白人であれ黒人で
あれ、全て兄弟姉妹であり、全食口は肉体
の兄弟姉妹だと感じていました。私はそ
う感じていました。

TPマガジン：副会長はヨーロッパに行か
れた時、最初は巡回師で行かれたと存じ
ております。
安副会長：それは違います。1991年、私
はCARPのメンバーとしてヨーロッパに

行きました。私は一年半の間CARPの宣教
師としていました。

TPマガジン：ヨーロッパとそこの国々に
ついて全般的な印象はどうでしたか？
安副会長：ヨーロッパは様々な言語を使
用し、民族や文化も様々です。本当に多く
の多様性が存在します。ヨーロッパは深
い歴史を持っています。

TPマガジン：ヨーロッパの人々には、不
信の根も深く蔓延っているように思えま
すが。
安副会長：勿論場合によってはそういう
こともあります。何故ならば多くの国家
が互いに国境が隣接しているので、歴史
的にも多くの葛藤を引き起こしました
し、互いに殺し合ったりしました。しかし
彼らはヨーロッパ連合を創設しました。
特にドイツやフランスは和解と過去の清
算の現代的なモデ
ルとも言えます。
これはとても重要
な成果だと思って
います。

TPマガジン：先日
もバルカンで問題
があったのを知っ
ていますが、主に
UPFを通してこの
ような問題を解決
していますね。
安副会長：はい、
バルカンでは宗教
や人種の葛藤の根
が蔓延っていま
す。歴史的にここ
は第１次世界大戦
の始発点でした。
最近には大量虐殺
という悲劇も目撃
しました。この地

域は今でも不安定な状態です。真の父母
様の引導なしには前に進む希望も持てま
せん。UPFは和解と調和を促進するため継
続して活動を行っています。

TPマガジン：時には教会内部でも意見が
分かれたりするのを見たりもしますが。
安副会長：勿論です。人はそれぞれ違う
観点を持っています。同じものを見ても
誰かは肯定的に受け入れる人もいれば、
また誰かは否定的に受け入れることも
あります。人々は自分の共通した基盤に
よる視覚を持っています。ロシアの人々
は彼らだけの共通した基盤があり、アメ
リカの人々もまた彼らだけの共通した
基盤があります。しかしアメリカ人やロ
シア人も互いに共通した基盤、根本的な
共通基盤を持っているのです。共通基盤
を原理とすれば、原理にもいろんな層が
あります。なので私たちはより特定した
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物より、より一般的な原理の基礎原理に
優先順位を置かなければなりません。こ
れは「異」でなく「同」であることを強調す
ることで、意見の衝突を解決できる方法
なのです。

TPマガジン：小さい頃、儒教を学ばれま
したか？
安副会長：いいえ、私は一般の公立学校
に通いました。私の家は儒教の学校でし
た。私が学校に行って勉強する時、人々は
私の家に来て儒教経典を勉強しました。

TPマガジン：副会長は、イエス様について
述べてある説教文を読んでキリスト教を
信じるようになったと思ったのですが。
安副会長：本当は私は徹底した無神論者
でしたが、一人で聖書を読みました。無神
論から神様や聖書を信じるようになるま
では長い時間がかかりました。勿論原理
も知らず教会にも行かなかったら、神様
を信じるようにはならなかったことでし
ょう。

TPマガジン：お兄さんが初めて原理を紹
介した時どのように語られたのですか？
安副会長：兄はただワークショップに参
加するようにと話しました。

TPマガジン：副会長は同意されたのです
か？
安副会長：いいえ、うなずきませんでし
た。ただ無条件でついて行っただけです。

TPマガジン：ああ、それもすごい方法で
すね。
安副会長：ちょっと違う意味がありま
す。特に私の家では大人が何か頼んだと
すれば、すぐには理解できないかもしれ
ませんが、その人がそのような頼みをす
るのは何か理由があると考えることが正
しいと教育を受けて来たからです。私の
両親は常に「親になれば分かることだ」と

語っていました。勿論知っていた方がい
いかもしれませんが、時にはそうできな
い時もあります。知ってから行動するの
が良いかもしれませんが、理由がわから
ない時も多々あります。だから私は親と
兄を信じる他ありませんでした。

TPマガジン：まずは従ってみて、後で知
ってみる方が良いということですね。
安副会長：はい、そうです。何故ならば親
や兄、姉が私に害を与えるようなことは
させないからです。一番上の兄は長男で
もありましたが、一種の親の役割もして
いました。親が亡くなれば一番上の兄は
私にとって親ともいえるのです。だから
私は兄が私に良いことをさせているのだ
と思ったのでワークショップに行ったの
です。

TPマガジン：最初のワークショップでど
のようなことを知るようになりました
か？
安副会長：当時、私は神様の存在を確信す
ることはできませんでした。何故ならば神
はいないと非常に強く信じていたからで
す。しかし神様の実存の可能性を悟りまし
た。神様の摂理に従って歴史が一貫して流
れて来たからです。

TPマガジン：経営学を勉強されたことを
公職生活にどのように適用させました
か？
安副会長：私は実用学問を学びました。
また、とても実用的な場所の某銀行で勤
務しました。これは実用的な感覚を開発
するのに役に立ちました。私は完璧とい
う意味は片側からもう片側の端まで完全
に包括する大きなスペクトルを意味する
と考えています。

TPマガジン：お話ししたいことはありま
すか？
安副会長：私は人生を生きてきながら色

んなことに挑んで来たと思っています。
貧しい国で生まれましたが、人生を生き
ていきながら母国の経済成長を目撃し、
先進国でも仕事をしました。私はひどい
理想主義者でしたが、とても実用的なこ
とも勉強しました。また途中、均衡のとれ
た状態の中庸な分別力も得ることができ
ました。安定のためにはこのような均衡
を追求しなければなりません。

TPマガジン：副会長は恵まれた人生を生
きたように聞こえます。
安副会長：私は多くの経験をし、多くの人
々、多くの国家、多くの文化と接しながら
肯定的な人生を生きました。私は使命を受
けてロンドンに到着した時、最初の会議で
先輩の公職者が先にヨーロッパを知らな
ければならないという根本的なアドバイ
スをしてくれました。私は、完璧とは片側
だけを知ることとは考えていません。より
完璧であることは、片側からもう片方の端
までつなげる大きなスペクトルを含める
ことを意味します。良い車には良いアクセ
ルと良いブレーキが必要となります。そう
すればしっかりと速度も出せるし、急停止
することも可能です。ある所では早く行か
なければならないし、ある所ではゆっくり
と走らなければなりません。完璧とはこう
いう意味です。
私がヨーロッパ文化を真似ばかりすれ
ば東洋文化はどうなりますか？二つが
上手く均衡をとれるようしなければな
りません。自由主義の人は保守的な人か
ら学ばなければならず、保守的な人は自
由主義の人から学ばなければなりませ
ん。多くの人々は相手を好きでないと考
え、相手から学べることを探せないでい
るのです。彼らは相手から学ぶ必要がな
いと考えます。しかし、それは良くありま
せん。共通の基盤を土台として主体と対
象との授受作用を通して「異」が一つにな
らなければなりません。これが完璧にな
る道です。
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今、真のお父様聖和３周年を50日後に控
えています。また今回の行事において最も
重点を置いていることは、真のお母様を中
心とした「鮮鶴平和賞」授賞式です。そこ
で、この「鮮鶴平和賞」がどうやって天の摂
理、天の父母様の摂理、真の父母様の使命
と活動に連結されているかを簡単にお話
ししようと思います。

第1回「鮮鶴平和賞」授賞の焦点とテーマ

今年、「鮮鶴平和賞」に重点を置いた部門
は、環境、自然界、物質界など、私たちを取
り囲んでいる海洋や自然環境に関するテ
ーマです。これは、真の父母様の核心ビジ

ョンの最も中心となる部分です。私たち
は、胸中に三大祝福の原則を持ち、その三
番目の祝福こそが環境に関連するもので
あります。
私たちはまた創造中心の神学を持ってい
ます。天の父母様はこの壮大で想像を絶す
る世界、森羅万象、宇宙、物質世界、惑星を
創造されました。このような世界の一部と
なり、息をして暮らしていることは奇跡と
も言えることです。実に天の父母様からの
贈り物、祝福であります。だから私たちは
この被造物を、心と魂で本当に愛さなけれ
ばなりません。また、それは天の父母様を
愛する道でもあります。

このような事実を念頭に置き、真の父母様
は海洋に多くの時間とエネルギーを費や
され、海洋の重要性を考えられ、世界の偉
大な環境の宝庫の一つパンタナールの地
域、熱帯雨林とこの地域の保護に向けて多
くの時間を投じられました。これは真の父
母様がこれまで活動して来られた中で、最
も重視された任務の中心、核心でした。
真の父母様は、世界70億の人類全てを復
帰することを望んでおられます。使命の一
環として世界70億の人類に尽くしておら
れます。真の父母様は世界の数億の人々を
苦しませる飢えや栄養不足を懸念されて
います。したがって、海洋と環境を保護す
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鮮鶴平和賞

第一回 「鮮鶴平和賞」の摂理的意味
次の内容は７月12日、天福宮教会日曜礼拝で、トーマス・ウォルシュ・鮮鶴平和賞委員会委員が第1回の受賞者選定経緯について発表

トーマス・ウォルシュ│UPF世界会長 兼 鮮鶴平和賞委員会委員

天福宮教会で発表するトーマス・ウォルシュ委員



ることは、天の父母様を代身する真の父母
様の使命の中心なのです。
海洋は私たちの宝であり、大切な資源で
す。地球の表面の70パーセントが海です。
これが地球の生命を維持してくれている
のです。海洋は私たちの生命を維持させる
酸素供給の補給源であり、食糧と栄養の源
泉です。海は数知れない天然資源を持ち、
鉱物、ガス、石油資源を通して得たエネル
ギーによって世界は維持されています。ま
た貿易や輸送の手段でもあり、世界を渡る
航路でもあります。海洋は私たちの未来と
運命、そして健康で安心な暮らしにおいて
非常に重要なのです。
真の父母様の業績を考えて見ると、その努
力は至る所にまで及んでいます。それ故、
真のお母様は特に今回の第１回となる「鮮
鶴平和賞」の焦点とテーマを何にするかに
ついて深く考えられたと思います。そのよ
うな苦悩の末、鮮鶴平和賞委員会で承認さ
れた結論は、神様の贈り物であり大切な資
源である海洋の重要性に焦点を置くこと
でした。
しかし海洋と地球環境は、様々なことから
脅かされています。気候変動は人類が直面
している重大な問題です。気候の変化とし
て南極の氷が溶け出しています。例えば多
くの氷河、氷が溶けていますが、これによ
り海面の上昇問題が発生します。そして海
洋汚染の問題もあります。いろんな汚水や
産業廃棄物、農業から出る石油化学物質

（農薬、肥料）が河川や川に流れて海まで行
きますが、これは生物の多様性、さらに食
物連鎖にも影響を及ぼします。そうすると
結局は私たちは食べ物を通して化学物質
を摂取することとなり、例えば魚を食べる
としても私たちの体に害となる食べ物に
なってしまうのです。これ故に私たちは海
を浄化したいし、それは真の父母様が強調
された事です。
私たちがカイン側と呼ぶ世界においても、
環境に多くの関心を持っています。しかし
実際には主人意識、環境に対する真の主人

意識は天の父母様に属していることであ
り、そのような主人意識を感じなければな
らない人は、天の父母様と真の父母様に属
する人です。真の父母様が語られたほとん
どのみ言も、先ほど私が言及したように三
大祝福と物質世界の管理、責務、愛が中心
なのです。したがって、第一祝福、第二祝福
を完遂することも私たちの責任でありま
すが、この地球、天の父母様、真の父母様が
私たちに与えられたこの地球をしっかり
と保護することもまた私たちの責務です。

近づく「鮮鶴平和賞」授与が重要な理由

皆様、誠に興味深い内容なのですが、真の
お母様は「鮮鶴平和賞」の焦点を海洋と環
境にあてるよう助言されたと同時に、今年
全世界が持続可能な発展という内容に関
心を寄せています。どうしたら経済的に発
展が持続可能であり、私たちの生命を支え
る核心資源や地球を荒廃させず、破壊せず
にいられるかということに対してです。
今年9月、国連の潘基文事務総長が総会を
開催する予定です。第70回、国連総会が9
月に開催されます。その時、国連設立70周
年記念行事も公式的に行われることでし
ょう。今回の国連総会開幕では、気候変動
と持続可能な発展問題に最も焦点を合わ
せることでしょう。これは何を意味してい
るのでしょうか？すべての加盟国193ヶ
国それぞれの首長らが総会参加のためニ
ューヨークに一堂に集まり、気候変動と海
洋、持続可能な発展に対する問題を話し合
う時間とエネルギーを費やすだろうとい
う意味です。
尚且つこの題目の重要性を物語る他の例え
として、12月初めに再び全ての国家の首脳
たちがパリで会議を行う予定です。またこ
こでも気候変動と環境について論議するで
しょう。私の話の要点は、全世界がこの主題
に注意を傾けており、「鮮鶴平和賞」授賞式
は国連総会やパリでの気候変動首脳会議が
行われる前の8月に開かれるため、方向や雰
囲気を決める上で先導する立場にあるとい

うことです。どんな方法で持続可能な発展
に近づくのか？どんな観点から気候変動問
題を解決するのか？ですから、近づく「鮮鶴
平和賞」の授賞が重要なのです。
先日真のお母様はウィーンを訪問して国
連本部で演説をされた時、真の父母様の指
示と方向について、とても明確で水晶のよ
うに透明な態度を見せられました。世界が
真の父母様を知り、原理を知り、真の父母
様のみ言を知らなければならず、これがグ
ローバル問題を解決する根、核心であると
語られました。このような内容が気候変
動、環境破壊、環境回復の問題にも該当し
ます。なぜならば天の父母様の家はその子
女たちの為にあるからなのです。
ですから「鮮鶴平和賞」が私たちとは関係
がないとか、VIPの為の特別な対外分野だ
と思わないでほしいのです。全く違うので
す。この「鮮鶴平和賞」は天の父母様の摂理
の中心にあり、真の父母様の摂理におい
て、最も中心に位置しているのです。また
その中心では、世界の人々に真の父母様の
ビジョンについて教え、世界的な問題を解
決することのできる方案があります。
ノーベル賞はスカンジナビアで大西洋文
明時代に創設されました。今やアジア・太
平洋時代に「鮮鶴平和賞」が創設されまし
た。ご存知のように真の父母様がアベル国
連について語られました。世界的に位相が
高まるほど、この賞はアベルノーベル平和
賞のような賞になるのではないかと思い
ます。
それだけでなくこの賞は、70億人類を教
育できる方案となることでしょう。真の
お母様、真の父母様の最も懇切な念願は、
どのように世界の人々に近づいていける
のかということです。「鮮鶴平和賞」を通
して、世界の人々を平和の真の意味を知
るアベル的な人物に教育し、彼らが世界
の面倒を見る方向に導き、私たちが天の
父母様の息子娘として責任を全うする機
会を準備していきます。ありがとうござ
いました。
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TPマガジン：2013年と2014年に実施した
韓日ピースバイクについて説明してくだ
さい。
孫実行委員長：2015年に「ピースロード」
と命名される前、2013年と2014年には

「ピースバイク」という名前で進められて
いました。2013年には韓半島統一に対し
て情熱に満ちた在日韓国人と韓国の青年
らが『南北統一』と『DMZ世界平和公園の
実現』という旗を自転車につけて、北緯38
度線を撤廃しようという意志を結集し、
日本列島と韓国の国道3800キロメートル
を自転車で縦走しました。日本で在日韓
国人の団体である「平和統一聯合」の会員

を中心に、8月3日に日本最北端の稚内か
ら出発して釜山に渡り、国道650キロメー
トルを縦走して、8月21日には釜山で日本
の縦走チームと合流し、市内を走り国連
記念公園で追慕式を行いました。その後、
韓日連合縦走団はテジョン大田国立顕忠
院の参拝およびソウル国立顕忠院での追
慕式に参加し、8月24日には北朝鮮軍と中
共(中国)軍1千万人の遺骨が安置される京
畿道パジュ坡州市にある敵軍墓地をも訪
れ、朝鮮戦争の犠牲者たちを慰労する解
怨式を行いました。「2013ピースバイク」
は、同じ日程の8月24日に韓国の臨津閣で
70ヶ国の平和指導者と統一指導者２千名

あまりが集まった中、韓半島統一を祈願
する平和統一大会でフィナーレを飾りま
した。
また「2014ピースバイク」は、2013年の行
事に感動したアメリカ、ロシア、中国、イス
ラエル、台湾、ニュージーランド、チェコ、コ
スタリカ、ドミニカ共和国、グルジア共和
国、チリ、ネパールの12ヶ国が賛同し、世界
平和と韓半島統一に対する世界人の意志
が結集する国際的なプロジェクトにまで
拡大されました。日本で様々なメディアが
関心を寄せる中、７月19日に北海道を出発
し最南端の沖縄まで1200名が自転車で６
千キロメートルを縦走した後、８月９日に
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ピースロードの最終目標は
南北統一と世界平和の実現
次はTrue Peaceマガジンのスタッフが「2015ピースロード」の孫炳浩実行委員長にインタビューした内容である。

参加者を激励し世界出発式会場を発たれる真のお母様



釜山で２つのチームが合流しました。韓国
と日本、および世界から参加した14ヶ国の
連合縦走団は、釜山の国連記念公園で追慕
式を行い、８月11日に国会議事堂にある憲
政記念館に到着しました。大韓民国の国会
議員と統一指導者は縦走団を歓迎し、再び
韓半島の統一と世界平和を決意すること
で「2014ピースバイク」は幕を閉じました。

TPマガジン：ピースロードの概念とは何
であり、その概念をどう実現しています
か？
孫実行委員長：本来、世界は唯一なる神様
のもとの一家族です。「ピースロード」は人
々の心を一つにする道であるという意味
が強いでしょう。しかし人々の心は閉ざさ
れています。理念、言語、宗教、皮膚の色、部
族、国家、大陸など自然的、人為的な環境に
よってばらばらに分かれています。それ故
にそれらが原因となって誤解や葛藤が必
然的に起こりやすくなっています。最も極
端な行動である戦争へと生起されていく
のです。そのような戦争は人類に本当に多
くの後遺症を残し、破滅へと至っていきま
す。これまでどの戦争が人類に幸せをもた
らしてくれたでしょうか？全てが憎悪の
滲む涙だけをもたらしました。
一言でピースロードとは、国と国の間の道

を作り、心を開く運動です。だから実質的
な平和の道を磨くことなのです。その道を
磨くには多くの忍耐と時間が必要とされ
ます。2013年、数ヶ国から始まったピース
ロードは、今年は120ヶ国にまで拡大され
ました。理念、言語、宗教、皮膚の色、国家な
どに区別されている状況で120ヶ国が共に
するということ自体が奇跡であります。私
たちは行事の実行自体が既に奇跡を作り
出していると考えています。またその奇跡
はさらに大きく広く実現されていくこと
でしょう。特に今年度のピースロードは、
天宙聖和３周年を迎え、さらに具体的に真
の父母様の平和理想世界を実践、具現する
場を作っています。真のお父様は生涯を通
じ歩まれた「平和を愛する世界人」として、
ますます世界の奥深くまで刻印される祝
祭の場となるはずです。

TPマガジン：ピースロードと国際平和高
速道路の関係を説明してください。
孫実行委員長：当初のピースロードの構
想は、1981年第10回国際科学統一会議に
おいて真のお父様が提唱された「韓日海
底トンネル」を含む「世界平和高速道路」に
ありました。当時その提案は国内外にお
いてかなりの論争と波紋を起こしまし
た。米ソ間の最悪の冷戦秩序の中、それも
分断された韓半島での世界平和高速道路
は無謀な主張として世間は受け入れまし
た。しかし冷戦が終息し、国境が撤廃され
るグローバルな世界へと急変しました。
また2005年天宙平和連合(UPF)の創設の
時には、ロシアとアメリカのアラスカを
結ぶベーリング海峡の橋梁建設を主張さ
れながら、ピースロードはさらに具体化
されました。今年は120ヶ国がピースロー
ドを通して全世界を一日生活圏として結
んでいく世界平和高速道路の声を促進す
る効果を期待しています。もうすぐ私た
ちは韓日海底トンネル、ベーリング海峡
橋梁を走るピースロードの夢を実現して
いきます。その日を指折り待っています。

TPマガジン：政府の世界平和生態公園造
成と、今年度のピースロードプロジェクト
の相互関係をお話ししてください。
ソン・ビョンホ実行委員長：休戦ライ
ン、非武装地帯（DMZ）に作られる世界平
和公園は、韓半島の南北関係を改善し、平
和を定着させるための公園です。朴槿恵
大統領の主要公約の一つとして、2013年
アメリカの上下院の演説で明らかにされ
た対北朝鮮政策でもあります。私たちは
民間レベルにおいて平和に向けた合致し
た目標を持ち、政府の支援を受けながら
行事を進めています。共同の目標をおい
て政府は政府レベルで、私たちは民間レ
ベルで国民と世界の人々の平和意志を集
める手段で進めているのです。一方、DMZ
生態公園と共にその近くに建設予定であ
る第5国連事務局を誘致する運動も、今回
のピースロードを通して広報しておりま
す。ピースロードとはDMZ生態公園や第5
国連事務局韓国誘致など、南北統一と世
界平和に向けた大きなカテゴリーとして
見られるとよいでしょう。

TPマガジン：今年度のピースロードが南
北統一をどのように促進させるのです
か？
孫実行委員長：ピースロードは南北統一
の促進を目標にしています。南北統一運動
こそが世界平和の近道であるからです。今
から65年前に起こった朝鮮戦争は、世界16
ヶ国と共産圏の中ソとが対決した第3次世
界大戦でした。1990年代の冷戦秩序が終息
した以降にも韓半島は世界唯一の冷戦国
として残っています。結局、南北戦争の解
消なしには世界の冷戦解消もなく、南北統
一なしには世界平和もないという結論に
至るようになります。
今年のピースロードは南アフリカの喜望
峰、ニュージーランドのウェリントン、南
米チリのサンティアゴからそれぞれ出発
し、最終目的地である大韓民国で会いま
す。特にアフリカと南米を出発したピース
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ロードは、北朝鮮の通過を切実に待ちわび
ています。南北統一の世界的な運勢を呼び
起こそうというのがピースロード運動で
す。世界の人々がコリアに向けて歩き、走
り、登山し、自転車や自動車に乗って走る
のならば、いつか世界の国境がなくなる

「ワンファミリーアンダーゴッド（OneFam-
ily Under God）」が実現されていることを知
ることになるでしょう。その心を集める信
頼構築が完成されれば、南北統一はごく簡
単に進められると見ています。ピースロー
ドはその信頼構築の誘い水になろうとし
ています。

TPマガジン：非武装地帯の生態学的な重
要性についてお話ししてください。
孫実行委員長：1953年、熾烈だった朝鮮
戦争は終わりました。ところがそれは停
戦でなく一時休止の「休戦」でした。これ
に南北両側は当時の前線からそれぞれ2
キロメートルずつ後退し、幅4キロメート
ル東西155マイル（248キロメートル）の

非武装地帯（DMZ）を作りました。ところ
がそこは今まで62年の間、人間の手が加
えられていない生態系の宝庫となってい
ます。調査によれば67種が絶滅危機にさ
らされており、丹頂鶴やくろつら黒面ヘ
ラサギなど世界的にも希少種を含めた
2716種の野生動植物が生息しています。
開発時代に無分別な乱獲が行われていた
アフリカや南米などとは全く異なる現象
が起こったのです。いつの間にかDMZは、
紛争の象徴から環境が最もよく保存され
た平和地域へと変わる「そうでんそうか
い桑田滄海（世の変化が激しいの意味）」
となっています。これからDMZは人類の
資産として保存されなければならない名
所となりました。そのような所に設立さ
れるDMZ平和公園は、永遠なる平和の象
徴となることでしょう。

TPマガジン：北朝鮮でのピースロードの
可能性と意味は何ですか？
孫実行委員長：ピースロードのハイライ

トは、南北韓を陸地として結ぶことです。
私たちもロシアを経て北朝鮮を通過し、
休戦ラインを越え大韓民国の国会で日本
チームと合流することが目的であり、ま
だ北朝鮮との協賛や妥結がされておら
ず、とても残念です。現在、北朝鮮に常駐し
ている統一グループ所属の世界平和セン
ターの職員を通して、定州にある真のお
父様の生家までピースロード運動を部分
的に繰り広げていますが、現在もなお北
朝鮮通過に向けて協賛を進めています。

TPマガジン：今年度のピースロードの進
行状況を説明してください。
孫実行委員長：去る5月30日、アメリカの
ラスベガスで真のお母様をお迎えして行
われた世界出発式と同時に、南アフリカ
の喜望峰とチリのサンティアゴから出発
した「2015ピースロード」は7月20日現
在、56ヶ国が実行し終わった状態です。
アフリカ大陸は7月17日に23ヶ国が実行
し最大規模でした。アフリカ大陸の出発
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式（南アフリカの喜望峰）は日本平和統一
聯合のジョン・ヒチョル局長を中心に5
月30日、チリのサンティアゴと同時に行
われました。しかしアフリカ各国の政府
の許可問題により予定されていた日に進
められない所が一部ありましたが、最後
には許可を得て実行されました。ジンバ
ブエで6月20日、中央アフリカで同30日と
順調に進みました。
南米は申請した国家10ヶ国全てで完了し、
最も模範的でした。5月30日の南米大陸の
チリ出発式には韓国UPFのソン・グァンソ
ク事務総長と李・ジョンムン南米特使が
参席しました。
中南米では国境を突き抜け、縦走の旗を渡
しながら進めていきました。特にエルサル
バドルは6月21日、政府の体育庁長と共に
出発・到着地であるサンタテクラ市庁前
から警察の先導のもと、120人あまりが自
転車に乗り、首都のサンサルバドルを周る
約58キロメートルの縦走行事が4つのテレ
ビチャンネルで報道されたりしています。
準備過程でも副大統領室、交通次官室、国

家体育庁、首都のサンサルバドル、サンタ
テクラ市、エルサルバドルサイクリング協
会、サンタテクラ夜間ライディング同好会
などのサポートがありました。
アジア大陸は6月14日、カンボジアでの大
陸出発式以降、最近地震災害で困難を余
儀なくしているネパールで6月20日、香港
で7月5日、台湾で7月3から10日と順調に
進められました。
韓国に向けて三つ目のルートであるオセ
アニア大陸は、フィジー7月25日、ニュージ
ーランド8月1日、オーストラリア8月2日、
バヌアツ8月2日、ソロモン・マーシャル諸
島8月4日の順で進められる予定です。
日本は7月20日に北海道最北端ののさっ
ぷ納沙布岬から私と日本の衆議院1名、韓
国の国会議員3名が参加する中で出発式
を行い、午後4時、釧路市で歓迎式が行わ
れ、22日には南米チリを出発しロシアの
サハリンを経て、ピースロードの旗が北
海道の稚内で日本の縦走チームと合流
し、24日に札幌市内を走った後、8月21日
までの32日間で1万キロメートルに及ぶ

日本縦走を対内外に知らせていきます。
韓国では8月21日、日本縦走が終わった後、
22日から釜山―ソウルの区間を真のお父
様の聖和３周年記念行事が行われる８月
末までに縦走する予定であり、国会や光化
門（ソウル）などで盛大な歓迎式を最後に
フィナーレの幕を下ろす予定です。

TPマガジン：ピースロードの最終的な目
孫実行委員長：ピースロードの最終段階
は、南北統一と世界平和の実現だと言えま
す。具体的なプロジェクトとしては南北統
一に向けた南北縦断鉄道、韓日関係増進に
向けた韓日海底トンネル、東北アジアとア
メリカ大陸の共同繁栄に向けたベーリン
グ海峡橋梁などを含めた世界平和高速道
路の完成を目標にしています。ゆえに世界
が神様のもとの一家族として連結される
共同体の夢を期待しています。ピースロー
ドは未来の夢に向かって今日も明日も走
っていきます。世界のすべての国々と市民
の夢を共に作るピースロードとして皆様
を招待いたします。
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「平和に向けた音楽」は、ある人にとっては
古臭く感じる話かもしれないが、私の生
涯においては必然的なことであり、私が
教会活動を支持する重要な理由の一つで
ある。1974年、私は初めて教会に来たと
き、平和文化を作っていくために、私たち
が天の父母様の協力者となるという原理
の教えに感動した。
今まで40年以上にわたって、私は良い世の
中を作り上げるため、理解と協力と愛を造
成しようと音楽を創作しながら公演でき
る多くの機会があった。音楽は霊的な雰囲

気を造成するのに効果的であり、ほとんど
の教会で礼式や儀式の目的に利用される。
しかし音楽にはそれ以上の力がある。

新たな時代の音楽

真のお父様の自叙伝には、「人々はよく政
治や経済が世の中を動かすと考えますが、
そうともいえません。文化や芸術も世の中
を動かす力を持っているのです。人々の心
の最も深い所に影響を与えるのは、理性よ
りも感性です。受け入れる心が変われば世
の中が変わり、制度が変わります。」という

内容がある。これは、真のお父様がリトル
エンジェルスおよび仙和芸術学校を創設
する理由について語られた内容である。
2013年4月25日、真のお母様は、当時のこ
とを考えながら「教会が何もなかった頃、
真のお父様は人々の心の琴線を響かせ、
真理に心を開かせるリトルエンジェルス
公演団を創団されたビジョンと先見の明
をお持ちだった。」と語られた。そのリトル
エンジェルスが重要な文化大使となり、
彼らの公演を通してモスクワをはじめ平
壌やワシントンDCの市民が、原理講論の

平和に向けた音楽

何故芸術が重要なのか
デヴィッド・イートン｜ニューヨーク・シティ交響楽団音楽監督

音楽



教えの中心である真の愛のメッセージを
聞こうと心の扉を開けた。
私は、1976年に真のお父様がマンハッタン
センターを購入された時、電波を通して『原
理』を放送したいと語られたみ言を思い出
す。お父様は、どうすれば音楽と宗教が手を
取り合い、人々を一つに導いていけるのか
について語られた。真善美を結合する『原
理』のパラダイムを信じるとすれば「美」の
要素は、真と善の要素と同等な価値として
評価されなければならない。つまり芸術と
芸術家も摂理の発展において重要な役割を
担っていることになる。
ニューヨークで、名節の記念行事が終わっ
た後、真のお父様は私たちに、「善良な暮ら
しをして、芸術的な努力をするため、原理
的な動機を持つように」と語られたことを
覚えている。1988年から孝進様がマンハ
ッタンセンターを管理されながら、断続的
に社会に肯定的な影響を及ぼす音楽の重
要性を強調され、その目的としてデジタル
技術を活用するようにと語られた。その環
境的な祝福を受けた時を覚えている。
1995年4月1日、ブラジルのサンパウロで
も真の父母様にお会いする機会があり、そ
こでも真の父母様は、世の中に影響力を及

ぼす芸術の重要性を再び強調された。その
後、数名の音楽家が、平和文化の創作を促
進させるのに関心のある音楽家たちに協
力するために「世界平和芸術協会（AAWP）」
の創立を計画した。私たちは世界ツアーを
始め、そのビジョン実現に向けて他の芸術
家たちの協力も始めた。その努力は現在も
なお続けられている。
2003年、中東平和構想（MEPI）の活動に参
加するためにイスラエルを12度訪問した。
そこでも、より良い世界を作ろうというビ
ジョン実現に向けて才能を発揮してきた
素晴らしい芸術家たちに会うことができ
た。平和に向けた音楽はその分野の芸術家
にとって非常に真剣なものである。2005
年、私は有名なイスラエルのテナー歌手で
あるデヴィッド・ドールと共にソロ、合
唱、オーケストラ用に38分の大作を作曲し
た。私たちが作曲した曲はヨーロッパクラ
シック音楽の伝統と中東、地中海、北アフ
リカの文化の豊かな律動と旋律的な特徴
の影響を受けた。その音楽を聴く人々の心
の琴線を響かせる曲を作りたかったのだ。
私たちは2度ヨーロッパでその曲を演奏し
た時、聴衆の反応は非常に肯定的だった。そ
の頃から私はデヴィッドと共に、アジアと

イスラエルだけでなく、国連が主催した世
界貿易センターの「同時多発テロ10周年記
念式」で共演した。私はデヴィッドと曲を作
曲しながら、1983年ある集会で真のお父様
が、作曲の基本としてクラシックの音楽の
伝統を習得するよう指示されたことを思い
出した。真のお父様はその他のジャンルで
あるジャズ、ロック、民族音楽、ブルース、ラ
テン音楽のアベル的な要素をクラシック音
楽の伝統などと統合させるよう言われ、そ
れが「新たな時代の音楽」だと強調された。
私はそれを作曲しており、非常に重要な統
一のコンセプトとして受け止めた。
家庭や教育そして大衆文化は、若者たちの
価値観を形成するのにとても重要な要素で
あることを私たちは知っている。その「名声
と産業の複合体」は世俗的かつ不道徳の内
容として物理的なマーケティングを求めな
がら、それが若者たちをダメにしている。私
たちの子供は政治家、教師、聖職者もしくは
両親よりも、レディー・ガガ（米歌手）やカ
ニエ・ウェスト（米ミュージシャン）から多
大な影響を受けている。
その名声と産業の複合体が神聖なる文化
を創造するのに必要な価値観とは相反す
る場合が多い。結果的には最も低い共通
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の価値が勝利する。私たちはさらに高い
共通の価値への代案を提示しなければな
らない。私たちは無から有を創造したり
はしない。私たちが創造することは結果
を結ぶ。尚且つ道徳や倫理的な価値に向
けて努力している芸術家として、私たち
の創造が平和文化の創造に与える効果を
考えることは必須である。
聖アウグスティヌスは、人 （々広い意味での
国家）が間違っているものを愛するがゆえ
に失敗するのだと断言した。私は古代の文
化（シュメール、中国、ギリシャ、ヘブライ）
を調べながら、それぞれの社会で音楽の道
徳的な価値を重要視したという点を知っ
た。また、孔子は「どんな王国が復興したか、
その道徳が善良だったのか悪いものであっ
たのかを知りたいのならば、音楽が一番最
後に解答を与えるであろう」と述べた。
私たちは、人間の行動に及ぼす音楽の効果
について現代の評論家からも同じ見解を見
つけることができる。家庭連合の家庭的な
価値、超宗教的な統一、純潔、責任感のある
メディア、原理的な経済や政策を促進させ
る活動と同じく、社会に肯定的な影響を及
ぼす芸術の創造も必要である。万一、私たち
が芸術を軽視すれば、大衆文化の悪影響に
対処する戦いが重くのしかかるであろう。

人間の心を変化させる最も効果的な事

2015年6月30日、国連創設70周年記念行事
の一環として、ニューヨーク・シティ交響
楽団と公演する機会があった。その公演に

はアジア、アフリカ、ヨーロッパ、カリブ海
地域、アメリカの芸術家たちが出演した。
より良い価値の実現に向けて努力する彼
らと会うことができて嬉しかった。天宙平
和連合（UPF）と世界平和女性連合（WWFP）
の計らいで、私たちは国連で公演すること
ができた。この二つの団体が国連の様々な
代表者と関係を結び、オーケストラの公演
ができる基盤を作ってくれた。
去る6月30日に行った国連での演奏会は、
2011年以降3度目の演奏会だった。私たち
は演奏会を準備しながら、これまで15年間
磨き上げた霊的な基盤についてよく知って
いた。2001年、国連で開催された世界平和大
会と祝福式で、私が作曲した「朝の静けさ

（Morning’sCalm）」が祝歌として公演された。
私たちは会場を準備したその日の緊張感を
覚えている。当時、国際関係を論議するのに
超宗教的な対話の必要性は強調されなかっ
た。しかし中東をはじめとするいくつかの
地域で宗教的な葛藤が繰り広げられている
中、平和の方程式においてそのような大会
が必要だという点を、国連が認識し始めた
のである。これが、真の父母様のビジョンを
含めるUPFとWFWPの創設、また超宗教的和
合促進に向けた努力を肯定的に評価する一
つの証しである。
私は「平和に向けた音楽」を思うと、オラン
ダの政治哲学者であるバールーフ・デ・ス
ピノザ（1632-1677）が「平和とは戦争がない
状態をいうのではない。人間の人格から始
まる善というものは、英連邦の一般的な法

令によって当然服従しなければならない事
を実行しようとする意志だと言うのと同じ
ことである」といった名言を思い起こす。ス
ピノザにとって、人格は重要であり、平和文
化を定着させるのに当然行わなければなら
ないこととして、共同体の福祉に資する道
徳的かつ倫理的な心得に立脚したことでな
ければならなかった。
統一思想では、それを創造の価値論に属す
ると言及しており、それは『原理』で明かさ
れた通り、真善美のパラダイムにおいて善
に該当する。芸術家が責任ある市民になる
ためには、全世代の希望である平和文化の
実現に向けて、どんな芸術を創造しなけれ
ばならないのかを考慮することが重要であ
る。先日、国連での演奏会の主題は「音楽の
変化させる力」だった。その力は道徳的かつ
倫理的であるゆえ、芸術家たちはさらに高
い道徳的な責任意識を持ち、その力を活用
しなければならないということが私の考え
である。つまり、私が重要だと考えているこ
とは、肯定的な変化の力を持つ音楽を作り、
公演をすることである。
真の父母様のみ言のように、人間の心と心
情を変えることができる最も効果的なも
のが芸術と文化であれば、UPF、MEPI、
WFWPの理想をさらに多くの大衆に拡大
させる努力に協力する文化的プロジェク
トを支持することは必至である。これこそ
が私の全てであり、私は「音楽をもっと。お
しゃべりは少な目に（More music, Less
talk）」と語ることを好んでいる。
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天宙平和合唱団は私たちの特別な音楽的
才能を通じて、真の父母様に対する愛とビ
ジョンを一心に表現する発表の場である。
すなわち科学技術の力を借り、時空を超越
して、全世界の人々の声が重なり、構成さ
れた合唱団だ。参加者たちは自分が歌う姿
を動画で撮影してアップロードすれば、こ
のような動画を集めて編集を通じて一つ
の合唱団として歌うことができるように
なるのだ。8月30日、ライブ合唱団と共に公
演するだろう。

天宙平和合唱団　誕生背景 

「真の父母様愛唱曲メドレー」は多くの人々
のアイディアが集められて作られた。去る
数日間、基元節のように韓国で挙行された
統一家の主要行事では、韓国協会や日本平
和文化センターが韓国と日本の合唱団を構
成して公演してきた。主に聖歌を編曲して
歌ってきたが、私たちの芸術性を表現する
にあたり、音楽に従事する食口は皆より独
創的にしたいという思いを持っていた。
金美蘭教授、坂田泰子教授、平和文化セン
ターのスタッフが、共に真のお父様の愛唱
曲を合唱曲にしようという意見を集めた。
まずアリランとホルロアリランを合唱曲
に選曲した後、日本の民謡である赤とんぼ

を追加し、その次に英語圏の食口たちのた
めにアメイジンググレイスも含めた。そし
て技術の力を借りて、全世界の食口たちに
行事会場で直接参加しなくても、何かを奉
献することができる機会を与えようとい
うアイディアが出てきた。今までロシア、
ドイツ、ルクセンブルク、ニュージーラン
ド、韓国、ルーマニア、ブラジル、日本、アメ
リカ、中国、アフガニスタン、オーストリア、
ウルグアイ、ナイジェリア、スイス、トーゴ、
フィリピンなど約60人が同参した。
2015年春、「真の父母様愛唱曲メドレー」が
公式的に確定し、聖和3周年記念式で公演
される計画が立てられた。平和文化センタ
ーのスタッフが今プロジェクトの企画を
準備し、「天宙平和合唱団」と名付けた。この
合唱団は居住地に関係なく、誰でも参加す
ることができる。天宙平和合唱団の最初の
プロジェクトである「真の父母様愛唱曲メ
ドレー」は初めて試された曲の構成とし
て、ピアノでのみ伴奏される4部合唱曲に
編曲された。4部合唱曲は最大限原曲を生
かしながら、各曲の特徴がよく表れるよう
に精巧に整えられて構成された。

メドレー選曲の背景

合唱曲の編曲の最も難しいことの一つと

して、音楽が一つの話をして、歌詞を通じ
てその話を引き次がなければならないと
いうのだ。女性的な雰囲気のする赤とんぼ
を初めに、メインメロディーを通して現在
を切望する雰囲気が、男性的な雰囲気のア
リランに転換される。ホルロアリランへと
曲がつながりながら、心焦がれる懐かしさ
が一つになるべき思いに転換する。赤とん
ぼとアリランがクラシックなスタイルの
曲であるならば、ホルロアリランはより現
代的でポップなサウンドとして、私たちが
新たな時代に進入していることを象徴的
に見せてくれるのだ。
アルトがアメイジンググレイスを歌う
時、テナーとベースがアリラン、ソプラノ
が赤とんぼのモチーブを歌う。過去のす
べての思い出と考え、感じた感情が再び
蘇りながら心を満たすようになる。この
部分で赤とんぼ、アリラン、アメイジング
グレイスを同時に歌う。合唱は「アリラン
峠を越えていく」という部分を歌って締
めくくられるのだが、私たちは一つにな
って、逆境を乗り越えて旅程を終えると
いう隠喩が込められている。指揮者であ
るナンシー・クボは、シアトルを基盤に
活動した前鮮鶴国際児童合唱団の指揮者
を歴任した。
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7 月2 日から4 日までの2 泊3 日の日程
で、千葉県浦安市の一心特別教育院で「全
国家庭部長研修会」が開かれました。各地
区、教区を担当する79 人の家庭部長が全
国から集まり、様々な講義や講話、ディス
カッション、質疑応答などを通じて、充実
した3 日間を過ごした。
研修会は、① 2015 年度家庭教育局8 大

方針の理解、②家庭部長の内的姿勢及び
家庭部長の職務分掌の再確認、③各種業
務、基準、規約の確認、④交流及びディス
カッション――などを目的に開催。多く
の講師陣を招いての学びの場であると
ともに、現実の課題を解決するためのデ
ィスカッションなどを行う貴重な機会
となった。

研修会では、徳野英治・日本統一教会会
長が、真のお母様と真の子女様の近況の
ほか、現場における家庭部長の使命や心
情姿勢、真の家庭を作っていくことの大
切さなどについて解説。参加者たちが新
たな心情で出発する時間となった。
また、佐野邦雄家庭教育局長の講話を通
じて、2020 年に向かって家庭教育局が

全国家庭部長研修会の参加者たち

全国家庭部長研修会開催

大陸別ニュース│日本

一人ひとりの霊的生命を守る決意新たに



進む方向性や、今という時の祝福の取り
組みと展望について学び、全国の担当者
が意識を一つにしながら決意を新たに
した。今回の研修の中心的課題の一つと
して、家庭部長の内的姿勢の向上があっ
た。家庭部長の担当分野は、一人ひとりの
人生と信仰生活に深く関わっているた
め、食口の話に真摯に耳を傾け、心情をし
っかりと受け止めることが必要である。
そこで今回の研修会では、阿部美樹・教
会成長研究院長からコミュニケーション
講座を受け、実際の会話を交えながら、和
やかな雰囲気の中にも貴重な学びの時間
となった。
また、内田由喜講師の講義を通じて、家庭
部長の職務の中心は、食口・祝福家庭に
寄り添い、幸せな家庭に導くことであり、
伝統と血統を守る教育をサポートするこ
とであることを再確認。参加者は、何より
も一人ひとりの霊的生命を大切にするこ
とを決意した。
今回の研修会では、ディスカッションの
時間を従来よりも長くとる中で、様々な
課題とその解決策について話し合った。
祝福業務や面接、マッチングサポート、信
仰指導など日頃から様々な責任を担って
いる家庭部長だけに、同じ立場の仲間が
集まり、事情を共有しながら話し合うこ
とで、心情が解放され、新たな力を得て出
発する機会になった。
一方、参加者が地区ごとに集まり、今後
の取り組みについて自主的に検討し合
う時間を持ち、今後の現場での活動につ
ながる話し合いを行った。質疑応答の時
間は、基本方針の確認から、難しいケー
スへの対処に至るまで、様々な質問が出
る真剣な場となった。今回の家庭部長研
修を通じ、参加者たちは家庭部長の使命
を再確認し、今後も多くの内容を学んで
いく必要性を痛感。また、各教会の家庭
部長に至るまで、内外の教育を進めてい
くことを決意し、それぞれの現場へと出
発した。
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コミュニケーション講座で講義する阿部美樹教会成長
研究院院長

参加者らの交流および討論

内田由喜講師によるプレゼンテーション

記念説教をする徳野英治日本会長
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ウィーンで真のお母様と善進様にお目にか
かったことは、私に確信と勇気を与え、一人
の姉妹としてこの時代に私たちが担った重
要な役割に対してこれまで以上に考えてみ
るようになった。その時、私は女性連合の会
議を通して、文姸娥世界会長を少しなりにで
も知る機会となった。私はそこに集まった全
ての女性たちから女性の真の精神、つまり世
の中の傷を癒し、愛の論理で問題を解決しよ
うとする熱望が強いことを感じ取ることが
できた。
5月30日、ホロスティックアソシエーション
の主管で、「女性の出現（The Dawning of the
Feminine）」というテーマで開かれたカンファ
レンスにおいて、招請演説者として立っても
らえないかと頼まれた時、私は講演のテーマ
を「新たな時代の女性」と決めた。何故ならば
私の経験談を話したかったからだ。
以下は、私が語った演説文で、聴衆者の多く

から関心と賛同を得たものでる。全団体が真
の父母として社会の問題を解決しようと努
める人の導きを受けなければならないとい
うことを主張する女性連合のビジョンを紹
介した時、聴衆から思いもよらない大きな拍
手喝さいを受けた。主催者側の会長は私の講
演について、「素敵な考えです。本当に良かっ
たです。」という感想を述べた。それが真の父
母様に対する公式的な宣布ではなかったが、
私たちの運動について知らない人々に、真の
父母様のビジョンや思想を紹介できてとて
も嬉しかった。

<<　講演文　>>
文鮮明総裁、韓鶴子総裁は1992年に、韓国
で世界平和女性連合を創設されました。こ
の創設の目的は既存の多くの女性団体とは
異なっていました。女性の人権のために戦
い、主に男性を攻撃する性平等を促進する

外的かつ政治的な運動をしようとすること
ではありません。それよりも神様が創造当
時描かれた理想世界を実現するために摂理
的な重要性を持つ運動、完全に新たな次元
の世界平和運動です。
数日前、5月11日には女性連合の会長であ
り、創設者である韓鶴子総裁がウィーンの
国連本部で講演をされました。韓総裁は「ど
うしたら苦しみ死んでいく人々を黙って見
ていることができますか？」という質問を
しました。
私たちの真の希望はモデルの変化で、家庭
と同じようなビジョンと心情文化を成就す
るために、政治とリーダーシップの部門で
男性と女性が共に共存するということで
す。創造主によって一つに結ばれた家族は、
世界平和の実現において核心でありモデル
であり訓練所でもあります。
したがって男性と女性は互いに反目し争う

真の愛の女性像出現

大陸別ニュース｜ヨーロッパ（イタリア）

エリザベータ・ニストリ｜イタリアWFWP会長

招請演説者として講演した記念写真（右側／ナストリー会長) カンファレンスで講演した筆者（左から二番目)
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必要がありません。また互いの特性、態度、
役割を制限する必要もなく、このような属
性を妬んだり、弱らせるようなことをする
必要もありません。むしろ真の愛で自らが
持ったものを互いに与え、互いに競争する
ことで更なる大きな単位として一つにな
り、共同で所有権を持つことができます。
21世紀の女性は世界の歴史で重要な役割
をしなければならず、平和世界の建設を推
進する動力機関の一つとして男性と共に努
めていかねばなりません。力と技術の時代
を超え、女性は愛と平和の文字の特徴を持
つ時代の建設において中心軸になり、女性
の役割はこれまでの時代よりも重要になる
ことでしょう。
今まで女性になることは簡単なことではあ
りませんでしたが、神様の女性的な面を発
見し、神様をしっかりと知るべき時代が来
ました。これが女性としての私たちの使命
なのです。何故ならば全ての女性は神様の
形状と似ており、自分の中に大きな潜在力
を持っているからなのです。これが本来の
計画でした。神様の本然なる形状に似ると
いうことです。日常の暮らしは私たちの責
任です。しかし各自の内面には貴い神性が
存在し、私たちはそれに耳を傾けなければ

なりません。女性や児童もしくは人権を侵
害することは神様を苦しめることになるの
です。何故ならば私たちは小さな神様とも
言えるからです。私たちそれぞれは神様の
息子娘なのです。
女性に関することと同様、人間は今まで神
様をよくわかっていませんでした。また神
様も何も言えず苦しんでこられました。し
かし、これから神様は、調和がとれ一つにな
り補完された男性と女性を通して完全にご
自身を顕現したいと思われる時なのです。
私たちは女性には、リーダーシップに関し
てそれ程多くの事例はありません。ほとん
ど男性が歴史を率いて来たからです。特に
男性的な人物が注目を受けて来たからで
す。しかしながら歴史の中で、聖書の中で、
私たちの時代の中で女性なる人物を例にた
とえてみましょう。ヒュパティア、アウン・
サン・スー・チー、マララ・ユスフザイ、ヨ
ルダンのラニア王妃、ローザ·パークス、マ
ザー・テレサ、韓鶴子総裁などがいます。
私たちそれぞれは変化を生み出すことがで
きます。勿論女性でいることは簡単なこと
ではなく、真のの平和の女性となることは
さらに厳しいことです。しかし今は私たち
の時代です。私たちの周りに平和を作ると

き、私たちだけでなく他の人々もその恵み
を受けるようになるのです。
文総裁夫妻のビジョンを見れば、今は新た
な時代です。韓国語では天一国と言い、そこ
は二人が一つになる所なのです。男性と女
性、天と地、宗教と科学、霊性と政治、倫理と
技術教育が結合し窮極的なビジョンである

「真の父母」を実現しなければならないので
す。全団体が真の父母の心情で社会を援助
し問題を解決しようと献身する夫婦ともい
える社会なのです。
統一運動のリーダーシップについて少しお
話しいたします。ここでは各自が成就しよ
うと努める理想に真の父母という人物が中
心にあり、文総裁夫妻の模範に沿います。文
鮮明総裁が逝去されると、夫人の韓鶴子総
裁は平和世界を実現し統一運動を率いてい
くため、夫が行っていた活動を断続して引
き継ぐ責任を受け入れました。韓総裁は全
身全霊を尽くしてこれに関するすべての責
任を担い、真の母の心を見せて下さってい
ます。この方を通して私たちはまた他の形
態のリーダーシップを経験しており、娘で
ある善進様とお嫁さんである姸娥様ととも
に統一教会でも女性の出現が始まりまし
た。

カンファレンスで講演に耳を傾ける参加者



先日、天宙平和連合（UPF）チェコ支部は、
チェコ国会議事堂において「家族」をテー
マとした3度目のカンファランスを開催
した。今回のプラハで開かれたカンファ
レンスは、『家族と現代』をテーマとしてお
り、その目的は、参加者に対してチェコ共
和国やヨーロッパで芽を吹いている家族
に関わる懸案事項の緊急性について情報
提供することだった。以前2度行われたカ
ンファランスのテーマは『家族と社会

（2014年5月）』、『21世紀家族（2014年10
月）』だった。
6月3日に行われた3度目のカンファラン
スでは80名を超える各界の著名人が参
加し、発表者にはチェコ国会議員6名と
ヨーロッパ議会委員1名が参加した。各
パネルの発表が続けられるたびに積極的
な討論が行われた。チェコUPFと市民研
究会は、国会議員であるニーナ・ノバコ
バ議員の積極的な支援と「トパーズ」のサ

ポートを受け、このカンファランスを開
催することになった。

社会の慣習の変化

チェコUPFのユライ・ライダ事務総長は、
開会の辞で、国連の資料において「家庭は
親と子供達で構成されている」と定義して
いることを参加者たちに想起させた。彼は
父親と母親の役割について話し、家族は根
本的に縦的、横的、固体的構造を成してお
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何故家族が大切なのか

大陸別ニュース｜ヨーロッパ（チェコ）

ユライ・ライダ｜チェコUPF事務総長

チェコ共和国の国会議事堂で開催されたカンファレンスの全景



り、これは宇宙の秩序とも一致すると説明
した。また、このような秩序に逆らうこと
は、社会と宇宙の秩序の破壊を意味するこ
とだと主張した。
チェコの有名な作家であり、神学者である
ヤン・ヤンドレック博士は、過去に二つの
世代を経る中で生じた変化について語り、
共産主義治下での家族と今日の家族を比
較した。共産主義時代の全体主義社会で
は、いつでも家族のことに干渉でき、家族
は一種の人質とも言えたと話した。しかし
今日の自由な社会においては誰でも多く
のチャンスを望むことができる。
ヤンドレック博士は家族の概念も変わっ
たと説明した。独身で過ごす人々がどんど
ん増えており、人々は家族を昔のように大
切に考えなくなったと話した。若い世代は
インターネットで様々な情報を得ること
ができるため、一世代で他の世代への経験
伝授は、必ずしも必要なことであるとは考
えていない。伝統的な家族の危機は伝統的
な社会の危機による結果である。
家族法専門の弁護士であるミガル・ヘラ
ス氏は、全ての法は伝統と宗教を根拠とし
ているが、チェコ共和国では今日の家族法
はそれ程大切なものとは考えていないと
語った。すなわち、家族法は専門家されて
いないということである。彼は、法廷では
子供たちに裁決を下す主体となることは
許されず、両親自らが様々な問題を解決し
なければならないと主張した。
他の発表者は、ヨーロッパ議会の委員であ
るペテル・マハ博士だった。彼は、家族は
親と子供で構成されるという概念を壊す
ような幾つかの最近の傾向を遺憾に思う
と語った。私たちは家族崩壊を認知し、伝
統的な家族に不利な状況を作り出してい
る法案を探り出せば、問題を正すことがで
きる。ヨーロッパではあらゆるフェミニス
トのプロジェクトに対して経済的な支援
が施されており、そのような性イデオロギ
ーは無限であると説明した。家庭には多く
の自由があり、そのような環境は家庭問題

を取り扱おうとする人々にとって妨害と
なる。政府閣僚や公務員たちは、子供たち
を教育する方法について彼らの考えを強
要しようとしている。その影響から、子供
たちは家族から離れて過ごすような事態
が発生した。マハ博士はノルウェーとイギ
リスを例にとり、親が喫煙するので子供た
ちを家族から離すということは、正当な理
由にはならないと語った。家族が最も最優
先されなければならず、子供は何よりも家
族の垣根の中で成長しなければならない。
国会議員であり医者でもあるユートゥ
カ・チャランコバ博士は、保守的な政治家
が常に家族の代わりとなる立場に立たな
ければならないと強調した。また彼女は、
同性愛者の養子縁組は誤っているという
意見を明らかにした。国家が家庭に干渉す
るほど、親にも干渉しやすくなるはずであ
る。チャランコバ博士は、ノルウェーで子
供二人がチェコ人の母親から隔離された
事態に積極的に立ち上がった。

家庭はどのような問題に

直面しているのか？

第2部での最初の発表者として登壇したパ
ブリーナ・ゴラセスカ議員は、家庭問題を
引き起こす要因として、負債、住居問題、あ
らゆる中毒（酒、麻薬、ばくち）、乱れた性生
活、精神病、乏しい家庭環境、そして不十分
な教育などをあげた。彼女はこのような状
況を改善可能とする幾つかの方法を例に挙
げ、住宅法改革や経済力向上そして若い夫
婦に子供への責任感教育などを提案した。
次の発表者のパブリーナ・ニトゥロバ議
員は、健全な国家を作るためには健全な家
庭がなくてはならないと主張した。家族は
男性と女性と子供で構成され、あらゆる優
先順位の中でも家族が第一にならねばな
らないと説明した。もし家庭が危機に陥れ
ば、国家も危機に陥るということである。
現代人たちは人生を楽しもうとしており、
誰も他人の為に自分を犠牲にしようとは
しない。個人主義が広まり、唯一の価値は

34 TRUE PEACE

チェコ共和国の国会議事堂入り口カンファレンスの立て看板



お金であり、自由は無秩序に向っている。
彼女は、若い人々が持つ欲求を満たしなが
ら健全な家庭を維持することは難しいと
語った。親になる教育は学校で始めなけれ
ばならない。彼女は5月にブリュッセルで
児童売買があったことに言及し、このよう
な事件がチェコ共和国でも起こらないと
は言えないと警告した。また、しっかり子
供たちに教えていないと、私たちが老人に
なった時、面倒を見てもらうことは難しい
だろうと付け加えた。
ニーナ・ノバコバ議員は、家族の間の関係
は無条件のものであると語った。家庭は会
社、団体、政党やスポーツクラブとは違う。
無条件の関係を土台とする自然なパート
ナーシップなのである。家庭には相互関係
の原則や適切性の原則が存在する。今日私
たちは子供たちに時期として相応しくな
い決定をさせている。ノバコバ議員は「資

格のある親（qualified parents）」という用
語を提示した。これは、親となる責任感を
自発的に持たなければならないという意
味である。最後に、性教育、結婚、親教育の
重要性も強調した。
次の発表者のラドカ・マソバ議員は、家族
問題、機会均等、少数民族問題解決委員会
議長でもある。チェコ共和国にはひとり親
の家庭が58万1千世帯あり、これは相当な
数値であると彼女は話した。子供たちには
情緒教育が必要で、全ての習慣は次の世代
に引き継がれる。道徳的な価値、即ち結婚
は一種の契約だという認識と、子供たちを
面倒見なければならないという責任があ
ることを強調しなければならない。家庭に
対する責任は親にあるものであり、国家に
あるものではないと話した。
今回、驚いたことに、発表者は与党と野党
を始めチェコ共和国のすべての政党から

代表で来ていた。私たちは様々な意見を聞
き、今回のカンファランスは家族問題につ
いて専門的、かつ公然の論議ができた。ノ
バコバ議員は自分のホームページにこの
ように綴っていた。

『家族と現代』のカンファランスは非常に
有効で親しみ深く親密な雰囲気を作り、国
会の会期で経験したものとは全く異なっ
た。五つの政党の国会議員と一人のヨーロ
ッパ議会の議員が、現代の家族にまつわる
問題についてわだかまりもなく平静に意
見を述べ合うことができた。私たちは多く
の部分で意見が異なっていたが、互いの考
えを聞くことができた。カンファランスの
雰囲気は国会の議事で感じるような雰囲
気とは対照的であり、後者は法と政治に影
響を及ぼす市民の不満を増加させるから
である。今回のカンファランスはそういう
必要が全くないことを見せてくれた。
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カンファレンスの参加者たち



私は夫のヒデオと1275双の祝福を受け、息
子4人を儲け、フランス北部に居住しここ
の教域に所属している。天の父母様の日と
基元節が過ぎた後、私たち家族は氏族メシ
ヤ活動をどう発展させることができるか
を考えた。私たちは親戚とは離れて暮らし
ているため、彼らを復帰するのに時間がか
かりそうだった。夫の場合は、彼が若い時
に両親が他界し、今まで日本にいる家族や
親せきと関係を築くのが難しかった。
そこで、まず友人を復帰して親戚に近づ
いていくことにした。そのような考えで

多くの人々と関係を築くために様々な活
動に参加した。市場で自然の薬剤を売り
ながら、知り合った人々の名簿を作った。
彼らのうち数名は原理講論を学ぶために
私たちの家を訪問したりもしたが、仕事
を辞めてから疎遠となった。
しかし子供たちが学校に通いながら長い
間通っていたテコンドークラブを通し
て、とても良い人々と知り合うことがで
きた。イスラム教徒のテコンドー師範ク
リストファーとその妻アニサ・モリスと
知り合い、二人の息子を持つ若い夫婦ト

ーマス・カレトとキャロラインを、3年前
にパリで行われた基元節祝福式に連れて
行くことができた。その若い夫婦は2014
年8月に三日行事も無事に終わらせ、本当
の祝福家庭になった。日曜礼拝に参加す
る日は、子供たちを含めて教会の若者の
面倒を見ている。平和大使になった友人
たちは祝福を受け、三日行事まで終えた
最初の平和大使である。

真実を行動に

今年の初め、私は人々を集めて真の父母
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様を明かせるような団体を作る必要があ
ると考えた。しかし最近の若い人々は霊
的なことより、具体的で実質的な行動を
より好むようである。キャロラインは2
世のメンバーと共にリール市で、寒い冬
の夜にホームレスの人々に温かいスープ
とサンドイッチを配る移動式の無料配食
サービスを運営している。これは若い子
たちにとってとても良い経験だった。
そこで私は祝福を受けた二組の妻たちと
年配の祝福家庭の婦人、そして末っ子の
息子の学校で知り合った友達と小さな団
体を作ることにした。アニサの夫のクリ
ストファーが考えた『平和を作る女性た
ち』という団体名を地方政府に登録した。
こうして私たちの団体が誕生し、パリに
ある女性連合の会員団体としても加入し
た。3月4日から市場で中古品を売って集
めたお金を天宙平和連合(UPF)ネパール
支部に寄付し、モロッコの慈善団体に寄

付する服を集め、マダガスカルにある小
さな学校の為にビタミンや薬を集めるな
ど様々な活動を進めていった。私はモロ
ッコ出身の女性たちに3か月間フランス
語を教えることにした。

セネガルで活動する食口

ある日、フェイスブックでセネガル家庭
連合会長のデライラ、アンブルワス・デ
ィアグヌ夫妻が運営する学校に関する記
事を読んだ。協会長夫婦はダカール近郊
に支援する学校の後援者たちを求めてい
る内容だった。そこで協会長婦人に学校
の写真数枚を送ってもらえるよう頼ん
だ。写真を見るとみすぼらしい教室だっ
た。私たちは若い人々を派遣し、教室と机
を補修できるかもしれないと考えた。そ
こは黒板もなく、教室の壁を黒く塗って
使用していた。
その後も、私はデライラ協会長婦人とフ

ェイスブックを通して連絡をしているう
ちに、彼女はフィリピン出身で立派で献
身的な方だということを知った。そこで
私は8月にその学校の教室を改造できる
若者を教会の青年の中から探し出した。
同じ地域の2世ビクトル・バナーデルウ
ェルトが積極的だった。この若者を中心
に計画が具体化し始めた。
私は全ての準備が整った後、フランス家
庭連合の会長とUPF会長に手紙を送った。
セネガル家庭連合会長もフランスの協会
長に、私たちがどのような援助ができる
かについてメッセージを送った。残念な
がらUPFはこの計画をあまりにも遅く知
り、協助してもらうことはできなかった。
すでにチュニジアの計画があり、次の年
に協助してくれるという事を聞くことが
できた。
私は若者たちが作った市民募金サイト
のulule.fr(ウルル)を見つけた。このサイ
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トに入会し、セネガルの学校の状況と必
要な物を書き込んだ(http://fr.ulule.com/
9classes-senegal)。祝福家庭として他の祝
福家庭が行っているヒューマニスティッ
ク(人道主義)で教育的な活動について、私
たち全員が知らなければならないと思っ
た。当然、天宙平和連合、家庭連合、女性連
合のような摂理機関もあるが、全世界の
祝福家庭もボランティア活動を行ってい
る。全食口が行っている良い活動を一堂
に集め、その全てが7ドルもしくは5ユー
ロといった小さな額で援助できるような
場があれば良いなと思っている。

ヨネン・マミ・イブラヒマ学校

デライラ、アンブルワス協会長夫妻は

2008年に学校
を設立した。当
時は学生数が
少なく、3つの
教室から始ま
ったという。現
在 は150名 の
学生たちが通
っている。今ま
で 韓 国 の 某
NGOから援助
を受けてきた
が、今年はその
援助が中断さ
れるという非
常につらい状
況である。この
協会長夫妻は
幼い学生たち
全員が未来の
希望を失わず、
立派な指導者
になれること
を望んでいる。
現在、英語教師
の資格を持っ
ているデライ

ラ氏は、今後、貧困な子供たちを援助する
だけでなく、学校を財政的に自立させる
ための手段として英語塾を建てる計画で
ある。現在学校は9個の教室と机といすの
補修が必要である。教室に黒板も必要な
状況で、50名の子供たちが支援を望んで
いる。

セネガルの未来に向けて

デライラ協会長婦人は、子供たちの人格
教育を担当している。セネガルはイスラ
ム国家であるため、その主題に気を払い
ながら行っている。人格教育を進めるに
おいて、ビデオデッキが必要である。既に
昔の物となったが、ここでは映像を見る
子供たちにとって無限なる楽しみを与え

るだけでなく、人格教育おいても為にな
るはずである。私の心を揺らがせる子供
たちの話を読むことができた。非常に貧
困な中でも立派な人物になるという夢を
持つ子供たちに関する話だった。勿論子
供たち全員が貧困なわけではないが、多
くの子供たちがそのような状況である。
親が学費を出せずに学校に来られない子
供たちも多くいる。
今回、募金運動が終わる8月2日までに皆
様がウルルの会員になるか、学校の口座
を通して援助してもらえるようもっと広
めてもらえれば有難い。誰でも望むなら
ば、学校の住所と連絡先を教えることも
できる。8月2日まで学校の修理に必要な
3000ユーロをウルルの口座を通して募
金する計画である。大きな額ではない。ビ
クトルがその基金でペンキ、筆、木材など
必要な物を購入する予定である。
来年には、また違う計画を推進する予定
である。その時はUPFやRYS、STFチームと
進めていく予定である。この計画を多く
の食口に広めることができ感謝してい
る。天一国に近づけるようより良い世界
を作るために、食口が推進するプロジェ
クトへの交流が活発になるほど、その計
画はさらに早く具体化され成功するはず
である。
8月2日まで募金運動に寄付したい方は、
http://fr.ulule.com/9classes-senegal で7
ドル(5ユーロ)から寄付が可能である。子
供たちを直接サポートしたい方は、
http://femmes-au-secours-de-la-paix.com
で電子メールを送れば、サポートが必要
な子供を紹介してくれる。アンブルワス
とデライラ協会長夫妻に連絡を取りたい
ならば、フェイスブックにある学校を探
してみるとよい。学校のフェイスブック
は、Yonent-Mame-Ibrahima Dakarで検索し
てみるとよい。協会長夫妻に直接連絡を
したり、学校の口座を通して寄付を望む
方は、電子メール〈hidebene2020@free.fr〉
にメールを送るとよい。
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ブラジルでは学生たちの夏休み期間に合
わせて毎年1月と7月、夏季と冬季の修練会
を実施することで、ブラジル全域の青少年
並びに青年が参加するよう声をかける。サ
ンパウロから約40キロメートル離れた草
木が茂る所に囲まれた素晴らしい景色を
誇るサンベルナルドゥ・ドゥ・カンプ修
練場で、夏休み期間学生たちの活気やエネ
ルギーがここを一杯に満たす。この修練会
は他の兄弟姉妹に会える絶好の機会だけ
でなく、参加者に変化や霊的な復活を生み
出させ、摂理的にもとても重要な意味を持
つ。それは私たち教会の若者が天の父母様
と真の父母様に喜びをお返しできるよう
に神様が与えてくださった機会である。
修練会は三つの部類に分かれる。献身的生
活をする「内的」メンバーが参加し教育を
行うカープ修練会、11歳から14歳の成和学
生修練会、そして7歳から10歳の小学生に
向けた修練会がある。夏休みの期間１ヶ月
は若者の参加者が非常に多い。「天地人真
の父母様に対する絶対従順の伝統確立に
向けて原理講論を一ページずつ学ぼう」と
いう主題のもとで熟練した指導者が講義
をしてくれる。

講師のお手伝いのため、天宙士官学校出
身の青年特使らの証しを通して、参加者
が天の父母様に侍る未来の指導者とな
り、純潔を強調する愛の宣教師となるよ
う励ます。このような修練会は希望の源
泉であり、統一家の家庭にとっても望ま
しいことである。家庭では前もって子供
たちを修練会に送るために準備をしてお
く。原理に関する色々な講義が細かく行
われ、真の父母様の生涯路程と私たちの
伝統及び信仰生活に対する内的な講義を
通して心情が復活していく。ゲーム、スポ
ーツ、チャレンジ活動を通して参加者が
神様の心情を胸に深く刻み、兄弟姉妹と
の仲間意識を築く。

青年修練会

どの修練会でも参加者は祈りを捧げたり、
感情が込み上がり涙を流す姿を目にする。
何故ならば、家に帰る前に神様の愛が充満
していた瞬間を惜しむからである。参加者
が献身的メンバーとなり、摂理の人生に心
情を全て捧げようと決心する時には恵み
深い雰囲気が作られる。
ブラジルの他の地域でも多くの食口が様

々な活動を行っている。例えば7月11日か
ら15日には、ジャルジンにあるニューホー
プ農場で修練会が行われた。その主題は、

「マトゥグロスドゥスル兄弟姉妹の和合」
だった。日程内容は原理講義、純潔講義、真
の父母様生涯路程のプレゼンテーション、
宣教師とカープ学生の対話だった。この修
練会で参加者は、実質的な結実を結ぶこと
ができる多くの霊的な恩恵を受け希望を
持った。
伝道された価値や善と悪が混在する社会
で、天の父母様と真の父母様から与えられ
た原理のみ言は、私たちの若い世代にとっ
て唯一の解決策となり、１世の両親から受
け継いだ信仰と伝統を成長させ強化させ
る。彼らは摂理に対する信念と献身を大切
にする方法を学ぶ。
統一家の若者はこのように真の父母様か
らの召命に喜びと活気で応えた。これは彼
らが未来の私たちの活動を引き継いでい
かなければならない主役となるので大き
な意味がある。み言や愛で若者の信仰が成
熟し、彼らが真の父母様に仕え、ビジョン
2020を達成する私たち教会のリーダーへ
と成長するであろう。

大陸別ニュース｜南米(ブラジル)

ニルバルド・A・サントス│ブラジル家庭連合副会長

学生を対象にした
夏休み期間の修練会

ジャルジンのニューホープ農場理想家庭教育本部で実施したマットグロッソ州の成和学生夏季セミナー サンパウロのサンベルナルド中央修練会で夏季原理セミナーに耳を傾ける11～14歳の成和学生



天の父母様の天運を相続し、ボリビアで地
域別ホームグループ行事を開催すること
ができた。ボリビアでは昨年からホームグ
ループ活動を始め、全食口が心を開き、氏
族メシヤの使命を完遂することができる
機会となっている。
6月28日、コチャバンバ県でスクレ市とオ
ルロ市から来た女性宣教師とともにホー
ムグループの行事を開催した。今回の行
事にコチャバンバ市から110名、オルロ市
から6名、スクレ市から30名が参加し、計
200名以上が参加した。現在、彼らのうち
21名が一対一の原理教育を受けている。
7月5日、サンタクルス県からはモンテロ市、
カミラ市そしてベニ県からきた女性宣教師
と共に最初のホームグループの行事が開か
れた。この行事のプログラムではホームグ
ループ対抗のフットサル大会も開き、食口
と参加者に大きな喜びを与え、団結とチー
ムワークを向上させるきっかけとなった。
フットサルとは小さなコートで1チーム5名
の選手がミニサッカーを行うゲームのこと

をいい、主に室内でゲームを行う。その行事
には食口と伝道対象者を含め250名が参加
し、そのうち40名は定期的にホームグルー
プの集まりに参加する人々であった。この
定期的にホームグループに参加した人々の
うち20名は一対一原理教育を受けている。
7月16日、ラパス県では、それぞれ開拓本部
別に地域別にホームグループ行事を開い
た。この地域から450名が参加した。ラパス
県の食口はエル・アルト市と共に行事を
主催し、この行事に250名が参加した。アチ
ャカチ市の宣教本部の行事には180名余
りが参加した。一方、タリハ県からは21名、
ポトシ県からは8名が参加し行事が開かれ
た。ラパス県全体で30名が一対一原理教育
を受けている。
今回の行事の最も大きな特徴は、ホーム
グループのメンバーの家族、友人、知人が
参加したということである。彼らは一対
一原理教育の潜在的対象者である。それ
ぞれの地域のホームグループごとに、参
加者が心に満たした幸せと喜びを表現し

た独創的な音楽や芸術作品で発表した。
多数のホームグループメンバーがこの行事
を通して、親戚が統一教会に対する考えを
変えたと証しをした。またホームグループ
を通して拍手を送るような証しも出た。あ
る伝道対象者が原理教育を全て受けた後、
すぐに真の父母様をメシヤとして受け入れ
たことだ。彼の妻は、夫が私たちと共に勉強
することに反対もせず、夫が行事に参加し
て家庭が一致団結し、楽しく芸術発表会を
する姿を見て、彼女も夫と共にホームグル
ープに賛同すると話した。
ある兄弟はホームグループに参加し始め
たときは子供との関係が良くなかった。
彼はその関係を改善しようと心に決め、
子供たちの言葉に耳を傾け、彼らに対す
る態度を変えることに焦点を置き、目標
を達成しようと努力した。それがとても
役に立ち、今は子供たちとの関係が改善
された。彼は週間目標への実践に対する
大きな信頼を抱き、原理を学んで真の父
母様を受け入れたのである。
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キャンプサンライズにこれまで20年もの
間、多くの子供たちが訪れた。毎年夏にな
れば小学生、中学生、高校生を対象とした
三つのキャンププログラムを行い、それぞ
れのプログラム参加者の年齢に合わせた
学習や発達に沿って特別に考案された。小
学生キャンプは7日間の日程で行われ、中
学生と高校生プログラムは10日間と14日
間行われる。キャンプに参加する子供たち
は全世界の2世や3世だけでなく、両親の
意に従ってこの教育プログラムに参加す
るようになった統一教会とは関係のない
子供たちも集い、互いに疎通できる機会を
持つ。
キャンプのスタッフは教育を受けた先輩2

世として、7～10名が一組となったチーム
に責任を持ち、専門的な教師の教育を受け
てキャンプで働いた経験のあるスタッフ
も3，4名いる。キャンプサンライズの教
育プログラムは様々な活動を中心として
行われ、子供たちの水準に合わせて真の父
母様の核心となる教えに参加できる。毎
朝、家庭別(キャンプサンライズではチー
ムを家族と呼ぶ)の訓読会で一日が始ま
り、み言を読み、互いに意見を交わす時間
をもつ。このような接近方法は、子供たち
が真の父母様のみ言の内容について討論
に参加するだけでなく、み言が実生活とど
のような関連性を持つかを探求する。
朝食後の午前は、能動的な学習という脈絡

で小グループ教育が行われる。例えば原理
講論をいくつかのパートに分けて、それぞ
れのパートを家庭ごとに分けて、カウンセ
ラーにその部分をメンバーに対して責任
をもって教えさせる。それは次の日の教育
時間に、参加者全員に教える際に活用する
教育資料として開発することとなる。それ
ぞれプレゼンテーション終わる度に、プロ
グラムのディレクターが参加者のプレゼ
ンテーションを要約する簡単な講話や短
い講義をしてあげることで、原理講論の核
心的な内容を持って家に帰ることとなる。
原理講論の内容以外にも、内的指導に焦点
を置いている。これは毎日の日課の中でチ
ームを通して行われ、兄弟姉妹の日や祝福
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ニューヨークから北に約40キロ離れた場所に、美しいハリマン州立公園がある。1988年からここで祝福子女たちのためのサンライズ
キャンプが開かれている。

バスケットボールの時間 武術の修練中



の日（高校生の場合のみ）のような特別な
プログラムを通して行われたりもする。カ
ウンセラーは様々な問題と関心について
相談できるよう教育を受けており、プログ
ラムは信仰および生活と関連する主要問
題に焦点を置いて考案され、キャンプ参加
者に大切な生活の中での疑問点について

回答を求める機会を提供している。
全般的にキャンプサンライズでは、日常生
活の中で天一国の文化を創建するのに努
めている。神様の子女として暮らす練習を
して、キャンプで過ごす間、子供たちの信
仰習慣や生活方式などを改善しようと気
を遣っている。全ての活動は楽しくもあ

り、教育的な目的に符合するよう作られて
いる。子供たちは神様の子女という認識を
持ち、考えて感じて行動するように刺激す
る活動をし、楽しく意義ある活動に参加す
る時、神様と真の父母様について一番よく
知ることができるのだと信じている。（記事
提供：ブライアン・サボリン牧師）
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演劇公演 カヌーを楽しむ修練生たち

水泳の時間

.ボードゲームで遊ぶ 釣り修練



ニューシス（www.newsis.
com）は韓国語の通信社で、ロ
イター通信やAPと似たよう
な役割をする。ここのウェブ
サイトでは私たちの教会の
行事に関して場所や得た成
果など、核心となる内容を時
々ニュース速報として定期
的に情報を掲載している。
5月12日のニューシスのウェ
ブサイトでは、真のお母様の
写真と共に、「11日(現地時間)オーストリ
ア・ウィーンの国連本部において、天宙
平和連合と世界平和女性連合の主催で

『国連国際平和カンファレンス』が開か
れ、世界平和統一家庭連合の韓鶴子総裁
が基調演説を行った」という記事が掲載
された。数か月前に掲載された写真には

「平和を愛する『世界人、文鮮明総裁の女
性平和連合運動―アメリカ大陸報告会』
で、世界平和女性連合の文姸娥世界会長
が歓迎の辞を述べている」という内容だ
った。このような記事は主に韓国で行わ
れた行事を取り扱っている。現在韓国で
行われているピースロードに関する報道
は、この行事が12ヶ国を超える国々でど
うやって行われたかに関する内容を掲載
している。
7月12日にはアメリカで開かれた行事に
集中的に照明を当て、「世界平和女性連合

（WFWP）アメリカが、ニュージャージー
州のテナフライにあるコリアンコミュニ
ティーセンターで平和統一を祈願する

『平和の架橋（Bridge of Peace）記念式典』
を開いた。この行事は世界平和女性連合
アメリカのアンジェリカ・シェル会長、
コーディネーターのマグエリット・デー
ビス氏、ダニエル・パーク市議員、ユネス

コグローバル教育センターのアダ・オキ
カ理事など内外の来賓をはじめ40名あま
りが参加した。世界平和女性連合の活動
に関するドキュメンタリーの上映と共
に、平和芸術団のマ・ヨンエ団長による
洋琴演奏、李ソンユン氏によるビートボ
ックス公演、青少年によるサムルノリな
どが添えられ、ソプラノ歌手セイコ・リ
ー氏が『Song of Korea』を熱唱し、行事の醍
醐味を飾った。」と報道した。
2010年アメリカの人口調査で、テネフラ
イが位置するバーゲン郡に居住する韓国
系住民の数は36,000名余りと集計され、
10年後には約57,000名に急増すること
になる。今年最初にオープンしたコリア
ンコミュニティーセンターは3階建ての
現代的な建物で、面積は2000平方メート
ルに達する。次の内容はその行事で上映
された女性連合の映像から抜粋したもの
である。

***
女性連合創設者の韓鶴子総裁は、ある講
演でこう述べました。「私たち女性連合の
明らかな目的は、韓半島統一に役に立つ
数多くの活動を展開していくことにあり
ます。女性は真の価値体系や真の愛の実
践を基盤とする教育を通してお手本を見

せることで、国内外の統一に先駆けなけ
ればなりません。」女性連合の長期の目標
は、韓半島の平和で調和を成す統一を促
進させることです。
これまで23年間アメリカで女性連合は黒
人や白人だけでなく、（アメリカと日本の
ように）過去の敵対関係であった国家の
和解を促進しました。両国もしくは両人
種の女性が橋のど真ん中で抱きしめ合っ
て、一生を姉妹でいようと縁結びをしま
した。このような行事をはじめとする様
々な行事を通して、アメリカのクリント
ン元大統領も「平和の橋意識」を「promis-
ing practice（希望的な実践）」と認めるに
至りました。
2015年7月11日、女性連合ニュージャー
ジー支部は、韓国の分断終息の促進に向
けて、ニュージャージー・テネフライに
あるコリアンコミュニティーセンター
で、南北を代表する女生たちの歴史的な

「平和の橋意識」を主管しました。その間、
偏見もなく私たちの行事に関し韓国人を
対象に興味深い情報を提供している韓国
の通信社は、私たちの運動が韓国社会に
なくてなはならない、この国に深い利害
関係が絡む問題を解決してくれるという
ことを広く知らせています。
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「平和の架橋」記念式の参加者たち
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