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セウォル号事件があった昨年4月16日、真のお母様が私たち夫婦を招待して下さ
ったのは、再びヨーロッパに戻り公職を遂行するようにということだった。5月に
西ヨーロッパ特命総使を命じられ、18年間ヨーロッパのカープと協会を受け持
ち、35カ国を東奔西走していた昔の任地に再び戻ってきた。
真のお父様の聖和の後、セウォル号のように危難に陥るかもしれなかった統一教
会は、真のお母様を新しく船長として侍り、危機を賢く克服すると同時に真のお母
様の神秘的なリーダーシップにより、中断なき前進を越え跳躍の道を進んでいる。
特命総使は真のお母様の洞察と決断による新たなる制度である。特命総使として

ヨーロッパに来て活動し、今摂理的に特命総使の使命と役割がどれほど必要であるかを再度痛感している。団
体や組織を率いていくのにほとんどが前方で指示し命令する人だけだが、後方から押して収拾し励ましてく
れる人はいない。だから客観的な位置で全体の状況を把握しアドバイスをして、上役に報告し適切な処置を行
ってくれる人がいない場合が多い。

『南部軍』という本を読んでみると、共産党がゲリラ軍として戦闘を行うのに組織を率いる一般の中隊長と、中
隊員の戦意や精神教育そして党性を管理する文化中隊長がいる。こうしてみると特命総使は文化中隊長のよ
うに、食口を励ましてあげ摂理的に正しい理解と価値観を持つよう指導しながら、後方から押し面倒を見てあ
げる使命を持たなければならないと考えている。
私は西ヨーロッパ特命総使として巡回しながら、昔大陸会長として活動していた頃とはまったく違う様々な
ことに気付いたりする。今まで私たちの組織で看過していた多くの足りない面を補強し、新たに跳躍するのに
必ず必要なのが総使制度であると考え、真のお母様の慧眼と摂理への指導に感謝せざるを得ない。
もちろんどんなに重要で必要な制度だとしても、その仕事を引き受けた人が立派にその責任を遂行するかど
うかという問題が最も肝心要であるというのは論を俟たない。そういう意味で特命総使としてその使命と責
任をどうやって完全に遂行するかという問題についてたくさん悩まなければならないはずである。
真のお父様を中心とした動員摂理時代に、数多くの国々を回り東家に食して西家で眠ることを繰り返し、やっ
と故郷に戻ってきて真のお父様の遺言である氏族的メシヤの使命を完遂する為苦労する食口を見れば、同情
と尊敬、そして愛を感じてくる。彼らの犠牲がなければ今日の私たちが存在しないということで、彼らこそが
動員摂理時代の本当のチャンピオンであると思う。
真のお父様が聖和された後、お一人で天の使命を堪えるため言葉にできない困難を克服していかれる真のお
母様の御心を考えながら、真のお母様の代わりに食口と指導者を支え励ましながら、ビジョン2020勝利に向け
最善を尽くすことをもう一度意に決する。疲れ果て倒れて血を流すとしても、あきらめてはならないと誓った
若い頃のその誓いと約束を守りながら、残る生涯を天と天地人真の父母様の為に名誉に誇り高く生きること
に誓いを立て、特命総使の道を進もうと思う。
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私の満八十三歳の誕生日と韓鶴子総裁の
還暦を祝賀するために集まってくださっ
た皆様に心から感謝申し上げます。何よ
りもまず、この日まで私を守ってくださ
り、共にいてくださった神様に、このすべ
ての栄光をお返しいたします。いち早く、
少年時代から人生と宇宙について苦悶し
てきた私は、十六歳（数え）の時に神様を
体感し、その時から今まで、生活の中で交
流してきました。生死の境界線を行き来
する険しい私の生涯を支えてくれた原動
力は、正に生きていらっしゃる神様との
約束と絶対信仰です。

神様が地について摂理される目的

神様は、信じる人だけの神様ではありま
せん。万民の神様です。また、今この時は、
漠然とした神様ではなく、より明確な威
容と主管権をもって万民の前に立ってい

らっしゃる神様を悟らなければならない
大転換期です。神様を無視しては決して
解決できない個人的、家庭的、国家的、世
界的問題の渦の中に埋もれている現代人
だということを自覚する時です。
宗教を信じる目的は、本来の神様と本然の
国を取り戻すためです。真の宗教は、漠然
とした神様を紹介するのではなく、神様に
対する認識をはっきりと強固に植えつけ
てあげることができなければなりません。
世の中と妥協する宗教は、高次的な宗教だ
と言うことはできません。そのような宗教
は、結局は衰退してしまうようになりま
す。真の宗教は、人が神様を正しく求め、神
人が一体となる本然の世界に帰っていく
ことを教えなければなりません。宗教の目
的は、宗教自体の教えを通した世界ではな
く、神様の理想を通した世界です。ここに
おいて問題となるのが創造理想です。神様

が創造されたので、創造理想を明確にする
ことはとても重要なことです。
それでは、神様のみ旨とは何でしょうか。
創造理想を完成することです。神様がエ
デンの園で人間始祖アダムとエバを通し
て成し遂げようとされた創造理想とはど
のようなものだったのでしょうか。真の
愛の本体であられる神様は、愛のパート
ナーを必要として創造をされました。人
間は、神様の真の息子、娘としてつくられ
ました。神様の真の愛の理想を成し遂げ
るためです。彼らは、真の男性と真の女性
として成長し、真の夫婦となって真の家
庭をつくり、理想的な国と世界を形成す
るのです。しかし、人間始祖の堕落によっ
て、この創造理想は崩れてしまいました。
したがって、宗教の目的とは、一人の真の
人を取り戻すことであり、真の家庭と真
の国家と真の世界を取り戻して、万民が
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平和に生きていくことです。これが正し
く、神様が地に対して摂理される目的な
のです。宗教は、このように善の世界を追
求してきました。しかし、その善の世界
は、善の国が現れなければ成し遂げるこ
とができません。善の国は善の民族が、ま
た善の民族は善の氏族が、そして善の氏
族は善の家庭が先になければなりませ
ん。ですから、善の家庭を築こうとすれ
ば、先に善の男性と善の女性がいなけれ
ばなりません。
アダムの堕落以後、イエス様の時までの四
千年間、イスラエルの歴史は、外的には、世
界を取り戻す歴史でしたが、内的には、真
の息子、アダム一人を取り戻す歴史でし
た。堕落によって、神様の愛を中心とした
生命と血統を受け継いだ息子、娘がいない
ことが神様の恨です。神様が、愛と生命と
血統の主人として再び造られ、この世の中
に送られるお方が救世主です。神様のみ旨
も、人間の本性の所願も、創造理想を完成
した本然の理想的な人間となり、理想世界
を成し遂げることです。それは、神様の愛
の理想を完成した個人として生まれ変わ
ったのち、真の愛の夫婦となって真の父母
になることです。そのために、神様の真の
愛、真の生命、真の血統の始原である真の
父母が絶対的に求められるのです。このよ
うに、神様の救援摂理完成のためには、男
性として一人で現れる救世主、メシヤ、再
臨主ではなく、神様の真の愛を完成した典
型としての真の父母のお二人をお迎えし
なければならないのです。
皆さま、宗教生活は、してもよく、しなく
てもよいという選択の問題ではありませ
ん。堕落人間は、サタンを中心とした偽り
の愛と偽りの父母の因縁から生まれてき
たので、誰もが例外なく修理工場である
宗教を経て、必ず真の父母様と出会い、真
の愛と真の生命の関係を結ばなければな
りません。ここで、一つ重要な事実を知ら
なければなりません。修理工場に訪ねて
いくのは、そこに永遠にとどまろうとい
うことではなく、再生して出てくるため
だという事実です。宗教生活は堕落人間
の必須課程ではありますが、宗教生活自

体が人生の根本的、総体的な目的ではな
いというのです。
人生の究極的な目的は宗教生活を正しく
履修し、模範生として卒業して、創造本然
の人間として生活することです。堕落ゆえ
に生じた宗教ですが、その宗教の中に埋も
れて生きることだけが人生のすべてでし
ょうか。堕落していなければ、本然の人間
はどのように生きていたのでしょうか。本
来人間は、神様の子女として、真の愛の理
想のもとで真の家庭をつくり、一つの世界
を形成して、自由、平和、統一、幸福の天国
生活をするようになっています。
神様は、宗教を通じて修理され再生され
た子女に出会うために、人間を創造した
のではありません。罪を悔い改めながら
葛藤の中で苦悩している子女を見ること
を願う父母がどこにいるでしょうか。ま
して、創造主であられ、全知全能であられ
る天のお父様が、御自身の子女を、苦痛の
中で罪を犯して生きるようにさせること
が本来のみ旨でしょうか。堕落世界は、神
様が計画された本来のみ旨ではありませ
ん。人間始祖が神様に背くことによって、
本然の構想が成し遂げられなくなったの
です。絶対的な神様であられるので、その
み旨も絶対的です。神様は、再びそのみ旨
を成就されます。それで、神様の救援摂理
は、復帰摂理であり再創造摂理です。
宗教は復帰摂理のための機構です。人間
は、真の父母様と出会って宗教生活の過
程を履修するだけではなく、神様の子女
となって、生活の中で父子の関係をもっ
て神様に侍って生きる生活信仰の世界に
飛躍しなければなりません。長い歴史の
中で、人間は誰もが宗教生活を卒業しな

ければならないという、この貴い真理を
明らかにした人はいませんでした。早く
から神様のみ旨を知った私は、教派や宗
教を創設しませんでした。神様の摂理の
中心宗教であるキリスト教が、私の教え
である天道を受け入れなかったことによ
って、私が初めてつくった組織が「世界基
督教統一神霊協会」でした。教派でも、宗
派でもなく、「協会」です。宗教界が継続し
て不信し、計略を巡らせて迫害しながら、
無条件に異端だと規定して顔を背けたに
もかかわらず、私たちの集まりが大きく
なっていったため、世の中が私たちの長
い公式名称の代わりに「統一教会」と呼ぶ
ようになり、そのために「統一教会」とな
ってしまいました。
しかし、私は、数十年前から私たちの教会
の看板を下ろす日を望みながら、その事
実を予告してきました。一九九六年に教
会の看板を下ろし、「世界平和統一家庭連
合」として出発しました。これは、人類史
における重大事件です。偽りの父母から
受け継いだ罪のくびきをかけ、苦難と葛
藤の中で、悔い改めと祈祷の信仰生活を
通してのみ神様を求めてきた人類が、真
の父母から祝福を受けて重生し、真の愛
の生活の中で神様に報告して生きる世界
に変わる、天地開闢が始まったのです。
皆さん、今訪れてきた天運と共に、人類
は、宗教生活を履修し、真の愛の祝福を受
けて真の家庭をつくりながら、神様の真
の子女として生活しなければなりませ
ん。地上で祝福を受け、このような真の愛
の生活をした人だけが、永遠の本郷であ
る、天上の理想世界、すなわち神様の国に
入っていくことができるのです。
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伝道された生命を
よく育てなければならない

この真の父母様のみ言は2015年１月４日、天和宮で開かれたラスベガス14日伝道修練会閉会式で
のみ言を整理したものである。



皆さんが今や熱心に出て伝道をしている
間に、私は何をしなければなりません
か？私がアメリカに来た目的の内の一つ
は、天地鮮鶴院の建築に先立ち、博物館を
見学するためです。それらの博物館以上
に作らなければなりませんね！それで可
能な限り、よく建てられた、よく管理され
ているという所はすべて見に行こうと思
っています。それで最終的に私たちは21
世紀にこれ以上そのような作品が出るこ
とがないという作品を作らなければなり
ません。真の父母様の位相が子々孫々、千
年万年残されなければならないでしょ
う。そこに皆さんが同参したというこの
事実が、どれほどの祝福で幸せなことな
のか分かりますか？

砂漠に生命の種を撤いたこと

韓国と日本から皆さんを連れて来る時に
は「二週間伝道だ！」と言いましたが、実
際は皆さん少し休みましたね？5~6日し
か出来ませんでした。今まで風邪で体調
を崩し、大騒ぎになりました。私は毎日皆
さんについての報告を受けています。と
ても良い経験をされていると思います。
皆さんがこの砂漠に生命の種を撤いたの
です。皆さんが精誠と祈祷でずっと関与
して伝道された生命をよく育てなければ
なりません。皆さんは一端帰ることにな
りますが、ラスベガスを引き受けた教会
とアメリカ協会が責任を負い、その生命
が立派な芽を出し、実を結ぶことができ
るように導いてくださなければなりませ
ん。この眠っている都市に皆さんが火を

つけました。これはすごいことなのです。
そのようなことを感じながら働きました
か？
先ほどフーバーダムの話もしましたが、
このフーバーダムが砂漠地域であるカリ
フォルニアとネバダ、そしてアリゾナの
三つの州に影響を与えています。1931年
に建設を始めて6年後に完工しましたが、
この建設で多くの犠牲者も出ました。し
かし大胆にダムを建設して三州を生か
し、経済恐慌を乗り切ることができたの
です。当時の大統領だった、ルーズベルト
一人の考えが三州を生かし、アメリカを
生かしたという話です。皆さんの行動と
考えがラスベガスだけではなくアメリカ
を生かして、また全世界的に影響を及ぼ
すようになります。
ここにはすべて備わった環境があり、全
世界に広がっていく場所です。一年中コ
ンベンションが続いています。ですから
たくさんの人々、世界の人々がここに群
がって来ています。これから5、6日間、家
電製品の電子ショーがあるそうです。サ
ムソンとLGも参加するため、韓国からも
人々がたくさん来ると言います。続いて
コンベンションがあるそうです。ですか
らたくさんの人々が来ます。その人々は
ここで暮らす人々ではないので、情報を
得てから故国に帰ります。その人々を私
たちが逃さないことです。ラスベガス教
会が栄え、ここに来る人々をすべて導く
ことができたらどれだけ良いですか？
アメリカが発奮しなければならず、ラス
ベガス教会が発奮しなければなりませ

ん。二人の牧師さん、分かりますか？（「は
い。」） 一人も署名した人を逃さずにずっ
と連結してみ言を聞くようにします。
分かりますか？（「はい、分かりました。」）
私が今度は注意深くどのように行動する
のか見守ろうと思います。ですから一人
も繋がった人を逃さないで下さい。（「は
い。」）そう、それではおいしく食べたら、
私が今日も皆さんのために準備したこと
があります。2015年が始まりましたね？
私たちは天暦で数えますが、陽暦にすれ
ば新年だというのです。新年は青羊の年
だと言います。真のお母様が羊年なので
す！(歓呼、拍手) 皆さんによって、真の母
がこの世により高く、現れなければなり
ません。そうしますか？（「はい！」）
韓国の風習に新年には自身を慰めるそう
です。地を踏むと言うのです。そうするた
めには少し騷がなければならず、叫ばな
ければなりません。それで新しく、言うな
らば新年を豊かに過ごすことが出来るよ
うに、祈祷と精誠を捧げるのです。そのよ
うな風習が西洋にもあるかも知れません
が、東洋ではとても強いのです。皆さんは
80人でしょうか？ 8つのチームを組ん
で、4位まで私が賞品を与えます。ユンノ
リです。ユンノリという風習は言葉です、
韓国では両班や賎民（の身分）に関係なく
一つになるのです。この遊びを始める時
は一つになります。一位にはたくさんの
賞品があります。とても多いので、一生懸
命頑張って下さい。私がみ言をたくさん
話せば、皆さんの楽しい時間を奪ってし
まいますね。

2015. 02    7
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1��伝道修練会の修了証を授与される、真のお母様
2��修練生たちの伝道の努力を激励してくださる、真のお母様
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PHOTO | 真のお母様の動静

ゲッティーミュージアム、レーガン博物館訪問

天地鮮鶴園建築のためにッティーミュージアムをご覧になられた真のお母様

カリフォルニアのモントレー半島に位置する、ぺブルビーチを訪問された

サンタバーバラビーチ

真のお母様と共に記念撮影



2015. 02    9

ローリングキャンプ、セドナ訪問

ローリングキャンプの入り口

2200年以上の枯れ木の年輪を背景に記念撮影をしてくださった真のお母様

レッドウッドの森を散歩される、真のお母様

アリゾナ州セドナの赤い山を背景にポーズをとられる、真のお母様



真のお母様がこの伝道活動に深く関与さ
れ、毎日のように参加者たちを気にかけ
られて、直接導いておられる。アメリカの
食口は韓国と日本から来た兄弟姉妹を支
えながら、真のお母様に対する彼らの心
を伝えられる良い機会となるよう努め
た。この修練会に参加した人々は、真の父
母様の愛を他の人々とも共有し、伝道に
真心を尽くしている。真のお母様は修練
生一人当たり、最低一人は伝道するよう
に願われた。
真のお母様は毎日のように朝晩活動の
報告を受けられ、どうすれば伝道がもっ
とうまくいくかアドバイスをされてい
る。真のお母様は修練生がアメリカとア
メリカ人に向けた真の父母様の心情を
理解できるように願っておられる。金起
勳北米大陸会長は、「私が真のお母様に
修練生の報告を申し上げる度に、真のお
母様は深い関心を寄せられ、私は真のお
母様がここで活動をしている兄弟姉妹
を愛されているということを感じます。
真のお母様は、アメリカカープと二世が
今回の伝道活動に参加するためにやっ
てくるということを聞かれて喜ばれま
した。」と語った。

伝道の始まり

初日、６つのラスベガス大学(ＵＶＬＶ)キ
ャンパスと、カープセンターで活動した。
初めは言語の壁で苦労しているメンバー
もいたが、アメリカの牧会者が修練生の
ために資料を準備した。また私が朝に人
々に接近し招待する方法についても発表
した。一番の核心は、韓国から来たメンバ
ーが出会う人々に多くの愛を与えようと
しているのを感じさせることである。真
のお母様が語られたみ言に感動し、修練
生はラスベガス全域で真の父母様の愛を
さらに伝播しようとしている。
伝道活動が始まって一時間も経たない
頃、あるチームがザカリアという名の若
者を連れてきた。彼は25歳で、家庭を持っ
ていたが２ヶ月前に２歳になる娘を亡く
した。彼は涙を流しながら自分の心の内
を話し、そこにいた皆の心を泣かせた。彼
は自分の試練を通して神様を中心に人々
をさらに愛する方法を学ぼうとした。ま
ず私たちは『貴方の愛する生活を創造せ
よ』という題目の原理講論の紹介映像を
見せた。少し話があった後、彼は一時間の
創造原理の講義を聞いた。彼は次また来
て講義を聴くと話した。私たちと共にい

る時間を楽しんでいるようだった。
真のお母様は私たちの伝道活動の報告、
特にカープ伝道センターを訪ねたザカ
リアについての話に耳を傾けられた。真
のお母様はその報告を聞かれて非常に
喜ばれた。また「子供を出産することよ
り、育てるほうがもっと大変なのです。」
というみ言も語られた。神様が私たちを
支えて下さるので続けて努力するよう
励まされた。
伝道チームが数人に出会って名前や連絡
先を記入してもらった。次週には奉仕活
動の一環として人々を伝道センターに招
待し食事を分かち合い、この地域を清掃
する奉仕活動を予定していた。ラスベガ
ス教会のケンドゥ牧師とカープ責任者の
渡邊あきら氏が我々をサポートした。
二日目、真のお母様が金起勳会長を介し
て伝道チームに対する激励と愛のこもっ
たプレゼントを贈ってくださった。金会
長の祈祷で一日が始まり、伝道を準備す
る修練生にラスベガス摂理について感動
的な内容のみ言を語ってくださった。
寒い天気と多忙な日程の中、体調がすぐ
れないメンバーもいた。あるメンバーは
風邪にかかり、体に力が入らないほどで
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ラスベガス韓国伝道団活動

ラスベガスを
変化させる

真のお母様が、韓国にいる36名のメン
バーをラスベガスに呼ばれ、14日間伝
道修練会に参加するようにと語られ
た。先週、真のお母様が直接彼らを導か
れた。このチームメンバーは、ラスベガ
スにいた日本人宣教師の食口やアメリ
カの牧会者と緊密に協助し合い活動を
行っている。下記の文章が作成された
頃には、アメリカの若者が13名伝道さ
れた。

伝道活動を計画するメンバーたち新しい決意を発表

大陸ニュース | 北米



あったが、言葉にはしなかった。修練生が
互いに真心を込めて助け合い、神様が準
備してくれた人々を探し出すための決意
を誓った。時間があると名簿を確認し、伝
道対象者に電話をかけた。ここで活動す
る時間はそう長くなかったので一瞬一瞬
が貴重だ。真のお母様が全ての修練生に
カシミアの暖かいマフラーをそれぞれ与
えて下さった。

アメリカ食口の合流

三日目、アメリカ食口が合流した。真の
お母様が率いる伝道修練会に参加する
ため、仕事を途中でストップし、全米か
ら来たのである。彼らの内２人ずつを各
チームに配置し、伝道と通訳を手伝っ
た。アメリカ食口が到着すると、韓国と
日本から来た食口は彼らについて、とて
も感謝した。
翌日、私たちは、シャインシティープロジ
ェクトに従い、ミード湖の周辺を清掃し
た。午後はホームレスの人々に食べ物を
分かち合う奉仕プロジェクトの『フード
イズラブ』活動を繰り広げた。一つ明確な
ことは、神様は本当に素敵な人々を一カ
所に集めて下さったということだ。
その翌日は、修練生が泊まっていた宿所
で各自の用事を済ませ、伝道対象者に電
話をかけた。伝道対象者の一人であるク
リスタルが電話を取った時が、偶然休憩
時間の時であった。時間に余裕はなかっ
たが、修練生は彼女に私たちの運動につ
いて説明し、カープセンターに招待した。
また修練生がどんな活動をしているかに
ついても説明した。またフアニタワは一
緒にコーヒーを飲みながら話し合いの時
間を持った。既に彼女は原理講論の内容
を少し知っていて、家庭連合のメンバー

とも会っていた。そして彼女が先週真の
お母様に直接お会いしてみ言を聞いた
時、この教会に入ろうと考えたという。
この頃36名の韓国メンバーと18名の現
地日本メンバーが奇跡を起こすチームと
なった。ほとんどが大学生の年頃である
アメリカメンバー13名が、簡単なイベン
トを行い伝道チームに合流した。それは
韓国と日本とアメリカメンバー間で出会
いと友情を誓うイベントだった。
2015年の祝福式も近づいているので、マ
ッチングに関する内容が食口の間で早く
も広まっていた。このような状態で伝道
チームはチーム本部において簡単なマッ
チングイベントを行った。夕食の前、私は
伝道を手伝いに来たアメリカのメンバー
６名のチームリーダーを前に座らせ、各
チームでマッチングの時間を持った。新
しくチームメンバーに合流するたび歓呼
の叫びが聞こえた。
私はチームリーダーに韓国語や日本語を
話せる最も有能なアメリカメンバーを選
ぶように言った。その他にも体育や彼ら
が望む基準によって選ぶように言った。
６名のチームリーダーが２名のアメリカ

メンバーを選択し、その日は特別な夕食
で内祝いをした。
私たちの多忙な日程と、普段とは違うラ
スベガスの寒い気候で、何名かは体調を
崩した。あるメンバーはホームシックに
かかったりもした。それで金起勳北米大
陸会長とマイケル・バルコムアメリカ家
庭連合会長が伝道修練生を元気づけるた
めに、伝統的な韓国料理を全員に分けた。
その夕食会のためにアメリカのメンバー
が食堂を温かく美しく飾った。
その夜、それぞれのチームが和合の時間
を持ち、伝道活動が終わった後でも互い
に連絡を取り合う約束を交わした。その
時間、言語の壁は問題にならなかった。各
チームの間で美しい調和と和合が成さ
れ、互いに固い誓いを交わすことができ
た。アメリカメンバーはラスベガスにい
るメンバーに、韓国と日本の修練生が深
い心情を伝えられるよう、言語の懸け橋
の役目を担ってくれた。その日の夜ラス
ベガスカープのリーダー渡邊あきら氏と
まきこ夫妻、また新鮮な果物を持ってき
たミミ・モルセ食口など、ラスベガス教
会と他の教会の食口が訪問してくれた。
ラスベガスにはエネルギーが溢れてい
る。これは伝道チームがラスベガスで成
功できるよう祈っている指導者と食口皆
のお陰である。私たちはラスベガスを赦
しと愛と和合のメッカに変え、支えてい
る全ての人々に感謝している。

デミアン・ダンクリー

｜アメリカ家庭連合伝道局長
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修練会に共に参加された、真のお母様

ミード湖周辺の清掃活動　 祈祷会の時間



誰かを切実に待って見たの
は初めて

今回の修練会を三
つの部分に分け
て 考 え る こ と
ができます。一
つ目に真の父

母様と共に開催
したクリスマスパ

ーティー、二つ目に聖
地巡礼、そして三つ目は伝道活動です。初
めて真の父母様をお迎えすることになっ
たクリスマスパーティーで披露する公演
を準備しました。その時まで私にとって
真の父母様と言えば、メシヤという印象
が強くありました。なぜか近付きにくく、
私とはあまりにもかけ離れた人生を暮し
ておられ、誰よりも完璧な人生を暮らし
ておられるという考えのせいで、父母様
として感じることが難しかったのです。
しかし今回皆が真のお母様の前で公演す
る姿を見ながら、近づき難いメシヤとの思
いを越え、父母の前でお茶目な行動をする
子女の姿を見ることができました。それで
真の父母様をもう少し真実なる思いで自
分の父母様だと感じることができました。
アメリカの聖地巡礼をする時には自然の
偉大さに私自身が圧倒され、自然の前で
はちっぽけな人間であるということを感
じながら、私がこれから少しずつ謙遜に
ならなければならないという思いになり
ました。聖地巡礼をしながら最も強く感
じたことは、自然は天の父母様と真の父
母様が私たちのために準備した作品とし
ての愛の固まりだということでした。
そして伝道活動をしながら、真の父母様を
信じて無条件進もうと思いました。天の父

母様と真の父母様の精誠の基台の中です
べてが準備され、私たちが実践さえすれば
成されると言う思いを持って活動しなけ
ればならないと感じました。初めに私たち
のグループが一つになることができなか
った中で活動してみると、実績が満足なも
のではありませんでしたが、私たちが一つ
になることによって何かやり遂げること
が出来そうだという確信が生まれました。
伝道活動をしながら、誰かを切実に待って
見たことは初めてでした。

イ・ナムギョン｜仁済大学校

英語を話せるようになった
伝道活動

聖地巡礼が終わっ
て、伝道活動が
始まりました。
CARPメンバー
と天正宮博物

館チームが共に
活動することにな

り、初めの課題はチ
ームワークを成すことでした。この二つ
のチームが一緒に活動することになった
のに意味があると信じて活動しました。
段々チームワークが好きになりました。
真の父母様を中心にしたから一つになれ
たと思います。私は「どんな人に出会って
も天の父母様に連結させることができる
ようにしてください。」と祈りながら活動
しました。
ラスベガスである青年に会いました。初
めにCARP活動を紹介して今日のイベン
トがあることを伝えました。その言葉を
日本の宣教師が英語に通訳してくれまし

た。そのように紹介だけして別れようと
したのですが、その時、私にこの青年とこ
のまま別れてはいけないという思いが浮
び上がりました。
その青年に「今、お時間ありますか？私た
ちのセンターへ行きませんか？」という
言葉が自然に出てきました。するとその
青年はいとも簡単に「もちろん、いいです
よ」と答えました。そうしてCARPセンタ
ーに案内しましたが、私がアメリカにい
る時、その青年がCARPセンターに二回も
訪ねて来て原理講義を堕落論まで聞きま
した。今もラスベガスにいるCARPメンバ
ーが導いてくれています。今は直接会う
ことはできませんが、遠くにいても SNS
などを利用して連絡しています。

パク・イェジョン｜高麗大学校

私の心を変化させた伝道修練会

聖地巡礼期間に天
の父母様と真の
父母様に対する
愛を決意するこ
とで、伝道の時

により精誠を尽
くす思いで、愛に

ついて悩みました。特
に伝道活動を始める時、初めて会う人々に
心から自分の家族のように愛する思いで
近付くのが難しくてたくさん悩みました。

「真のお母様を喜ばせてさしあげたい、そ
のためには伝道をしなければならない、
私が相手のために生きなければならな
い、愛さなければならない」という圧迫感
に、自分自身を空にすることができなか
ったのです。私が無心になり、天の父母様
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ラスベガス
伝道修練会
感想文

毎日10人以上CARPセンター訪問
真のお母様が導いてくださったアメリカのラスベガス修練会が終了した。現在まで 500人以上の
名前をもらい、毎日10人以上がCARPセンターを訪問して原理講義を聞いた。今回の伝道修練会
に参加したCARPメンバーたちの中で5人の感想文を要約する。



が共になされる時、初めて天と通じるこ
とができるし、そうしてこそ真心を込め
て愛することができるということを悟
り、朝食断食をして自分の心を空にする
ことに集中しました。
少しずつそのように無心になり、天の父
母様が瞬間瞬間で感じる心情に集中して
みると、不思議にも肉体的に大変な時で
さえ、新しい人々に対する度に、相手に対
して好奇心が生じ、もっと話してみたい
思いが生じ、共感するようになり、その人
と繋がりたいという心が生じ、そのよう
に心が通じることが嬉しくて、自然に笑
顔を浮かべて人々と対することができる
ようになることが、驚きで不思議でした。
そのように愛を与えることにすがってい
た中、ふと私が彼らに愛を与えてばかり
いるのではなく、愛を受けていたことを
知りました。私に対し関心を持ってくれ、
韓国に帰ってから、いつまたアメリカへ
来るのかと尋ねてくれ、その問いにはっ
きりした返事をすることができずに、た
めらっている私を見て、共に切なく感じ、
抱きしめてくれ、自分のために使うこと
ができるものを私に与えてくれたりし
て、幸せに愛を受け、彼らと本当に一つに
なることができ、韓国に帰って来た今も
彼らが懐かしくて会いたいです。

ハン・ユミ｜鮮文大学

愛されているということを発見

聖地巡礼期間に天
の父母様と真の
父母様に対する
愛を決意するこ
とで、伝道の時

により精誠を尽
くす思いで、愛に

ついて悩みました。特
に伝道活動を始める時、初めて会う人々に
心から自分の家族のように愛する思いで
近付くのが難しくてたくさん悩みました。

「真のお母様を喜ばせてさしあげたい、そ
のためには伝道をしなければならない、

私が相手のために生きなければならな
い、愛さなければならない」という圧迫感
に、自分自身を空にすることができなか
ったのです。私が無心になり、天の父母様
が共になされる時、初めて天と通じるこ
とができるし、そうしてこそ真心を込め
て愛することができるということを悟
り、朝食断食をして自分の心を空にする
ことに集中しました。
少しずつそのように無心になり、天の父
母様が瞬間瞬間で感じる心情に集中して
みると、不思議にも肉体的に大変な時で
さえ、新しい人々に対する度に、相手に対
して好奇心が生じ、もっと話してみたい
思いが生じ、共感するようになり、その人
と繋がりたいという心が生じ、そのよう
に心が通じることが嬉しくて、自然に笑
顔を浮かべて人々と対することができる
ようになることが、驚きで不思議でした。
そのように愛を与えることにすがってい
た中、ふと私が彼らに愛を与えてばかり
いるのではなく、愛を受けていたことを
知りました。私に対し関心を持ってくれ、
韓国に帰ってから、いつまたアメリカへ
来るのかと尋ねてくれ、その問いにはっ
きりした返事をすることができずに、た
めらっている私を見て、共に切なく感じ、
抱きしめてくれ、自分のために使うこと
ができるものを私に与えてくれたりし
て、幸せに愛を受け、彼らと本当に一つに
なることができ、韓国に帰って来た今も
彼らが懐かしくて会いたいです。

ムン・チエ｜誠心女子大学

気苦労を解いてくれた
伝道対象者

私たちが伝道活動
を始めた日から
役 事 が 起 き ま
した。お昼を食
べたマクドナ

ルドでの出来事
でした。

鮮文大から来た学生

が「真のお母様が直接み言をくださり、霊
界が共におられるのに出来ないことがあ
るだろうか？」と熱くチームメンバーた
ちと話しているのを、ムン・サンピル
CARP会長が見て力を得て立ち上がりま
したが、近くに何の注文もせず、ただ祈祷
する、ある青年が見えました。「この人
だ！」という感じで、その青年に声を掛け
ました。結局その青年がその日にCARPセ
ンターを訪問し、創造原理を聞き、続けて
教育を受けることを約束した役事があり
ました。それはこれから私たちが進みさ
えすれば、準備された人に出会えるとい
うことを象徴するかのようでした。
それ以降、私は伝道活動をしながらも、英
語ができなくて自信がありませんでし
た。ところが言語が問題ではなく、本気さ
えあれば霊界が共におり、導いて下さる
と信じて、「この人に出会うために私は来
た。」と、一人一人に出会う度に考えなが
ら、出来ない英語だけれど、私の考えを伝
達しようと努力しました。そうするとた
くさんの人たちが足を止めて私の話を
聞いてくれ、真のお父様の詩に感銘を受
け、私たちの活動に共感してくれました。
10日間の活動で私たちは 500人以上の
名前を受けとり、毎日10人以上がCARP
センターを訪問し、統一原理の講義を聞
きました。
私たちのグループでも 1人の伝道対象者
が原理教育を受けると言いながら献金
し、その次の週には入会願書まで書いた
役事がありました。そのようになるまで
は約束をしても来ないし、ずっと信じて
待った日々もたくさんあり大変でした
が、１人がそのように決意してくれたと
いうことだけでもそれまでの気苦労が解
消しました。意外にも数人がCARPセンタ
ーまで来て統一原理を聞き、私たちの文
化に接しました。
その一つ一つがあまりにも不思議であ
り、感謝すべき事であったし、一人一人の
事情を聞けば聞くほど、原理が必要で神
様が生かそうとされる子女であることを
悟りました。

辻まさこ｜延世大学 
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京畿北部教区が基元節２周年勝利のた
めの100日特別活動の中間結果におい
て、全国22教区のうち１位となった。こ
の結果は新しい食口に合わせた説教や
聖歌隊の育成、持続的なオープン礼拝と
礼拝後の新しい食口に向けた教育課程
進行など、礼拝文化の革新によるもので
ある。教区本部九里教会では、毎年年末に
牧会計画書を提出し、諸職会（総務経理担
当者会）と牧会者間でビジョンを共有し、
諸職会代表者と党会代表者（牧師と長老）
と牧会者が合意を導出して食口総会に
おいて報告するという牧会の計画を立
てている。
これにより、去る2014年には、プロセス
牧会モデルとして祈祷精誠、関係形成、招
請、決断、定着の５段階を設定した。第１
段階の祈祷精誠では伝道対象者の名簿を
作成し精誠を尽くし、第２段階の関係形
成ではビラや自叙伝や奉仕活動、山水苑

（山歩き会）などの活動を展開し、第３段
階の招請ではハッピーデー１日セミナー

もしくは１日原理セミナーのような、新
しい信徒招請プログラムを運営し、第４
段階の決断では統一原理修練の12講座を
開設し、最後の第５段階の定着において
８週過程の新しい食口定着教育を実施す
るというものであった。
一方、今年2015年牧会計画では、何より
もまず伝道活動を強化するために伝道チ
ームを常時運営し、伝道に必要な資料の
開発と出版、ハッピーデーセミナー開催、
4月と5月に伝道学校運営、5月と12月に
３代圏統合礼拝、3月と10月は新しい食
口歓迎礼拝を行う予定である。それだけ
でなく、新しい食口定着教育に向けて、常
時一対一の原理教育とレクリエーション
講師教育も２回実施する予定である。ま
た訓読家庭教会の活性化に向けたホーム
グループの教材を開発し、月１回水曜日
の祝祭礼拝とホーム長定期教育を計画し
ている。また、5月と10月に祝福活性化に
向けた父母教育を行う予定で、5月と10
月の家庭定着プログラムとして父親学校

と母親学校が開設され、青年部活動を強
化し、野外礼拝および体育大会を通して
食口間の和睦を企図している。

2014年主要活動と成長

2014年牧会モデルの適用により、食口の
数が2013年の1,148名から1,489名に増
加し、礼拝参加者も494名から537名に増
えた。昨年度の九里教会の活動を具体的
に見ると、まず10月12日ＬＧ球場におい
てハンマウム体育大会を開催した。九里
教会の全食口500名と新しい食口および
休眠食口50名あまりが参加し、九里市長
や国会議員2名、そして市議長と市議員の
2名がＶＩＰとして参席した。このように
九里教会全食口が参加したハンマウム体
育大会は、7年ぶりに開催されその意義を
深めた。午前中は全食口が障害走競技を
行い、午後はチームを構成し組み対抗で
団体戦を行った。
11月8日、9日の二日間は100日特別活動
出征に向けて、尹ヨンテ会長招請証し復
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興会を開催した。証しおよび講義内容と
して、第１部「開拓と逼迫時代」、第２部

「試練克服と教会復興」、第３部「祝福の
世界化と韓国活動」、そして第４部「神氏
族的メシヤ」の内容だった。復興会の最
後の時間には、参加した食口は草創期の
信仰と心情で復帰され100日特別活動の
勝利を決意した。ホームグループ別に参
加した朝の訓読会で、蝋燭を点しながら
100日活動勝利のための計画を具体的に
樹立した。
また南北統一国民連合との連携活動とし
て、統一準備国民委員出帆大会を開催し
た。11月21日九里青少年会館で開催され
た本大会に、九里市長と国会議員2名、市
議長と市議員5名、また信協銀行の理事長
など300名あまりが参加した。そのほか、
週1，2回九里の地下鉄駅で弛まぬ努力に
より繋がった伝道対象者20名あまりも参
加し、平和大使などとして積極的に参加
する事を決意し、金ボッコン権使が国会
議員賞を受賞した。
九里教会では青年大学部が新設され、
2013年11月3日最初の礼拝を行った後、
2014年3月16日会長団を構成し活発な活
動を展開していった。去る6月楊平郡にあ
るチョコレートペンションで第１回青年
大学メンバーシップトレーニングを実
施、祝福説明会も2回開催し、現在一世と
二世の未婚祝福16家庭のマッチングが成
された。青年大学部の礼拝参席人数は30
名以上だった。
現在教会の駐車場は体育施設を確保する

計画を立てている。この計画は食口間の
和睦を企図する空間が足りず、礼拝の際
には駐車場が非常に混雑するため、充分
なる空間を確保する必要性が提議されて
いた。成和学生や青年学生などの活動お
よび体育施設の必要性が台頭され、壮年
食口や青年大学部そして成和学生の活性
化と伝道目的として、重要な役割をする
であろうと期待する中、建てられること
になった。この計画の実現方法として、教
会の中庭の一部の駐車場と、食口が週末
農場として利用している㈱平農所有の敷
地を教会名義に変更し、協会から許可を
得て駐車場と体育施設として使用するの
である。

礼拝の方針

今後の教会成長のため企画案として、三
代圏統合礼拝、新しい食口学校の開設、訓
読家庭教会ホーム長の教育強化、カイン
圏を対象とするオープン礼拝で新しく生
まれ変わる命の祝祭を企画する予定であ
る。このうち三代圏統合礼拝は、既成世代
と新世代間の理解と疎通の場を整え、家
族単位で礼拝に参加することで礼拝参席
者が増加し、統一教会の真の家庭文化を
世間に見ていただけるであろうと期待し
ている。また新しい食口に向けたシステ
ムを開発し、４週過程を開設し、教会の慣
れない環境に少しずつ親しくなれるよう
導き、その過程を通じて指導者との関係
が深まった後、原理修練会へと導くので
ある。また訓読家庭教会のホーム長は、毎

週火曜日午後２時に小聖殿に集まり、訓
読家庭教会の活動を報告してみ言教育を
実施し、持続的にカイン圏に向けたオー
プン礼拝を実施しながら参席対象者を確
保し、招待状を発送してオープン礼拝の
環境を準備していくのである。
現在まで朴ソギュン九里市議会議長、金
ヨンホ九里市議員、朴チャンシク議員補
佐官、尹ホジュン議員補佐官、安ドンスＫ
ＢＳ前副社長、具ジョンソ大韓老人会南
楊州市支部会長、呉キオクミダン画廊代
表、具チャンフェ大韓老人会福祉事業団
京畿東北部総括本部長、朴ミョンシク九
里市信協銀行理事長などＶＩＰらがオー
プン礼拝に参加した。
最終的に今後の九里教会においての礼拝
方針は、

1. 神様を畏敬し
2. 神様を中心にして真の父母様と

の因縁を結び
3. 感謝しながら礼拝を捧げ
4. 三代圏が賛同し和睦を企図し
5. 新しい生命を同伴し
6. 天が喜ぶ祝祭の礼拝となるよう

務めること

特別に本教会ではＣＩＧ伝道学校を運営
しており、中間報告によれば4月17日か
ら6月19日まで9回開催された各過程に
おいて平均200名あまりが参席し、合計
195名が入学願書を提出した。

(資料提供：京畿北部教区 九里教会)
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全羅南道教区長興教会の李ビョンフェ
執事（中心食口の一人）は、普段長興郡サ
ポーターズの奉仕団長として、一人住ま
いの老人や多文化家庭など生活が厳し
い人々の為に奉仕した功労が認められ
2014年12月10日、全羅南道知事より奉
仕賞を受賞した。また渡辺順子執事は、普
段、二世教育に至大な関心と愛情を持ち
献身的に教育活動を支援し、地域社会の
教育発展に寄与した功労で2014年12月
19日、全羅南道教育監より感謝状を受け
取った。
それだけでなく日本東京所在の芸術大学
出身で、長興で成和学生のバンドを組み、
地域の和合に向けて活動を続ける熱意で
住民から愛を受けてきた山崎奈緒子執事
も2013年5月19日、女性家族部長官から
表彰状を受け取り、近藤ムツミ勧師（壮年
層女性中心食口の一人）も舅姑に対する
孝行が認められ2013年9月、女性家族部
長官から多文化家族に向けて韓国生活成
功模範事例として提示され、多文化家族
の社会統合に貢献した功労を認められ表
彰状を受け取った。

2015年は神氏族的メシヤ勝利に向けて

このように地域社会だけでなく韓国社
会の模範家庭として奉仕活動と真の愛
で真の父母様を証している食口が所属
する全羅南道教区長興教会で、2013年3
月から牧会者として任務している孫ギ
ムン牧師は就任後、教会の発展と食口の
和睦を通して実体天一国を成そうと献
身的に務めている。
何よりも、まず今まで立ち後れていた聖殿
をリフォームした。昔食口の精誠で奉献さ
れたＡ型屋根の聖殿が台風の被害を受け、
1987年、鉄筋コンクリート2階建ての建物
に建て直したが、再び台風の被害に遭い屋
根と瓦が飛んでしまった。孫牧師が就任す
る頃もそのままの状態だった聖殿は、ペン
キも剥がれボロボロな状態で外部の人を
招待できないほどであった。
そこで2013年7月、食口と共に大々的に
工事を始めた。聖殿の背部を取り除き空
間を広げた。屋根は頑丈な鋼板瓦を敷き、
床はラミネートフロア（防汚性耐衝撃性
床材）を敷き、隅々まで塗装し、聖殿には
大型エアコンも設置し素敵な聖殿へと新

しく生まれ変わった。
全食口に希望を与え喜びを与え家庭が幸
せな牧会を望んでいた孫牧師の希望通
り、美しく改善修理された聖殿は、食口に
喜びを与えられる祝祭礼拝や誕生日礼
拝、そしてスポーツを通して全食口の和
合の場となっている。2015年を迎え、孫
牧師は次のように抱負を語った。
現在の韓国教会は、以前は韓国人食口が
中心だったのが多文化家庭食口が中心と
なり、活動の動力も変わってきている。長
興教会も例外ではない。日本、フィリピ
ン、タイ、モンゴルなどから韓国にお嫁に
来た宣教師60名あまりの多文化家庭が婦
人会長、ホームグループ会長、伝道、奉仕、
教会学校教師など務めている。
2015年の新年は神氏族的メシヤ活動勝
利にポイントを置き、各ホームグループ
別に伝道隊を構成し、土曜日と日曜日の
午後に村ごとを回り伝道活動に全力を
挙げ、成和奉仕隊を構成し、教会に通わ
ない子供たちと共に奉仕活動を通して
成和学生伝道にも拍車をかけるつもり
である。
またバレーボールなどのスポーツを通し
て、男女の若い食口を一つにすることに
重点を置き、続けて誕生日礼拝、成和バン
ド、文化祝祭、オープン礼拝を行っていく
つもりである。また、勧師と長老（壮年男
性中心食口）には孝道観光を続け、立派な
講師をお呼びして聖霊復興会を開催し、
全食口を健全な信仰者として成長させる
つもりである。
なお、全羅南道教区が推進している一対
一教育にも歩幅を合わせ、長興教会の全
食口が2015年にはさらに一致団結しビ
ジョン2020勝利に向けてまい進してい
くつもりである。
孫ギムン牧師の故郷である長興は、韓半
島の最南端にある地域で蘆嶺（ノリョン）
山脈の末端にあり、海抜600メートル、
700メートルを越す山々が四方を屏風の
ように取り囲んでおり、その山から発す
る澄んだ水は川をなし広い野に染む、豊
かな人情溢れる美しい所だ。
この美しい長興の地に真理のみ言が伝
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えられたのは1957年のことであっ
た。当時、長老教会の中心人物で歯科
医としても長興で敬われていたユ・
チュンテク長老が、ソウルを訪問した
際に道端で伝道された後、劉孝元協会
長から１週間の原理講義を聴き感化
し、感動を受けた。そして長興に戻っ
て同じ教会に通っていた信徒たちに
隠密にみ言を伝えた。金タボク勧師を
始めとする他の勧師や執事30名あま
りの長老教会からの妨害工作にも関
わらず、統一教会を選び長興教会の根
を下ろした。
今まで長興教会は名高い素晴らしい
牧会者たちが務めてきた。彼らの汗と
涙と精誠は長興教会発展の土台とな
った。特に真の父母様は4度も長興を
訪問され、食口を励ましながら「長興
は長く興る（栄える）であろう」と祝福
して下さった。
真の父母様の祝福と牧会者たちが尽
くした精誠の土台の上で、食口の熱意
と献身で多くの人々が伝道され、72
家庭から4億双に至るまで400以上の
祝福家庭が輩出され、全世界と韓国各
地に散らばり長興の名を輝かせなが
らみ旨の実現に向けて懸命に努力し
ている。
長興は昔から米作りを行ってきた典
型的な農村地域で、多くの住民が貧
困と飢饉で苦しんだ。このような事

情は長興だけでなく、植民地時代や
戦争に遭った韓国全体の農村の現実
だった。
それ故、農村に嫁入りし苦労する娘が
居らず、農村の独身男性は婿入りし難
い。伴侶を探せずどんどん年を取る息
子を見る両親の嘆息と溜め息が農村
をいっぱいに覆っている時、救いの声
がソウルの漢南洞から聞こえてきた。
漢南洞公館でこのような報告を受け
た真の父母様は、優先的に農村の独身
男性に相手を見つけてあげるように
と語られたのである。
真の父母様のみ言により、真の家庭を
成すために日本から、フィリピンか
ら、タイから、モンゴルから可愛らし
い娘さんたちが韓国の農村にお嫁に
来た。長興にも可愛く純粋な娘さんた
ちが長興の独身男性と祝福を受け家
庭を成し定着した。
しかし文化が異なり、言葉も異なり、
環境も異なるここに来て暮らすのに、
どうして辛く苦しいことがないこと
か。心痛む事情がたくさんあるが、た
だ真の父母様が下さったみ言、思想が
あるゆえ、今日も辛い環境と文化を克
服し模範的に生活しながら、地域社会
で認められ、長官や地方自治団体長か
らも孝行賞や奉仕賞をもらいながら
暮らしている。

（資料提供 長興教会 孫ギムン牧師）
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李ビョンフェ執事（36万家庭）
李ビョンフェ執事は牛込
執事と36万双の祝福を受
け、２男２女を儲けてい
る。彼は長興郡のボランテ
ィア団体‘サポーターズ‘の

奉仕団長を受け持っており、多文化家庭や
一人住まいのお年寄りの他、恵まれない人
々のために住居新築、家の修理、塗装など
の奉仕活動を行っている。その功労を認め
られ長興郡主より賞牌を受け取り、昨年
12月には李ナギョン全羅南道知事からも
表彰状を受け取った。また2013年の教会
聖殿を修理した際も埃をかぶりながらも
汗水流しながら奉仕した食口である。

渡辺順子（3万家庭）
渡辺順子執事は林テヒョ
ン執事と3万双の祝福を
受け、１男１女を儲けてい
る。現在病院に長期入院し
ている夫のため、辛い思い

をしているが、二人の子供を育てながらた
くましく生きている。学校で掃除をしなが
ら生計を立てているが、放課後には子供た
ちに日本語を教える奉仕活動を行ってき
た。このような功労を認められ、2014年12
月張マンチェ全羅南道教育監より感謝状
を受け取った。

山崎奈緒子（36万家庭）
山崎奈緒子執事は金ギヨ
ル執事と36万双の祝福を
受け、２女を儲けている。
東京に所在する芸術大学
を出て歌も和動も上手で

地域社会の役員から多くの愛を受けてい
る。また楽器の演奏もできるので成和学
生のバンドを組み指導している。最近は
小さな自動車を購入し村々を訪問しなが
ら伝道活動を行っている。

近藤ムツミ（6500家庭）
1988年、姜ソンヒ長老
と6500双の祝福を受け、
２男２女を儲けている。
日本にいる頃都市で暮ら
していた彼女が田舎に来

て夫と共に農業を手伝い、舅姑に対する
親孝行が村の人々だけでなく町全体のう
わさとなり褒め称えられた。これにより
2013年9月女性家族部長漢から表彰状を
受け取った。

▲�成和学生たちとボンネッコル聖地訪問
◀�多文化宣教師伝統隊出発式(上),�

第2回全南多文化家庭連合会長杯�多文化バレー大
会決勝戦記念撮影(下)

受賞者食口の紹介



1. ハッピーファミリープログラムとは？

「よき親になるための親セミナー」（親セ
ミナー）、「家庭集会」、「良き家庭を作る親
子セミナー」（親子セミナー）を通して、日
本統一運動のビジョンの一つである「幸
福な家庭」を目指して、父母が子女に向き
合い、実体をもって「信仰」や「祝福」、「理
想家庭（三代圏）」へと導いていこうとす
るプログラムです。一言で言えば、「父母
の心情」を復帰（完成）し、真の親となって
いくプログラムなのです。真の親のなる
ために学ぶ親セミナーの内容が、「家庭力
アップ講座」です。
家庭実践を共同体（4～5家庭）で共有する
ことで共に成長（体験）・復活しながら幸
福な家庭の拡大である教会、私たちの使命
である氏族的メシヤ（伝道）、社会貢献のた
めの真の家庭国民運動に向かっていくも
っとも根本的な基盤を作ることです。

ゴールは、子女が祝福に向かっていける
家庭での親子の心情（信頼）関係の回復で
す。ポイントとなるのが、「親セミナー」に
おいてHFPのビジョンを共有してもら
い、家庭集会でのディスカッション、親か
ら子供への実践などの精誠を土台に、「親
子セミナー」で親子共に参加して家庭を
再出発をできるようにします。
以下の図に、ハッピーファミリープログ
ラムの流れを紹介します。

2. 親セミナー（良き親になるための一日セ

ミナー）とは？

家庭の課題を教会内や社会の共通の課題
として、コミュニティー（共同体）で取り
組み助け合いながら、本来の親子関係の
回復のための親の自覚と親の子供に対す
る姿勢を学び実践するプログラムです。
子女に対して向かうだけでなく、夫婦関

係の改善に向けた目的（目標）を持って、
夫婦の幸福な実体をもって、子女を祝福
に導いていきます。
親セミナーのゴールは、親自身が、二世祝
福という子女の「目標」に向かう（向き合
う）ことを通して、本来成さなければなら
ない「個性完成」、「家庭完成」の実体とな
る決意（出発）をする場となります。

（１）真の親になる四つの観点
親の子育てはいつまで続けるのでしょう
か？子育ては、子供の為だけではありま
せん。親の為にあるのが子育てです。親
は、家庭を形成しながら家庭の中に四大
心情圏の実体を確立していきます。四大
心情圏の実体となることが真の親です。
子育ては、親が真の親になるまで続けて
いくのです。そして子供から真の親とし
ての認定書をいただくのです。
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による家庭教育の展開



真の親になるための四つの観点を紹介
します。
第一は、「親の愛が子供に届く」ことです。
授受作用の深化です。親が子供を愛して
いることと、親の愛が子供に届くことは
別の物です。多くの場合、親の愛情が子供
に届いていません。それ故に親子の間に
さまざまな壁が出来てしまうのです。ど
うしたら子供に愛情が届くのかをしっか
りと学ぶ必要があります。
第二は、「子供が育つ環境を作る」こと。子
供が育つのが主体であり、育てるのは対
象となります。「育つ」というのは子供が
主体であり、「育てる」というのは親が主
体となります。
第三は、「親が目的に向かって成長するこ
と」です。目的とは、四大心情圏の実体と
なった真の親になることを目指すこと
です。
第四は、「家庭の目的を持つこと」です。
どんな家族になりたいのかを家族で話
し合える関係を作り上げることが重要
です。
以上の四つの観点を実現するための重要
な点は、①子供は神様の子女と信じるこ
と、②家族間で共感的聞き方をすること、
③子供自身が問題の回答を持っている、こ
の三点をしっかりと実践することです。
ハッピーファミリープログラムを通し
て、親子の信頼の確立し、家族会議を行う
こと、そして家族ボランティアを実践で
きるようになることが目的です。そうす
れば、氏族メシヤの主人の家庭が確立さ
れていきます。親セミナーでは、以上の内
容をしっかりと学習し、実践していくよ
うにします。

3. 家庭集会・家庭実践について

（１）家庭集会について
4～5家庭を1グループとし、1～2週間に1
回、2カ月で4～8回集まって、家庭で子供
に向かって実践した内容を共有し、共感
しながら励ましあい、目標を再設定しな
がら父母自身が実践・成長していくよう
に助け合います。家庭集会のゴールは、家
庭同士が何でも話せる信頼関係をつく

り、親が真の親として成長した実感を持
つことです。互いに子女が親子セミナー
や祝福に向かえるよう祈り合います。最
後の家庭集会までには、親子セミナーへ
の参加の確認をしながら協力し合いま
す。2か月のちには、参加してきた家庭集
会を継続するかどうかを話し合います。
その後は一月に一回とか事情に応じて開
催します。
グループリーダーは、引っ張るリーダー

（的役割）でなく、ファシリテーター（導き
役）と連絡係というイメージです。基本的
には否定したり、意見したりしません。頑
張ってきた実践内容・心情を受け止め、
褒めてあげます。共感した内容、感動し
た、感心した内容を家庭同士で共有する
ようにします。

（２）家庭実践について
幸せな家庭を実現していくためには、考
えるだけではできません。家庭での愛の
実践が重要になります。子供と信頼関係
を作り上げるためには、どんな実践をし
たらよいのでしょうか。さまざまな実践
内容があるわけですが、ここでは、3つの
内容を紹介します。

①子供は「神様の子」

子供は、親を選べないとよく言いますが、
また親も子供を選べないのです。ですか
らどんな子供であろうと神様から授かっ
た子供であるわけです。子供が泣こうが、
わめこうがどんなに駄々をこねようが、
神様から授かった子供だと信じて、子供
と向き合いましょう。

②親が変わる

子育ての本を見ると必ずと言っていいほ
ど「親が変わらないといけない」と書いて
あります。ではどのように親は変わった
らいいのでしょうか。それは、親はいつも
子供の行動を変えようとしています。「勉
強をしない子」を勉強させようとしたり、

「教会へ行かない子」を教会に行かせよう
としたりします。子供の行動を変えよう
と親は必死になってしまいます。そう思
えば思うほど、子供は行動を変えようと
しないのです。ですからますます子供の
印象が悪くなってしまいます。逆効果に
なることが多いのです。では親はどのよ
うに変わったらいいのかと言いますと、
子供の行動を変えたいと思うのではな
く、子供の気持ちをわかってあげたいと
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心から思うようにしていくのです。子供
は親の動機を見抜くチャンピオンですか
ら、子供の気持ちを理解しようと変わっ
た親の動機を感じて、愛がしっかりと子
供に届くようになるので、子供は行動を
変えようと自分自身で自覚できるように
なるのです。

③共感的聞き方をする
親は皆子供を愛しているわけですが、で
は親の愛はいつ子供に届くのでしょう
か。子供は、親が自分の気持ちをわかって
くれたと感じるときに親の愛を感じるの
です。ですからよく子供の話に心をしっ
かりと向き合ってじっくりと子供の話を
聞きましょう。「この子は、何を言いたい
のか、どんな気持ちで話しているのか、本
当に解ってあげたい」と心開いて子供の
話しを聞くことが出来れば、子供は喜び、
親の愛情を感じ、子供の心が前向きにな
ってくるのです。子供の「心が育つ」とい

うことは、聞いて、共感してあげることな
のです。
親同士で何度も「共感的聞き方」の実践訓
練をしてみましょう。二人ペアを組みま
す。一人は、共感的聞き方をする人、もう
一人はセミナーの感想などを話してみる
のです。4分話し、4分聞くという風に、何
度も何度も練習をして少しずつ「共感的
聞き方」ができるようになります。
今回紹介した、三つの内容以外に家庭実
践する項目が、「心の枠をなくす」「一時停
止ボタンを押す」「思いの電車から降り
る」「信頼残高を預ける生活」「今の家族を
受け入れる」「一人一人を愛する」等があ
ります。

4. 親子セミナー（良き家庭を作る親子セミ

ナー）とは？

親子セミナーは、家庭集会や家庭実践を
する中で、親子の信頼関係をある程度回
復した土台の上で、子供と共に参加しま

す。一泊二日のセミナーです。目的は、「親
子関係の回復」、「教会への信頼の回復」、

「祝福への希望の回復」です。特徴として
は、第一に、二世の証を3回します。「信仰
を持った証し」「祝福を受けた喜びの証」

「教会での活動の証」です。二世一人一人
の面談を行い、親に言えないことなどを
しっかりと傾聴します。そして最後には、
親子それぞれからの手紙を準備して読み
あいます。最後には、9割以上の親子の関
係が回復します。そして、子供たちは、教
会へつながることが出来るようになりま
す。また、二世の祝福を受けるポイントと
なるのは、親子の信頼関係です。親子の信
頼関係そのものが、子供にとって祝福そ
のものなのです。ですから、親が、親子の
信頼を回復することを通して成長してい
くことが出来れば、幸せな家庭を作り上
げることが出来るようになるでしょう。

5. 二世祝福の責任は親

父母マッチングは、真のご父母様の勝利
の相続の内容です。また、父母マッチング
は、親の成熟度が願われます。子供の心情
を感じることが出来ることが親の愛が成
長していく内容と言えます。ですから、子
女の祝福を進めることが、祝福家庭にお
いて、最大の重要なイベントと言っても
過言ではないでしょう。ハッピーファミ
リープログラムを推進することで、親自
身が成長して、真のご父母様が願われる、
父母マッチングを大きく進展することが
出来るのです。

多田 聰夫｜日本教会家庭教育局 部長
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新しく一つとなる父母と子女 親子セミナーで相談にのる福田氏
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F・Mさんの証し（6000双）:  
私は6000双の祝福を授かり、三男一女に恵まれ
ました。しかし、妻は闘病生活の末、54歳で聖和
しました。その後、妻は事ある毎に霊界から現
れ、家族を導いてくれましたが、多感な子どもた
ちにとって母親のいない寂しさは予想以上に大
きかったようです。その苦しみや悲しみから子
どもたちは様々な問題行動を起こしましたが、
それを理解して対処してあげることができませ
んでした。
家庭内が殺伐とする中、このままでは良くない
と思い、家庭力アップ講座を学び、それを実践す
ることを決意しました。講座を学ぶ中、今の家庭
の現状は自分の責任であることを自覚し、子ど
もたちの気持ちを傷つけてきたことを反省させ
られました。子どもたちは苦しい思いを聞いて
ほしかっただけなのに、私は現状の説明や問題
点の指摘ばかりをし、それが親の愛だと思い違
いをしていたのです。私は頭を下げて子どもた
ちに許しを請いました。
ある時、長男との会話の中で、以前であれば怒鳴
ってしまうような場面がありました。その時、私
は心の「一時停止ボタン」を押し、怒りを抑えま
した。すると、長男の清い心情を発見することが
できたのです。それ以降、私は語る前にまず聞い
てみることを心がけるようになりました。その
結果、子どもたちは「お父さんは変わったね。何
でも聞いてくれるから、何でも話せるね」と言っ
てくれるようになりました。子どもは親の動機
を見抜く天才だと聞きましたが、まさしくその
通りだと実感しています。

S・Mさんの証し（36万双）:  
一昨年から月に一度、家庭力アップ講座に参加す
る中で、段々と自分の堕落性に気づくようになり
ました。講座で学んだ「一時停止ボタン」や「共感
的聞き方」を実践するに従い、喧嘩が絶えなかっ
た夫との関係が転換されていきました。そのよう
な中、夫はご父母様ばかりにご苦労をかけてきた
ことを悔い改めさせられ、祈祷の中で神様にかき
抱かれることを実感したそうです。
私は元々、中学2年生の長男との関係が余り良く
ありませんでしたが、ある日、また些細なことで
喧嘩してしまいました。すると、その双子の弟が

「今日はとことん話し合ってもらう」と言って、
私と長男を部屋に残し、襖を閉めて出て行って
しまいました。初めは重い沈黙が続きましたが、
段々と小さい頃からの長男の辛い気持ちが伝わ
ってきて、心から申し訳ないという気持ちが湧
きあがってきました。私は涙で顔がぐちゃぐち
ゃになりながら、3歳から14歳までの内容を一
つ一つ、一時間余りかけて謝りました。長男も涙
を流して聞いてくれました。話が終わってから、
部屋の襖を開けると、そこには目に涙を一杯た
めて話を聞いていた二男の姿がありました。長
男と私が喧嘩をするたびに、彼も同じように悲
しかったんだと気づき、深く反省しました。
その日の夜、長男は私の膝の上に座ってきまし
た。それまでにはなかった親子の触れ合いが自
然な形でできていることに感動して、また涙が
溢れました。それ以来、私たち家族は何でも話し
合えるようになり、心が通い合うようになった
のです。

証



ために生きる実践で認められた
安杉圭氏

ここは、日本、北海道の東海岸に位置する
釧路。真冬には、数メートルの雪が積も
り、あたり一面が銀世界となる。天一国の
国鳥である丹頂鶴が冬を越し、春を迎え
るこの場所から車で30分の距離にある、
乳牛農家を訪ねた。真の父母様より３万
双の祝福を受け、和やかな家庭を築いて
いる安杉圭・松井美喜恵家庭は、ここに
定着して10数年になる。現在300頭の牛
を飼育しながら、松井さんの実家で、2代
にわたり運営している農場を受け継ぎ、
さらに大きな牧場へと成長させた。
安杉圭氏：韓国で祝福を受ける前に、妻
が自分の家族は娘が4人なので、農業を継
がなければならないので日本に来て暮ら
さなければならないと言いました。当時
はとても躊躇しましたが、ここに来て、食
べたり寝たりする時間以外には仕事だけ
に集中しました。そのように10年経ち、舅
が私たち夫婦にすべてを継いでください
ました。
松井宏志(舅)：娘婿が働き者だというの
は知っていたので安心して経営を任せま
した。周りの若者たちに比べると二倍も三
倍も働いて一生懸命やっているので、満足

しています。
韓国人であるという理由で、困難に耐え
てなければならなかった辛い日々はあっ
たが、彼はために生きる思いで周りの人
々を理解し、愛した。そして少しずつ、周
りから関心を受けるようになった。
農協職員：酪農をする日本人が少なくな
ってきている中で、安杉圭氏のように海外
から日本に来ていただき、酪農をしていた
だけるのは重要なことだと思います。
3代が一つ屋根の下に住んでいる、安杉圭
氏の家庭。祝福を通して産まれた、二世の
子女を育てつつ、天の心情を感じながら、
幸せをかみ締めている。
安杉圭氏：いつも家族と共にいられるの
が一番幸せです。祝福を受けて家庭を成し
たので幸せではないかと思います。以前、
フィリピンに行ってきたのですが、そこに
は貧しい人々がたくさんいました。韓国で
も1950年代にはそのように貧しく暮らし
ていたと思いますが、今でもそこでは貧し
い暮らしをしているのです。そのように可
愛そうな人々を助けながら、生きていくこ
とが人生ではないかと思います。
松井美喜恵夫人は祝福という大きな贈り
物を持って、日本に来て、為に生きる生活
を実践している夫にとても感謝している。

松井美喜恵夫人：始めは私たちの近所で
も、私たちの家庭でも韓国人と結婚するこ
とについてひどく反対しました。しかし夫
がここで一生懸命働いて、周りの人々によ
くする姿を見ながら、誰よりもよい夫だと
認められました。
祝福の貴い価値が、この家庭の幸せな姿
として、そして韓国の美しさとして伝わ
っている。

真の父母様を誇り、
韓国を広めるパク・ヒャンジャさん

釧路から、4時間離れた、中小都市である
旭川。 日本の有名小説である「氷点」の舞
台としても良く知られている場所です。
この場所に作家の三浦綾子記念文学館が
ある。私たちが会ったパク・ヒャンジャ
さんはこの地域の話を韓国語で紹介する
仕事をしている。この地域の隅々まで彼
女の手が届かないところはなかった。そ
れだけではなく、この地域の放送局で製
作された各種映像の韓国語翻訳を受け持
ち、日本文化を伝える役割もしている。そ
うして真の父母様を誇り、韓国を紹介す
る仕事をするうちに、いつの間にか、この
地域を代表する韓国人となっていた。
文学館関係者：（パクさんは）仕事を的確
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天一国定着を準備する祝福家庭
玄界灘を越え、日本で天の父母様のみがご存知の事情を抱いている祝福家庭、すべての困難をみ言と真の愛で耐え抜き、天一国定着の
実を収穫する時を準備している彼らに出会った。

イ・ユソンさんの義父母と子供たち韓国語を教えるパク・ヒャンジャさん安杉圭氏と息子の仲睦まじい様子
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で早く、完璧にされます。仕事に手抜きか
なく、何度も確認しながら翻訳し通訳する
業務スタイルにとても信頼出来ます。
また彼女はこの地域で一番大きな文化セ
ンターで韓国語を教えている。昨年、日本
訓民正音グローバル協会所属として、韓
国国会の招待を受けた彼女の講義を受け
た学生は、延べ600人を超える。他の講座
に比べ、人気が高い彼女の講座について、
職員の話を聞いてみた。
職員：文化センターのたくさんの講座の
中で外国語を学びたい方は多いですが、韓
国語の講座は人気があり、登録する方がた
くさんいます。パク先生の授業がとても楽
しくて、長く続けてらっしゃる方が多いで
す。私も韓国にすごく興味があるけれど、
こちらの文化センターでは、職員である私
は講座を聞けないため、先生のご自宅に伺
って授業を受けています。
彼女の授業は言語を越え、両国間の文化
を尊重し、理解する助けとなっている。過
去の歴史を互いに許しあい、一つになる
ための努力が続いている。
受講生：年なので、通える限り、一時間か
けても、韓国語講座に通い続けていきたい
と思います。
授業後に、近所の韓国料理の店を訪ねた受
講生たちは、いつの間にか、一つの釜の飯
をつつく家族のような関係になっていた。
パク・ヒャンジャ：日本の男性と結婚し
た者として、学生に限定されはしますが、
愛したという基準を立てたいです。本当に
この学生一人一人を愛し、関心を持ち、親
しくなり、まだ原理を知らずにいたとして

も一人一人が幸せになり、私たちの言う、
平和で幸せな家庭となる手助けがしたい
です。その一環としてたくさんの家庭を訪
問したりもしました。そのような次元で食
事会をしています。
言語の伝達ではなく、心情を伝達する場
となり、皆の顔に笑顔の花が咲いた。

反対と迫害に真の愛で打ち勝った、
イ・ユソンさん

雪の都市、札幌。ここには、少し特別なエ
ピソードをもつ主人公がいる。5人の子女
を持つ、イ・ユソンさん。彼女の夫は、現
在日本で有名な漫画家として活動中であ
る。多くのマニア層に人気のある、彼の描
く漫画は、原理的な内容がにじみでてい
る。共に働く職員は、そんな彼の漫画に感
動し、ファンとなり、現在彼と共に作業し
ている。
イ・ユソンさん：ここは夫の事務所で、彼
は漫画家です。ここが夫の席ですが、家にい
る時間よりもこの席に座っている時間の方
が長いです。朝早く起きて事務所で作業し、
帰宅して朝食を食べ、また事務所に行き作
業をし、昼食時には帰宅して食事を食べ、ま
た事務所に行って作業をし、夕食を自宅で
食べ、また事務所で作業をします。
誰よりも懸命に働く、イ・ユソンさんの
夫。私たちが訪問したときは、東京に用事
があり、二人の息子と共に不在だった。夜
遅くに、訪ねたイ・ユソンさんのご自宅。
家の片隅に特別な感謝状が一つ飾られて
いた。イ・ユソンさんへの感謝の思いを
込めた舅の贈り物だった。両親が心を砕

きながら育てた息子の統一教会の祝福結
婚、そして韓国人の嫁を迎えることは簡
単なことではなかった。しかし、彼女は真
の父母様に侍るように、最善を尽くして
夫の両親に侍った。そして、突然病魔に襲
われた、姑の闘病生活が始まり、イ・ユソ
ンさんは、ただ一人、病院での看病を引き
受け、昼夜を問わず天にすがりついたと
いう。そのような彼女の精誠で姑が病床
から立ち直った。
姑：リンパ腫にかかり、医者から余命数ヶ
月と診断を受けました。それですべてを諦
めていたのですが、子供たちや嫁や孫が一
生懸命尽くしてくれ、奇跡的に治りまし
た。後で聞いてみると、私は旦那が探して
くれた薬を飲んで治ったと思っていたの
ですが、当時嫁が毎日泣きながら、私のた
めに祈祷してくれていたと言います。
一人息子の家に韓国の嫁が嫁いできた時
に受けた衝撃は、今となっては、信頼と感
謝、そして、愛によって癒された。
息子：大人になったら、お父さんやお母さ
んのように三代が共に暮らしたいです。そ
のように暮らしながら、辛いときはお互い
に助けあって、おじいちゃんやおばあちゃ
んともよい関係を結んで暮らしていきた
いです。
まだ完全な家庭復帰はできていなくと
も、毎日朝晩、義父母と共に天聖経を訓読
している。反対と迫害の中でも真の愛を
持って耐え忍び、自然屈伏させ、今では誰
よりも認められ、愛を受けている。真の父
母様が下さった祝福の種がこの家庭に芽
生え、愛の結実として実っている。
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成和17回生出身で6500双の祝福を受け
た韓日家庭のユ・ジェホン食口が2014
年5月に実施した在独韓人総連合会の会
長選挙で再任することとなり、第33代会
長として本連合会を続けて代表すること
となった。
2012年代32代会長選挙に彼が出馬した
ときには、選挙戦は熾烈だった。ドイツは
特別な所で、ハンブルグ、ベルリンからミ
ュンヘンなど、全国に36カ所の韓人会が
設置されており、総連合会長に出馬する
というのは簡単なことではない。選挙期
間中、全国を回り選挙活動を行い、当時の
既成教会の長老で現職会長だった候補者
が、ユ・ジェホン候補が統一教会から選
挙資金をもらい、ドイツの韓国人社会を
統一教会が乗っ取ろうとしているという
ブラック批判をして、代議員の数220人
のうちユ・ジェホン候補を支持している
韓人会の代議員のうち50人を投票に参加
できないようにするなど、不利な条件だ
ったにもかかわらず、有効票158票のう
ち104票を得て、54票を得るにとどまっ
た現職会長を退けて当選した。

在独韓国人総連合会の役員、

天正宮博物館を訪問

ユ・ジェホン食口の在独韓国人総連合会

長出馬は、真の父母様の名誉がかかった
ものであったとし、全国に散在している
38カ所の韓人会を訪問、説得して、真心に
よって勝利した善と悪の戦いだったと当
時を述懐する。彼が総連合会長に立候補
した理由は、真の父母様がドイツに来ら
れるとき、祖国の近代化に貢献したドイ
ツ同胞の名で歓迎したいという夢から始
まった。それで会長に当選した後、統一教
会信者であるため、より懸命に活動する
しかなかった。2014年5月の総会では、出
席した総代議員169票のうち、賛成158
票、反対10票、棄権1票で93パーセント以
上の絶大なる支持で再び信任を受け、先
日の任期評価によって勝利できたと感謝
する思いである。
2014年3月28日、朴槿恵大統領のドイツ
訪問中、フランクフルトで開催された同
胞懇談会でユ会長がドイツ韓国人同胞を
代表して歓迎の辞を述べた。過去、韓国の
労働者をドイツに派遣（＝*派独）した歴
史にピリオドを打ち帰国できるように
と、政府のほうで合理的な政策を立てて
ほしいという内容を、派独労働者の心内
を込めた歓迎の辞だった。また同年10月
にソウルで開催された世界韓人会長大会
で、彼が朴槿恵大統領と再会した際、朴大
統領はドイツの同胞たちに感謝するとい

う言葉とともに、祖国の統一にドイツに
いる同胞たちの力を合わせてくれるよう
頼まれた。
世界韓人会長大会が終わった2014年10
月9日、ドイツから来たユ会長をはじめと
する総連合会の役員21人が清平の天正宮
博物館を訪問した。世界韓人会長大会に
出席するため韓国を訪問した在独韓人総
連合会役員が天正宮博物館を訪れたの
は、ユ会長の要請と真のお母様の配慮に
よって実現した。彼らは京畿道にある南
怡島で1泊2日の団結大会を予定してい
た。その行く道に天正宮博物館があるの
で訪問したいという旨をユ会長が清平修
練所と天正宮博物館に連絡を取り、協力
を要請して実現したのだった。その日天
正宮博物館を訪問した役員たちはドイツ
各地域を代表する韓人会長、および既成
教会の長老など信仰深い人々であるが、
ドイツを出発する前から統一教会聖地訪
問という説明を聞いて自発的に申請し
た。個人的な事情で時間が合わなかった1
人を除いて、世界韓人会長大会に参加し
たすべての役員が喜んで参加したことに
大きな意味があった。
清平に到着したドイツ韓人会長は、1時間
以上にわたる清平聖地の説明と真の父母
様の活動映像を視聴して天正宮博物館に
向かった。到着した一行は、天正宮博物館
の摂理的な意味の説明や遠くに見える清
平湖と展望できる美しい風景に感嘆の声
を連発した。中に案内されて入った彼ら
は、博物館に展示された真のお父様の遺
品の説明を聞き、その遺品を観察し、真の
お父様に対して初めて認識し多くの感動
と教訓を得た。それからドイツに帰った
役員は、機会があるたびに感謝の挨拶を
伝えてほしい、天正宮博物館を見て本当
に驚いたという話をよくしたりする。彼
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らは天正宮博物館を訪問した際に、真の
お母様が特別にバスを提供して下さった
り、高麗人参や天正宮博物館のコーヒー
カップなどを贈ってくださるなど、大き
な賜物を施してくださった。
社団法人在独韓人総連合会は1963年に
創立され、ドイツ国内41カ所の地域韓人
会と看護協会、鉱山労働者協会、体育会を
会員団体に置いているドイツ韓国人同胞
社会を代表する団体である。ミュンヘン
地域に留学生として来た学生が研究を終
え、「退修会」という学術団体を組み活動
する際、在独韓人会結成の必要性を認識
し1963年10月26日、デュイスブルクで在
独韓人会創立総会を開催し、初代会長に
バク・ジョンソ氏を選出しながら始まっ
た。1963年12月23日、歴史的な派独鉱山
労働者一陣がドイツのデュッセルドルフ
空港に到着し、派独の歴史が始まった。
派独労働者の在独韓人会の参加は、11年
が経過した1974年、第12次定期総会にお
いて在独韓人会会員の資格を、在独同胞
にまで拡大させた。翌1975年、派独鉱山
労働者出身のチョ・ヒヨン博士が韓人会
長に当選し、派独鉱山労働者たちが韓人
会で主導的な役割を担うようになり、在
独韓人会の歴史と派独の歴史が統合され
た。その後、1991年の総会で在独韓人会
を在独韓人連合会と改名、2004年の総会
では、在独韓人総連合会に改名され今日
に至っている。

在独韓人会の主な活動

ユ・ジェホン総連合会長の活動は、ドイ
ツ留学中、法廷紛争で7年もの間、韓人会
の活動が停止されていたフランクフルト
地域の韓人会を正常化させながら、頭角
を現わすようになった。彼は第27代フラ
ンクフルト地域韓人会長に当選し、紛糾
の当事者を和合させて韓人会に参加させ
るなど、模範的にその地域の韓人会を遂
行させた。リトルエンジェルス・ベルリ
ン公演では大使館やベルリン韓国文化院
の積極的な後援を得ることに努め、その
際ベルリン駐在韓国大使が会場のVIPル
ームまで訪ねてきて、行事に参席された

真の父母様にご挨拶を捧げたりもした。
2012年総連合会長に当選したユ会長は
36年ぶりに、留学生出身が会長に就任し
たケースである。現在第33代会長を務め
ている在独韓人総連合会の代表的な行事
において、今年で45回目を迎えようとす
る第70周年光復節式典と全国体育大会お
よび夜間文化行事、そして17回目を迎え
る3.1節記念式典および韓国語弁論大会
がある。2012年ユ・ジェホン総連合会長
に就任した後、実現させた主な業績は以
下の通りである。

1）3.1文化賞特別賞受賞：2013年3月1
日、3.1文化財団から3.1精神を称える行事
を10年以上変わりなく施行してきた在独
韓人総連合会の活動を高く評価して、3.1
文化賞特別賞を受賞した。3.1文化財団は
毎年、学術賞、芸術賞、技術賞および特別賞
を授賞する3.1文化賞特別賞は、これまで、
東亜日報と日本民団が受賞したが、過去3
年間、適格した団体がなく受賞者がいなか
った。在独韓人総連合会が3.1運動の精神
継承のための、3.1節行事、および次世代の
韓国語論弁大会が10年以上も持続的に実
行されているなどの模範を示し、受賞した
のである。

2）韓独修交130周年、派独50周年記念
韓国文化フェスティバル：2013年には、
韓独修交130周年と派独労働者の50周年
を記念する第1回韓国文化フェスティバル
がフランクフルトで開かれた。このイベン
トは、ユ・ジェホン会長がフランクフルト
地域韓人会長在任時から企画されたイベ
ントで、全世界の韓人会が羨望した素敵な
イベントだった。企画の意図は、韓半島統
一の念願を込めており、文化フェスティバ
ルは、2013年6月5日から8日までの4日
間、フランクフルト中心のロスマルクト広

場で開催され、フランクフルト市が参加し
た。文化イベント開幕式のハイライトは、
2013人分の統一ビビンバだった。開幕イ
ベントに参加したVIPが、韓半島の図が描
かれているビビンバを一緒に混ぜ、広場中
央には大韓民国統一を願う意味を込めた
特大筆の書初めや、韓独連合合唱団の公演
がイベントで行われた。各種の文化公演、
世界シルム(相撲)連盟と共同で主催した第
3回世界シルム大会と韓民族シルム大会は
ドイツの人々に深い印象を与えた。文化イ
ベントを参観した人員は数十万人にも至
り、意味深い行事だった。

3）幸せの米分かち合いイベント：ユ会長
の在独同胞愛は格別だ。現在、派独労働者の
年齢が70〜80歳となり、劣悪だった老後対
策により苦しい生活を余儀なくしているこ
とを知り、昨年から「ご飯が愛である」とい
う真の父母様のみ言を実践の一環として、
幸せの米分かち合いイベント行事を通し
て、困っている同胞たちに寄り添おうとし
ている。昨年末にも84人に米とキムチを10
キロずつ送り、これまで4回にわたり300人
余りに暖かい情と愛を伝えている。

4）季刊誌ドイツ韓人社会編纂：全64ペ
ージで3,500冊を発行するこの雑誌は、ド
イツ国内の韓国人社会で起こっているこ
とを報道し、韓国人社会を一つにまとめる
役割だけでなく、ドイツの韓国人社会を韓
国の主な団体に広報する役割をしっかり
と行い続けている。

5）韓独修交130年史の出版計画：韓国
とドイツが修交して今年で132年になる。
韓国とドイツの交流は、様々な節目を迎え
てきた中でも絶えず続けられてきた。東西
に分断されたドイツが、大韓民国の経済発
展のためにローンを組んでもらったり、派
独労働者の努力が大きな役割をした。その
中心に在独韓人総連合会があった。戦争の
時代を経て、分断の歴史と統一の歴史から
今日に至るまで、歴史を綴る韓独修交130
年の歴史編纂を準備している。

(資料提供、在独韓国人総連合会）
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私は恥ずかしがり屋で人前で話すとなれ
ば、かなりの勇気が必要になる。イタリア
女性連合会長としての使命を始めた頃、
人々の前で話をするのは私自身との戦い
だった。信仰生活をしながら学んできた
ことを伝えるのは、他の人々に支えとな
り感動を与えるということを感じたの
で、勇気を出して使命に臨んだ。善なる人
々は、私の言葉自体よりさらに深いもの
を感じているようだ。私の言葉の後ろに
隠されている真実の心をである。私が話
す時、神様が私にインスピレーションを
与えて下さるので、そのことではないか
と考えている。私の講演で、神様のみ言を
引用するのはたやすいことではない。過
去にローマ教会で牧会をしていた頃、日
曜日ごとにみ言を伝えた経験がある。現
在は人類の為、神様の心情に近づき、その
心情を言葉に表現する新しい方法を学ん
でいる。

人々との出会い方を模索

世界平和女性連合（ＷＦＷＰ）にいるほか
の姉妹と共に、人類の傷を癒すことがで
きる崇高な女性像を持ったアベル型の女
性として、平和のために活動する人々を
探してみようという目標を立てた。グロ
ーバルピースネットワークを通して、そ
のような女性たちと活動を行いながら、
彼女らを真の父母様に導こうと思った。

『女性の尊厳性、母親の役割、夫婦関係、女
性と人権』のような主題に焦点を合わせ
た講演会を主催し、これを通しこの内容
を重要だと思い、その価値のために政治
や宗教や倫理的な次元において活動を行
う、多くの女性を見つけ出すことができ
た。ローマには私たちの事務所はない。郊
外の美しい田舎コッレ・マティオという

所に本部を置いている。ローマで出会っ
た新しい人々をここに招待するのはなか
なか難しく、人々と出会う他の方法を模
索した。超宗教的な対話や女性に関連し
た主題を発表する講演会に参席した。こ
の機会を利用し横に座っている人々に私
を紹介しながら、関係を作っていき、後に
発表者とも連絡を取り合えるようにもな
った。
後日、Lux Terrae(＝地球の光を)という団
体が、彼らの行事に私を演説者として招
待した。この行事は一日中開催され、それ
ぞれの演説者には20～30分ほどの時間
が与えられた。ある行事はローマにある
大講堂で開催され、私はそこで世界女性
平和ネットワークのプロジェクトを紹介
した。真の父母様の世界平和に関するビ
ジョンを説明し、真のお父様の自叙伝を
紹介したりもした。この行事が終わった
後、参席者に配るため、ホールの後ろ側に
真のお父様の自叙伝を置いたりもした。
ここでの参席者は、この行事を支援する
団体から招請された社会の人々だった。
私自身、恐怖心を克服するのが大きな挑
戦だった。
ある地域の市立図書館では、図書館側が

興味を持っている思案を主題にするとい
う条件で、WFWPが大講堂を無料で利用
できるよう許可を得た。私たちは『日本文
化と東西洋の違い、拒食症と摂食障害、美
しさに対する強迫観念(オブセッション)、
左脳右脳と夫婦関係』といった主題を掲
げ、講演会を開催した。三度の講演会で関
連分野の専門家を講演者として招請し
た。図書館側は、この行事に多くの人々を
招待してくれた。私はこの主題について
勉強して、原理に立脚した対案を紹介し
た。若者が放蕩する原因、人生に対するビ
ジョンと家族との相互作用、四大心情圏、
そして夫婦関係に必要な力動性について
語った。女性、妻、そして母親の役割につ
いて、真のお母様のみ言を引用した。
ある時は、ローマにあるナイジェリア僑
民会長からナイジェリア家庭に講演をす
るよう頼まれた。私たちの関係に絆がで
きて、その後もナイジェリア僑民が主催
する様々な行事に招待されて講演をし
た。いつも彼女は尊敬の思いで私を紹介
し、真の父母様の平和運動も尊敬した。後
に彼女は１日原理修練会に参加した。
ナイジェリアの僑民と関わった最初の行
事は、バスケットボールチームの創設イ
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ベントだった。カトリック教会とイスラ
ム教の指導者と地域団体長がそのイベン
トに参加した。そのイベントは青少年に
とって大きな祝福であった。その行事の
目的は青少年たちにスポーツに関心を持
たせ、放蕩せずに規則を守ることがどれ
程重要であるかを理解させるためだっ

た。二番目の行事は、私たちとナイジェリ
アの僑民とローマ市が、2014年4月に、
276名の女児を誘拐したボコ・ハラムと
いう団体を糾弾するデモを行う行事だっ
た。「私たちの子供を返せ！」といったプ
ラカードを持ち、ローマの道を行進した。
最後にナイジェリアの家庭がカトリック
の聖堂に私を招待し、『夫婦関係および四
大心情圏』について説明をしてくれるよ
う依頼してきた。
またセブンスデー・アドベンチスト教会

（＝安息日再臨派(プロテスタント教会)）
の宗教自由国の責任を持つ女性とも知り
合うようになった。彼女は私たちが主催
した講演会で演説したこともあり、また
彼らが主催した講演会においても演説し
て欲しいと私を招待したりもした。私は
平和を定着させるのに、女性の役割とと
もに男性が一緒になって、平和の文化を
実現させていけるよう女性の人権を保護
することがどれ程重要であるかを講演し
た。彼女は2014年8月、韓国で開催された
世界指導者会議（World Summit）に参席し
た。彼女が韓国から戻ってきてから私た
ち の 友 情 は さ ら に 深 ま っ た 。彼 女 は
WFWPとUPF（天宙平和連合)の活動を肯

定的に考えており、真のお父様の自叙伝
も読んだ。

数年ほど前までは夢だった結果

過去２年間、私たちはローマにあるヨー
ロッパ国会の事務所で講演会を２度開催
した。その行事で私は『経済危機に対する

女性の対応、女性と人権：平等は皆に発
展と豊かさ、およびウェルビーイングを
抱かせる』という題目で講演した。専門家
たちに彼らの分析と考えを発表させた
後、その主題に女性がどのように寄与で
きるかについて私たちの観点を紹介し
た。最後に国連に超宗教議会および世界
平和女性ネットワークを作らなければな
らないという真のお父様の提案を紹介し
た。その講演会でウクライナ僑民会会長
がWFWPの関係者と会った後、女性連合
の活動に大きな関心を寄せた。後に彼女
は私たちの活動に参加し、様々な国家の
議員が協力してくる姿に驚いた。当時、文
蘭英会長の証しを聞いた彼女は、「文鮮明
先生が地上に居られない現在、貴方が文
先生を生前に知ったことはとても幸運だ
と思う。」と語った。
それからWFWPとウクライナ僑民会との
間で緊密な協力関係が成されていった。
私はウクライナ僑民会で主催した様々な
行事に参席した。いつも私は、平和、多様
性の尊重、そして全ての個人が神様の子
女として持っている独特な価値など、
WFWPの核心メッセージを人々に広める
努力をしている。2014年3月、ヨーロッパ

国会で、『女性と人権：平等はすべてに発
展と豊かさおよびウェルビーイングを抱
かせる』という２度目の講演会を開催し
た時、ウクライナ僑民会長を招待し講演
を頼んだ。その後、彼女はWFWPの様々な
行事に参席し講演をした。昨年12月12
日、UPFとWFWPが共同で開催した『平和
を享受する権利』という主題の講演会で
講演を行った。ここで彼女はウクライナ
の人々の例を例えながら、自由に向けた
決意と闘争について語った
私たちは、前教皇ヨハネ・パウロ２世が
勉強した歴史的なローマ・カトリック教
会の大学である聖トマス・アクィナス大
学でも講演会を開催した。その大学では
フェイスブックを通して、私たちの講演
会の広報もしてくれた。また大学総長が
講演会に参席し講演してくれた。その講
演が終わると総長は、フランシスコ教皇
に会いに行くためにバチカンに行った。
教皇に私たちの愛と安否をお伝えしても
らえるよう頼んだ。この行事を通してカ
トリック教会と意味深い協力関係を結ぶ
ことができた。
このような様々な方法を通して色んな団
体や個人を知るようになった。現在、私の
住所録には400名以上が登録されていて、
WFWPの行事があるたびに連絡を取って
いる。数年前まではこのような結果は夢に
も思っていなかったことである。様々な社
会団体と宗教団体において私たちの立場
がどんどん上がって行っており、真の父母
様の平和思想および業績が次第に認めら
れている。このようなことを行うために必
ずしも、大学の卒業証が必要とは限らない
ということを悟った。知恵を持ち、心から
対話をすれば、アベル圏の人々が、私たち
の追求する価値を実現してくれるはずで
ある。彼らは私たちが自分たちと異なるこ
とを感じながらも、私たちを信じ共に活動
をしたがっている。それは私たちには利己
的な心が無く、人類が直面する問題につい
て解決策と平和の為に活動しているから
であろう。

エリザベータ・ニストリ

｜イタリア女性連合会長

2015. 02    27

1��女性連合会員たちがナイ
ジェリア僑民たちと力を
合わせ、昨年拉致された
少年の釈放のためのキャ
ンペーンを行っている

2��女性連合がイタリア内に
いるウクライナ僑民たち
を助けた功労を認めら
れ、ローマの聖マリア・
マギオレ聖堂でイタリア
女性連合エリザベス・ニ
スツリーガ会長がウクラ
イナ国際ゴールデンフォ
ーチュンアカデミーから
賞をもらっている。➋



韓国の柳吉在統一部長官は2014年９月、
「来年は韓国が独立後、分断し70年にな
る。世代がもう一度変われば、韓国が分断
して100年になる。」と語った。統一部は
朝鮮戦争後の7年後に設立された政府機
関である。時間が過ぎればひとつになる
のは困難になってくる。現在韓国と同じ
ような状況に置かれている国家を調べ
てみれば、朝鮮半島の統一を理解するの

に役に立つであろう。真の父母様が懇切
に願われているこの目標を具体的に知
ることで、全世界の食口が朝鮮半島の統
一に向けて、もっと効果的に精誠を尽く
すことができるはずである。また、国家の
アイデンティティを再確立しようとす
る国家を見れば、天一国を建設するのに
どんな過程を経るべきかをうかがうこ
とができる。

モルドバとルーマニア

モルドバとルーマニアの名は異なる。た
だ単に国境が隣接しているというだけで
もない。分断国家だという言葉でこの二
つの国を正確に説明もできない。あるル
ーマニアの国民は自国の歴史について、

「ルーマニアはひとつの国だ。しかし三つ
の地域（トランシルヴァニア、ワラキア、
モルドバ）は、千年以上もオーストリア、
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ルーマニアとモルドバの中心民族はルーマニア民族である。ルーマニアの国民は自分たちの言語、ルーマニア語を話す。現在モルドバにある
地域の名は、歴史を経ながら幾度も変わっていった。この記事ではモルドバという単語だけを使用することとする。

モルドバが韓半島統一に
示唆すること



ハンガリー、オスマン、ロ
シアの支配を受けてきた。」
と説明した。
実際に、ある人々はルーマニアとモルド
バの二国を、韓国の人々が韓国について
語るとき話す表現を使ったりもする。モ
ルドバで音楽を教えているブラード・ポ
ストラチェ氏は「我々の文化は同じだ。ど
うしてこの二国を統一させないのかわか
らない。」と語る。モルドバは欧州連合に
加入しておらず、ルーマニアは加入して
いることを説明しながら、「ルーマニアは
道路があまり良くない。それでヨーロッ
パから支援してもらっている。また、今後
をどうすればよいのかなども良くわかっ
ていて、方向性も持ち合わせている。モル

ドバが欧州連合の一員にな
るのに最も早い方法は、母の

国のようなルーマニアと統一す
る道である。」と述べた。
もちろん今日のモルドバは、様々な種類
の人々が住んでいて、皆がポストラチェ
氏のような考え方をしているのではな
い。例えばモルドバ共産主義者は、統一に
頑として反対しているが、モルドバ国民
がルーマニアを「母の国」という訳は何な
のだろうか。

モルドバの始まり

現在のルーマニアとモルドバは、イエス
が誕生するおよそ100年前、ダキア王国
の下に属していた頃からひとつの国だっ

た。古代ローマ帝国のトラヤヌス皇帝（在
位98年～117年）は、強力だったダキア王
国（紀元前100年～106年）を相手に二度
にわたる戦争の末、勝利を収め、ローマ帝
国の属州国にした。その後ダキア王国は
自国を占領したローマ帝国の言語である
ラテン語を話すこととなったが、ローマ
は271年にダキア国を放棄した。ローマ
帝国とダキア王国の支配を受けていた人
々は4世紀にキリスト教を受け入れるこ
とになった。
1500年代の最初の頃、今日のモルドバの
地はオスマン帝国治下にあった。オスマ
ン帝国はその領土を戦争で手に入れたり
はしなかった。その地域の貴族らと婚姻
関係を結んでいき、領土を広げていった

2015. 02    29

教育部が国際教育(IEF)プログラムの業績を認定し、真のお母様に授与

1996年首都キシニョフ市学校校長たちのために開催された国際教育(IEF)プログラム

モルドバ・アンバン教会十字架と丘の上のアンバン教会



のである。オスマン帝国を自分の地域に
招待し要請した所もあった。歴史学者マ
リー・ニューバーガー教授は、「人々は安
全、武器、そして物資を通して自発的にオ
スマン帝国のために尽くすことを決め
た。彼らはオスマン帝国の一部となり、そ
の地域がもっと安全になるよう作ってい
った。」と説明した。これにおいて宗主権
という言葉が使われるようになった。保
護を受ける国家の中には、宗主国に直接
仕えるというより、農作物やほかの物資
を捧げるだけの場合もあった。オスマン
帝国は対外国家との外交を担いながら属
国を保護し、属国の指導者は宗教のみな
らず自分の国に対する統制権を維持し続
けてきた。韓国も1900年以前までは中国
との関係がこれと似ていた。

文化的象徴

国で公認を受けた詩人がいるとすれば、
その詩人こそが国の最も大切な価値を代
弁する詩を創るはずである。ある人はミ
ハイ・エミネスク（1850～1889）につい
て、「エミネスクが行く所々、庶民たちが
自分たちの話を聞いてくれというのを彼
は全部聴いてあげた。彼はそれを自分の
心と魂に記憶し、彼の詩はその記憶を反
映して作られた。」と語った。現在、ルーマ
ニアとモルドバが自分たちを代表する国
民詩人として一人を選んだという点は、

二つの国家がいかにアイデンティティを
共有しているかを物語っている。フラン
スとイギリス、そしてアメリカやカナダ
は、自分たちの国を代表する詩人のよう
な人物を選ぶことができるだろうか。『モ
ルドバ人；ルーマニア、ロシアそして文
化政治』という本を執筆した合衆国の歴
史学者チャールズ・キングは、二つの国
家に愛国心を沸き立たせる英雄について
次のように書いた。
1300年代の初め、カルパチア山脈の西か
ら来たルーマニア人の王子ドラゴスは、
森の中へと狩りに出かけた。東へ東へと
移動したある日、ドラゴス王子が率いる
狩り人の群れは山の中にあった小川で野
牛一匹を発見した。ドラゴスは自分の猟
犬を放ち野牛を捕まえるよう仕向けた
が、ここで王子が最も大切にしていた犬
モルダが酷く怪我を負い溺れて死んだ。
酷く傷心したドラゴスは死んだ犬を称え
るためにその小川に名前をつけ、野牛の
頭を自分を象徴する紋章とし、新たにキ
リスト教を受け入れたばかりのモルドバ
の地を王子が治める国を作った。野牛の
頭の紋章は、ルーマニアとモルドバ共和
国の国璽（国の印章）として両方で見るこ
とができる。

同じ歴史、分離した現在

ルーマニア人とモルドバ人のように、南

北韓の人々は李舜臣（1545～1598）のよ
うな人物を尊敬している。李舜臣将軍は
韓国の人々が歴史のなかで聖雄（英雄）と
も呼ぶ人物である。彼は1592年に始まっ
た日本の侵略から国を守るのに成功し
たが、1597年戦いの中で命を落とした。
ソウルの中心にある光化門広場には、5
階建てほどもある高さの李舜臣将軍の
銅像が立っている。銅像の下のほうには、
韓国の人々が誇りに思う初期の鉄鋼
船―亀甲船の小さな模型があるが、亀甲
船は李舜臣将軍が手掛けたことで有名
である。北朝鮮においても李舜臣将軍を
尊敬している。朝鮮戦争が一息ついて北
朝鮮は、海軍将校の功労を称賛し、ほとん
どの将校に李舜臣将軍の名が刻まれた
メダルを授けた。北朝鮮では今日、低い階
級の海軍将校に李舜臣将軍の勲章を授
けている。北朝鮮も韓国も同じように、幼
い子供たちの心にも愛国心を根付かせ
るため、水面に浮く亀甲船の模型を作っ
たりする。

強大国の政治

ジョン・ミアシャイマーは彼の著書『大
国政治の悲劇』で、大国を国際情勢の枠組
みを作る国、世界を一つにまとめた自分
たちの力を極大化させようとする国であ
ると定義した。ほかに言うまでもない、世
界を一つにまとめた自分たちの力を極大
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化させようとした国のせいで、他の国の
人々は家族を失い、生活の基盤をも失う
など、言葉で表せない苦しみをいろいろ
と経てきた。韓国と北朝鮮、そしてモルド
バとルーマニアもそのような苦しみを受
けた国に属する。

韓国vs強大国

韓国は朝鮮戦争が起きる数年前に分断
した。ウィリアム・R・ケイラーは、自分
の著書『20世紀世界と以降』で、「1948年
8月、国連の監視下で自由な選挙が行わ
れた後、韓半島の南側に大韓民国が生ま
れた。そして同年9月、韓半島の北側に位
置する平壌で金日成のリーダーシップ
により朝鮮民主主義人民共和国が生ま
れた。」と書いた。
北朝鮮にはソ連軍が、韓国には米軍が入
り、日本軍と日本人の帰還を支援し、また
日本や他の国から韓国人が帰国するのを
助けた。しかし強大国の軍事は、1950年6
月25日に朝鮮戦争が勃発する前にほとん
どが韓半島から撤退した状態であった。
まだ救われている部分は、未だモルドバ
の心情は離れてはいなかった点である。
モルドバ家庭連合の前協会長ミハイ・カ
レストゥルー氏は、「世俗的な価値と西欧
の進歩的価値が多く入ってきたにもかか
わらず、モルドバは未だ非常に宗教的で
家庭を優先する国である。統一原理は健

康な子供、活気づくコミュニティ、そして
平和な国と世界をつくるにあたって家庭
の重要性を強調するので、すべての年齢
層の人々にとって惹きつけられるのであ
る。数百年の間、外勢の支配を受けたにも
かかわらず、モルドバの人々は近所の人
や客にも、優しさと愛を施す平和の文化
を失わなかった。」と語る。
読者は、現在モルドバでは統一運動がど
のように展開しているのか気になること
と思う。カレストゥルー氏は、現在モルド
バで統一運動が直面した困難について質
問を受け、このように答えてくれた。
統一教会はモルドバにおいて20年間の活
動を行ってきた。これまで最も困難とし
た点は、教会の指導者と中心食口の関係
を強化させる教育制度を作ることだっ
た。教会に献身的に奉仕する食口と指導
者との硬い基盤がなければ、様々な活動
に持続的に反映されないからである。
モルドバの食口が個人の生活の中で、再
び家族のもとに戻れば多少の困難が生じ
た。宣教師が入ってそれほど日が経って
いないモルドバ統一教会の成長は低迷期
を迎えた。お金を稼ぐためにモルドバの
国民は海外に出て行ったが、教会の食口
も同じだった。このような問題は、最近、
韓国と日本、そしてウクライナから来た
宣教師たちが教会を発展させ、国を復帰
させようとした努力の末、緩和された。ま

た、ビジョン2020に向けた計画で、モル
ドバが主要戦略国家の一つとして選ばれ
たことは良い働きとなった。
現在モルドバ共和国に散在する社会およ
び経済的な問題に向けた解決策をじっく
り考えてみれば、再び真の父母様の教え
と生涯路程で見せてくださった模範的な
生活がどれほどに価値あるかを知ること
となる。
現在モルドバは、政治的な面や他国との
関係においても危機に瀕している。ロシ
アや欧州連合など、他の国から来る地域
紛争や圧力、また影響はモルドバの未熟
な姿を見せられている。その姿とは、国家
の次元で明確な思想がない国は民族、信
仰、人種を超越して、国民を一つにまとめ
ることができないということである。
このような国家次元の思想とアイデンテ
ィティは、精神的な観点から世界を眺め
る宗教家たちがまず先に探そうと先駆け
ればならない。これは統一教会にとって
良い機会となり得る。真の父母様が残さ
れた平和具現の遺業は、人々に感動を与
えられると思う。私たちの責任と義務は、
最も有能で独創的な若者たちにこの宝を
渡し、彼らが国を復帰できるように感動
を与え、他の国と世界を復帰するために
力を尽くすように促すことである。

（資料提供　モルドバ家庭連合

およびカレストゥルー食口）

2015. 02    31

モルドバUPFは超宗教活動を主に行うNGOとして認められている モルドバの首都キシニョフ市で超宗教カンファレンスが開催されている



過去二年間、たくさんの数のシリア戦争
難民たちがレバノンに避難して来た。国
連難民高等弁務官(UNHCR)によれば、紛
争を避けてレバノンに来た難民数が今年
初めに120万人に達する。一方、レバノン
の人口は 600万名だ。国連及びカリタス
(Caritas) のような
団体が、衣食住を
自 分 た ち で
解決するこ
とができない
難民たちを助けるために
最善を尽くしている。
難民たちの状況が深刻で助
けが切実になると、レバノン
天宙平和連合(UPF)が平和大使た
ちとともに、ベイルートから自動車で 40
分離れた難民村のために特別な救護活動
をした。現在、私たちはみすぼらしいテン
トで過ごしている53家庭を助けている。
国際UPFとドイツ国際救護親善財団(IRFF)
の助けにより、初めは数家族に援助金を

支援してくれた。去る 12月には難民村に
いるすべての家族に同額の援助金を配っ
た。当時、レバノンにある最高の大学の内
の一つである、レバーニーズアメリカン
大学の助けを借りて、食料と服、そしてお
もちゃがいっぱいに詰まった33個の箱も

難民キャンプに配ることが
できた。それはこの大

学が展開したクリ
スマス慈善活動の
一環だった。難民
キャンプ管理者

と彼の妻を通じてそのプレゼントが無事
に配布された。
難民家族はシリア各地から来た人々だ。
非常に深刻な危険にさらされた人々は家
を捨てるしかなかった。家がなかった人
もいた。彼らの内、数人は愛する人や家族
を失い、数年間暮して来た家や店を失っ
たりした。
現在、パク・ジョンイン レバノン家庭連
合会長とヨルラ夫人、そして平和大使、及
び若いボランティアたちとともに難民キ
ャンプを周期的に訪問している。大抵は
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子供たちのための食料や牛乳あるいはお
むつを持って行く。そしてそこにいるす
べての家族たちを登録した。国連難民高
等弁務官側の言葉によれば、この登録は
単なる人員把握以上の意味を持ってい
る。助けが必要な人々の数がどれだけい
るのか、また難民キャンプの状況を記録
した資料があれば、不当な方法で逮捕さ
れ、また自分たちの国家に追いやられる
状況を阻むことができる。家族を登録し
ながら彼らの胸痛む事情を聞いてあげた
りもした。
難民キャンプには化学兵器などで深刻な
負傷を負った人などもいる。彼らに医療
支援が切実だという事実を知ったレバノ
ンUPFが医療チームを集め、難民村を巡回
して無料相談、及び診療あるいは薬を処
方した。そして病院で治療を受けなけれ
ばならない人々の医療報告も準備中だ。

難民キャンプに近い都市の国立病院と協
力関係を結んだ。それで UPFの助けによ
りその病院を訪れる難民たちは30パーセ
ント以上割引してもらえる。また特定の
医療品は無料で受けることができる。
ほとんどの難民キャンプには電気が通っ
ておらず、今は冬なので午後5時にさえな
れば暗くなる。レバノンでは普通、山にだ
け雪が降るが、今年はしばしば気温が零
下に落ち、雪雲が立ち込めて来て各地で
どしゃ降りと豪雪に見舞われた。難民キ
ャンプも同じだった。このような寒い気
温のため、難民キャンプにいる家族、特に
子供連れの家族は他の家族よりもっと困
難な状況にある。四人の難民が寒さのた
め死亡に至るケースもあった。
私たちは発電機を寄付し、難民キャンプ
に電気が通るように募金運動をしてい
る。難民キャンプ管理者の言葉によれば、

3千ドルが必要だ。今まで多くの国家の食
口が援助してくれ、 必要な金額の約半分
が集まった。神様が願われれば、電気を供
給するのに必要なお金だけではなく、難
民キャンプのテントが水漏れしないよう
に、屋根を補修することも可能だろう。
パク・ジョンイン会長と夫人は難民を不
憫に思っている。朴会長は難民キャンプ
で苦痛を受ける人々を見て、韓国戦争時
に韓国の人々が経験した困難が目に浮ぶ
と言った。また学校に通うことができな
い多くの子供たちを心配している。
実際、難民たちに必要な助けを列挙するよ
うに言えば、終りがないだろう。一回です
べて助けることが出来なくても、徐々に解
決しようと努力している。ここで様々な支
援の手を差し延べるボランティアたちの
考えによれば、皆一緒に協力し努力すれ
ば、より効果的に難民の家族を助けること
ができるだろう。すべての難民が私たちの
真心のこもった希望を通して、もうすぐ彼
らの家に帰ることができるだろう。私たち
はその日が来るまで、最善を尽くし、難し
い状況に処している難民を助けるつもり
だ。国際UPF、ドイツIRFF、そして援助の手
を差し延べてくださるすべての方々に感
謝の気持ちを伝えたい。

ヘルミオン・シレン

｜レバノン　カイン国家メシヤ
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東ティモール政府が真の父母様の平和思
想を高く評価し、制定された「鮮鶴平和賞」
の設立の趣旨に共感し、今年（2015年）1月
12日、10万ドル（約1億1千万ウォン）の創
設基金を鮮鶴平和委員会に寄付した。
これに先立ち、昨年8月ソウルプレスセン
ターで開催された鮮鶴平和賞委員会の出
帆式に参席した東ティモールのシャナ
ナ・グスマン首相は祝辞で「鮮鶴平和賞
は、利他的な人生で宗教、人種、国家、文化を
越え平和な国家と世界を建設ができると
いう本質的なメッセージを内包してい
る。」とし、創設基金の寄付を約束していた。
東ティモール政府は2014年12月19日、大
統領邸の会議室で開かれた閣僚会議で鮮
鶴平和賞創設基金寄付の案件を上程し、
満場一致で可決した。閣僚会議で承認さ
れた決議案は、「東ティモールは宗教、人
種、国家と文化を超越した平和思想と平
和社会・国家建設のビジョンを内包する
鮮鶴平和賞創設を非常に嬉しく思い、そ
の旨を共にしたい。そこで本会議では、鮮
鶴平和賞創設に10万ドルを寄付すること
を決議する。」と明示された。
東ティモールはインドネシアの東側に位
置し、人口118万人の島国である。同国は

インドネシアの植民地支配と内戦によ
り、25年間苦痛の歴史を過ごし、2002年
に独立した新生国家である。その間、平和
に対する渇望や独立を望んできた過去の
歴史は、韓国の近代史とも酷似している。
2014年度一人当たりのGDPは、3,664ドル
だった。
鮮鶴平和賞委員会の洪一植委員長は、「東
ティモールは植民地の辛い歴史を平和で
昇華させた21世紀最初の独立国家で、鮮
鶴平和賞は21世紀の持続可能な平和を牽
引するために制定した未来志向型の平和
賞」だとし、「鮮鶴平和賞に対する東ティ
モール政府の共感そのものが、地球村に
大きな反響をよぶ平和なる事件だという
ことができる。」と語った。続けて彼は「今
後、鮮鶴平和賞が東ティモールだけでな
く全世界的に共感と呼応を導出させ、未
来の世代の平和具現に向けて先駆けるこ
とができるよう最大の努力を傾ける。」と
語った。
本創設基金の寄付の決定を主導したシャ
ナナ・グスマン首相は1946年生まれで、
東ティモール独立の実質的なリーダー
で、東ティモール統一と平和を訴え続け、
国際社会でも新しい国家の実質的なリー

ダーとして認められている。彼の思想で
ある『和解と許し』を中心に、インドネシ
アから独立するために活動を行い、キリ
スト教とイスラム教、インドネシアと東
ティモール間の和解と平和構築に向けて
努力を続けてきた。全国民から敬われる
だけでなく国際社会においても認めら
れ、シドニー平和財団が授与した『シドニ
ー平和賞』や、韓国の光州人権平和財団か
ら授与された『光州人権賞』、またヨーロ
ッパ議会で授与されたた『サハロフ賞』を
受賞した。
一方、鮮鶴平和賞は「人類一家族」の平和
世界実現に全生涯を通じて超人種、超宗
教、超国家運動を繰り広げられた真のお
父様の平和思想と維持を宣揚するため、
2013年2月20日、真のお母様の提案によ
り制定された。世界平和の実現に向けて
各界で犠牲となり献身する個人や団体を
発掘し授賞することで、平和を希求する
地球村の人々に希望のともし火を点そう
と毎年ソウルで授賞式を行い、賞金100
万ドル（約10億ウォン）が授与される。
このために2014年1月22日、鮮鶴平和賞
準備委員会が発足し、8月11日高麗大学
前総長の洪一植委員長をはじめに、ブト
ロス・ブトロス＝ガーリ第6代国連事務
総長、ラリー・ビズリーワシントンタイ
ムズ社長、大野よしのり功統前防衛庁長
官、曹渓宗仏国寺住職のソンタ僧侶、韓国
外交協会の鄭泰翼会長のほか12名から構
成される鮮鶴平和賞委員会が出帆し、公
正で透明な候補者の推薦や審査の過程を
経ることとなる。第一回授賞式は真のお
父様聖和3周年を期する2015年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である。

（資料提供　統一財団対外協力本部）
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私たち食口の最も切実な願いと目標は、
子女が祝福を受けて祝福家庭になり、三
世を見ることである。その願いをどのよ
うに成すのか？祝福の価値が分からない
二世たちがいる一方で、子女は祝福を受
けたがっているのに、父母が相手をどん
なに探さなければならないのか分からな
い場合がある。
私たちは二世を教育するのに集中してい
るが、筆者は祝福家庭の業務を遂行しな
がら、父母を教育することが至急だとい
うことが分かるようになった。なぜなら
二世である子女を教育し、祝福に導くの
が父母の責任であるからだ。
ある父母は子女教育を教会の責任だと思
っているが、実際には教会は父母が家庭

で子女を教育するのを支援し、補う役目
しか果せない。真の父母様は、「天地人真
の父母定着実体み言宣布天宙大会」の講
演文を通して家庭で訓読会をすること
が、子女の信仰生活を守る最善の方法だ
と語られた。「どんなにサタンが皆さんの
血統を利用して騒いでも、訓読会の伝統
の前では居場所がなくなるのです。」と語
られたのだ。家庭で父母と子女がともに
真の父母様のみ言を訓読することが必要
であり、互いに訓読した内容について感
想を話しあったりすることも重要だ。そ
れとともに一日の生活で大変なことがあ
れば、それを子供が気楽に父母と共有し
ながら、父母の愛と関心を感じるように
なる。ほとんどの父母は忙しくて、子供に

耳を傾けることができていないが、父母
がそのような対応をしていると、その子
供は「両親が自分の話を聞いてくれない」
という結論を下す。
両親は、子供が心を開いて率直に対話を
交わすことができる友人のような存在に
ならなければならない。
ある両親は十代の子供を子供扱いしなが
ら、正しいか誤っているかだけを指摘し、
子供の考えを聞いてみようとはしない。
そうすると子供は両親に率直に話さなく
なる。子供が率直な思いを話せば、両親を
失望させてしまうかもしれないと心配で
ものを言わなくなる。結局、子女が内的な
葛藤や純潔問題を話さずに隠すようにな
るのだ。したがって両親は子女が悩みを
打ち明けることができる雰囲気を作り、
どんなことがあっても両親が子供の側に
立つという認識を植えつけ、どんな難し
い問題も共に解決して行くという意志を
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祝福結婚は
理想家庭に向けた第一歩



見せてあげなければならない。子供が、気
になったり、疑心が生じた場合に、何でも
すぐに両親に聞くことができるようにし
なければならない。
もし子供に秘密があったり個人的な願い
や期待があれば、そのような内容がマッ
チング過程で現われる。両親は子供が準
備できていない状態でマッチングを急
ぎ、子女の期待と違う相手を紹介する場
合がある。到底一生共に暮らすことがで
きないと思える候補者や相手に出会った
時、ジレンマに陥り、結局マッチング過程
で本音を打ち明けて秘密を公開すること
になる。あらかじめそのような本音を打
ち明ける方が良い。
ある子供は本音を話すことができずに、
何ヶ月も数年間、祝福相手を避けていた
ケースがあった。結局それ以上堪えるこ
とができずに祝福を破棄することになっ
た。そのように時間が長引くほど相手の
みならず、両家の両親に大きな傷を残す

こととなる。そうすると両親は失望せざ
るを得ない。子供の内面を直視し、愛で抱
いてこそ、前に進むことができる。それゆ
え父母マッチングの過程が家庭復帰の過
程でもある。そのような過程を通じて、子
供だけではなく父母自らも自己省察と問
題点を把握するようになり、子供が抱い
ている問題を解決することができる。
二世たちの中で、両親が苦労するのを見
て、祝福を受けることをためらう者もい
る。両親が結婚生活の喜びや愛なしに、た
だ単に忍耐する関係であったなら、その
ような姿を見る子供がどうして祝福に対
する希望を持つことができるだろうか？
夫婦の関係を改善し、愛の関係を強化す
ることが子供に対する最善の教育であ
る。ただ単に子供が真の愛や原理につい
ての講義を聞くだけでよしとしてはいけ
ない。日常生活でそのような価値が実現
することを体恤したがるようにしなけれ
ばならない。そのように私たちが家庭で

その価値を実践していなければ、子供は
原理を否定するようになるのだ。
ある両親は原理的で公的な人生を暮せば、
神様が自然に子供を指導してくださり、自
動的に子供が祝福を受けるようになると
信じている。しかし、両親も責任分担を果
さなければならない。両親が真の父母様の
み言と愛を中心とした幸せな家庭生活を、
子供が祝福を受ける前から心の中に刻印
させてあげなければならないのだ。

ウルシュラ・マックラクランド

｜世界平和統一家庭連合　アジア大陸祝福家庭局長

祝福は真の父母様によって始まり、それ
は祝福結婚に臨む人間たちに神様が特別
な祝福をくださることを意味する。
人生の重大な岐路に立つ時、私たちが実

際に受けた福がどのようなものか、もう
一度考える必要がある。
祝福はただ単にある一儀式に参加するこ
とを意味するのではなく、真の父母様が

祝福家庭に望む人生の生き方を意味す
る。したがって私たちが祝福に向けてど
のくらい準備できているのか、マッチン
グの過程を始めとし、祝福家庭としての
生活の中で、どのくらい神様と真の父母
様の指導を受ける準備ができているかど
うかが重要だ。そのような姿勢で私たち
の可能性を発揮することができるし、神
様が約束した愛の理想を成して行くこと
ができる。
天一国マッチングを進められる時、真の
お父様が二世たちに、「本心に従って行け
ば、すべてが神様によってうまくいく」と
語られた。真の父母様が常に純潔な愛の
価値を語られ、その中心にある絶対「性」
を強調された。すなわち結婚の前や後に
も守って擁護する純潔を言うのだ。純潔
な心情で相対者と一つになり、とてつも
ない愛を誕生させることができる。
真の愛は単なる感情ではなく、祝福を受
けることが愛に溺れるのではなく、愛の
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中で成長するのだ。私たちの愛の純度に
従って、神様に近づき、天の父母様に似る
ようになるのだ。私たちの純潔な心と結
婚を通して実現する、美を通して神様の
心を動かすことができる。
神様の願いは夫と妻が狂う程に愛する
時、神様の心も溶けて彼らと一つになる
のだ。夫婦が一つになる時、神様の形象に
似ることができる。神様と真の父母様は、
初愛をどのような動機を持ち、未来の配
偶者のために私たちの心と愛をどのよ
うにコントロールするかが重要な関心
事になる。
真のお父様が語られた純潔は、成り立つ
ことが不可能な理論的で宗教的な概念で
はない。真の父母様が提示した天一国マ
ッチングのための純潔の基準を見れば、
純潔の意味を段階的に理解することがで
きる。そうは言っても真の父母様は間違
いを起こした二世たちを許して、本来の
位置に戻るように指導してくださった。
皆が神様の前で堂々と神様の心情を知
り、愛する子女になることができるよう
に願っておられる。本然の愛の道と、私た
ちが成すべき理想を教えるためにその基
準があるのだ。
だからと言って、過去の過ちを持ってお互
いに後ろ指を差したり、難しい事情がある
人を審判したり、または愛し理解する心を
持たず、お互いを咎めてはいけない。むし
ろ再び善の道に従い、神様の元へ戻ること
が出来るように、そのような兄弟姉妹たち
を助けてあげなければならない。
天一国マッチングのための純潔の基準を
通して、聖愛の大切さをもう一度考えな
くてはならない。このような神聖な領域
について、私たちの真剣で深刻な姿勢は、
ある意味神様と隣人に対する私たちの愛
の表現である。このような愛のために、他
の兄弟姉妹たちに会う時は素直な心を持
とうと思う。このような愛のために、むや
みに異性に近付いたり、付き合ったり、異
性関係を持とうと思わない。このような
愛のために軽率な考えや言行を正当化さ
せようとは思わない。このような愛のた

めに、天がくださった基準と食い違った
行動はしない。しかしこれは私たちの選
択にかかっている。私たちが変化を願う
ならば、いつも神様が私たちの側におら
れる。原理と真の父母様のみ言に従って
前に進むことができる。
血統転換のために一世たちが通過した歴
史的路程があるゆえ、子女たちが祝福と
いう新しい伝統と文化を開拓する機会が
生じたのだ。祝福子女の行く道はこのよ
うな純潔な心と、神様に対する忠孝の道
を拡大することだ。また祝福子女たちが
絶対純潔の過程を経た後に祝福を受け
て、神様の血統を引き継いでいくことだ。
このような祝福結婚を通して、理想家庭
に向けて第一歩を踏み出し、私たちの家
庭から職場、交友関係、地域社会と公職生
活を通して、神様の属性を拡大しようと
努力することだ。
真の父母様が神様の血統を拡大し、神様
の理想を地上に実現するために、今も精
誠を立てていらっしゃる真のお父様が、
二世たちを相手に、純潔と血統の価値を
語られる度にその絶対的な基準を強調さ
れた。祝福子女の真正な価値は業績にあ
るのではなく、後代に引き継いで行くこ
とができる血統にあるのだ。
真の父母様が天一国の基準に準ずる祝福
家庭を、人類のための永遠な教材として神
様に奉呈された。神様の理想を実現する道
で真の父母様によって、祝福子女たちが原
罪なしに生まれ、堕落した世の中で純潔を

守りながら成長し、天が決めてくれた相手
を迎え、絶対信仰を持った夫婦として神様
と真の父母様の前に立つことが、神様の理
想を実現することである。このような二世
の祝福家庭を通じて、三大王権の基盤が樹
立され、真の父母様と一世の父母たちの苦
労が子孫代々継承される。
何であっても貴いものであればあるほ
ど、それを得るための努力がより切実な
ものだ。暗黒の時代であればあるほど、ビ
ジョンと希望を失わずに、神様が役事さ
れることができるように、精誠に精誠を
投入しながら、信仰と信頼で恐れを乗り
越える精神こそ祝福を受けるための心構
えとなるでしょう。もうすぐやってくる
祝福式のために準備する、すべての予備
新郎新婦たちが神様の理想を実現する夫
婦と家庭になることを祈る。

「祝福家庭はどのような意味を持つの
か？祝福家庭を中心として見る時、サタ
ンが祝福家庭を支配することができない
というのです。先生を完全に信じて、真の
父母様に属したという信念を持ち、どん
な国にでも立つことができるようになる
時、サタンがそこに侵犯することができ
ないはずです。どうしてだろうか？父母
様の心情を中心として、血統を転換した
心情圏に繋がれているからです。ですか
らここからはサタンが手をつけることが
できないのです。」 (み言選集 149-055、
1986.11.02)
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宗教はこの世界で生きる数億人の生活の
中でとても重要な部分を占めている。そ
れ故、宗教が世界的に影響を及ぼすこと
もある。ドイツの偉大なる社会学者マッ
クス・ヴェーバーは、北欧の開発と現代
化を可能にしたのはプロテスタント、そ
の中でも正確にはプロテスタンティズム
だったと見ている。ヴェーバーはある社
会、文明が世界観を持ったり、社会的シス
テムを作るのに正義を神学的に説明する
ことが絶対的だと主張した。
例えば自分の著書である『プロテスタン
ティズムの倫理と資本主義の精神』にお
いて、行為主義（業、因果）の教理は運命論
を誕生させ、現代化と理想主義を不可能
にさせた力が作用したと語った。特定の
宗教の教理が持つ社会的影響について、
ヴェーバーの分析を受け入れることは読
者の選択肢だが、宗教思想が社会的結果

を作り上げるという点だけは間違いでは
ない。
今まで何十年もの間、宗教が再び活気付
くようになった今日のヴェーバーのこの
ような主張は、現代において重要な意味
を持っているといえる。宗教が再び活気
付き、様々な形態の宗教極端主義と根本
主義が共に顔を上げたが、一方で超宗教
的な対話や理解を促進する運動も共に沸
き起こった。

宗教がとても強い力で

世界に作用している

冷戦時代に人々は、自由と平等そして社
会的正義についての立場を固守する時、
イデオロギーを中心とした。共産主義と
民主主義の地政学的緊張は、社会主義と
資本主義さらにもう少し自由な社会と
政府が統制する社会との論争から起因
したのである。また共産主義の国家だけ
でなく民主主義の世界でも、個人の領域
に属することを格下げされた。宗教は個
人にだけ属することとして認識される
ようになり、政教の分離思想が支配して
いた。
冷戦時代が終わり、世界で宗教が再び活
気付き、宗教が世界で起こる出来事に影
響を及ぼすということを再び悟るように
なった。衝撃的だった米国の同時多発テ
ロ9.11事件では、宗教的な要素が含まれ
ていた。もちろんテロリストの考え方が
理に反し歪曲していたことは私たちも良
く知っている。しかしこのテロ行為が人

々を、即ちイスラム圏の人々と西洋の人
々との間で存在する宗教的、文化の違い
から起因し、また歪曲されていたかどう
だかは分からないが、結局は宗教的な思
想に根があったという事実を否定するこ
とはできないであろう。
フィリピン・ミンダナオ島の戦いを思い
出して欲しい。ここで起こっていること
を理解するには、宗教および文化の違い
だけでなく、政治や経済的な要因まであ
ることを知らねばならない。これを包括
的に分析するには、政治、経済、歴史、そし
て文化の要素だけでなく、宗教的な要素
も含ませなければならない。社会的、科学
的、また政治学的な観点から見ると、宗教
が少しずつ重要な要素として台頭してき
ている。見方を変えると最も中心的な要
素として理解されているともいえる。
例えばインドの政治を見れば、政治学的
に最も強い集団はおおよそマハトマ・ガ
ンジーの血統を受け継いだ者たちであ
る。マハトマ・ガンジーの世界観は宗教
的世界観だった。現在の与党、BJP党はヒ
ンドゥー思想に根を持ち、ヒンドゥー・
ナショナリズムの核となる概念、ヒンド
ゥトヴァ哲学に従っている。だから宗教
が明らかに影響力を持っているというこ
とである。宗教が唯一なる要素ではない
が、明らかに世界各地で起きている事柄
に影響を及ぼす要素であることは間違い
ない。
アラブの春(反政府デモ)、特にシリアで起
こるむごい事件を思い出して欲しい。シ
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平和に向けた宗教の役割
私たちが活動する時、世界的な人々の助けを必要とするときがある。したがって非宗教の人々と真の関係を形成することが、世界で起こる出
来事に対する宗教の役割を説明することが支えになったりもする。その説明がこの記事の目的である。そればかりでなくこの記事は、宗教お
よび非宗教の指導者に真の父母様の教えを伝播することが、平和を建設するための仕事であることを説明している。



リアはイラクと同様、スンニ派、シーア
派、ドゥルーズ派、クルド、そしてアラウ
ィー派など様々な分派が存在するところ
である。そしてそのほかギリシャ正教、カ
トリック教会、マロン典礼カトリック教
徒など、複数の分派に分かれたキリスト
教があり、このようなすべての宗教の宗
派が政治構造を形成する非常に重要な要
素として作用している。シリアの宗教的
な面を理解しなければ、決して今の紛争
を理解することができないだろう。
政治学者たちもこの事実をますます認識
している。今までの宗教が国際政治の範
囲内でそれほど多く取り上げられてはい
ないが、今では核心分野となっている。宗
教と外交のための国際研究所創設者であ
るダグラス・ジョンストンは、『宗教と国
家―国際政治の盲点』というタイトルの
本を執筆した。そしてジミー・カーター
元アメリカ大統領が推薦文を書いた。ま
た元米国国務省長官であったマデレー
ン・オルブライトは『超大国と全能の
神――アメリカ、神、世界情勢について』
という本を出版して、アメリカ国内に存
在する宗教信仰と政治について語った。
オルブライト女史は、学者や政府官僚が
宗教をもっと勉強しなければならないと
強く主張した。
このような動きがあるから私たちは宗教
的にならないといけないとか、宗教を持
つとか、他の人の宗教を変えなければな
らないという話ではない。問題はそこで
はない。ここで重要な事は、世界をあるが
ままに直視して、現実で起こっている事
柄を加減なくそのまま見ようということ
だ。これを通して、私たちは宗教が非常に
強い力で世間に作用しているということ
を客観的に知ることができる。シリアで
起きていることを理解しようとするのな
ら、それをただ地政学的紛争として理解
してはならない。必ず宗教的要因、民族的
要因、文化的要因が伴うことを考慮しな
ければならない。
これはソ連から離れたユーゴスラビアの
場合を見ても分かる。当時形成されてい

たボスニア、クロアチア、セルビア、モン
テネグロ、マケドニア、スロベニア、そし
てコソボのような国家は、全部が宗教お
よび民族的アイデンティティーを中心に
して現れた。宗教はたいてい家族の血統
を引き続ける。生まれた頃から持ってい
る宗教を離れる場合はそう多くないの
で、民族と宗教は非常に密接した関係だ
といえる。だからセルビア人だとかコソ
ボ人だとかいう民族的なアイデンティテ
ィーを持つようになる。このようなアイ
デンティティーは私たちの文化的、文明
的、宗教的なアイデンティティーによっ
て形成されたのである。
またこれは国連にも影響を及ぼしてい
る。UPF創設者である文鮮明総裁は、2000
年度に国連で行った演説で、国連が宗教
の意味をもう少し深刻に悩み、その体制
の中に超宗教議会を設けなければならな
いと提案した。文総裁は21世紀に入り新
しい問題が起きていることを分かってい
た。この問題とはまさに宗教、国民、国家
が世界的に積極的に相互作用することに
よって、地政学的論点がさらに混乱して
くるという点である。このような問題は、
これ以上国家や政府だけが解決できる次
元ではなくなった。今日において宗教や
民族のような非国家的行為者が多く存在
する。またこのような存在を政府は統制
できずまた無視することもできない。し
たがって政治学者たちや国民皆が、もっ
と宗教について知らなければならない。
これよりも重要なことは、恐らくお互い
を尊重する心を持ち、超宗教的な理解心
を持つことであるかもしれない。

平和に到達するには

対話をしなければならない

私たちは今や地政学的次元でなく、さら
に深い次元で互いを理解しなければなら
ない。それ故に対話が重要である。様々な
機関同士が対話、相互理解、相互尊重のた
め作られた。サミュエル・ハンティント
ン博士の「文明の衝突」に対応して、イラ
ンで起きた「文明の対話」というイベント

である。ロシアのウラジーミル・ヤクー
ニン博士と、オーストリア人で欧州評議
会元事務総長ヴァルター・シュヴィマー
博士が、現在世界的なフォーラム「文明の
対話」を率いている。この団体はウィーン
とモスクワの２ヶ所に本部を置き、全て
の為に平和を成そうする考えを持った人
々の対話を実現させている。国連でも「文
明の同盟」というプログラムを開設し、こ
のプログラムは前国連総会会長だったナ
シル・アブドゥルアジズ・アルナセル大
使が率いている。超宗教的な関係で様々
な団体が対話と相互尊重、協力のために
努めている。これらの団体は平和のため
の宗教、世界信仰議会、世界宗教国会そし
て天宙平和連合などがある。
今日、「文明間の対話」は非常に重要な思
案である。それだけに国家の心情と魂を
理解し、その国民の核心なる価値を理解
しようとしなければならない。私の考え
では、文総裁が考えた他に必要な何かが、
まさに紛争を中心とした対話からパラダ
イム(価値観)を変えることである。必ず紛
争と闘争は、互いを尊重する中で枠組み
された対話を通して解決されなければな
らない。「平和に至るには対話をしなけれ
ばならない。」これは1991年金日成、そし
て1990年ミハイル・ゴルバチョフに向
けて文総裁が語った言葉だ。
私たちは国家と政府、そして人々との間
で対話を図る事で、平和に向けて進むこ
とができる。また対話とは、政府次元のみ
で行われる事でなく、国家、国民、女性、青
年達だけでなく芸術家、運動選手、また学
生や学者たちにおいても行わなければな
らない。これを「two-track」対話という。私
たちは平和に向けて力を注ぐのに「one-
track」の外交政府代表間の対話でなく、様
々なアイデンティティーと世界観を持つ
文化的、宗教的、民族的なアイデンティテ
ィーをもつ人々の間で包括的に対話を図
らなければならないであろう。天宙平和
連合は平和に向けてこのような方法で続
けて前進していく。

トーマス・ウォルシュ｜UPF世界会長
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タイの人気TV番組「マムクラブ」
で、8人の子女を持つ祝福家庭の母
である、小林マニラトさんを招待
し、家庭の価値と幸福な大家族の
理想を広めることのできる機会が
あった。小林さんは、出産率がどん
どん低くなり、1人や2人以上の子
供を産むことを避けているタイ社
会の流れに逆行している。世界224
ヶ国の中で出産率がタイは175位、
小林さんの母国である日本は、222
位だ。
この番組の生放送インタビューが
2014年12月12日に行われた。タイ
のマニラトさんは36万双の祝福結
婚式の時に、日本人男性と祝福を
受けた。二人はバンコクに住んで
おり、現在マニラトさんは、タイ家
庭連合本部に勤務している。8人の
子女たちの中から二人が今回の番
組に共に出演し、この機会を通し
て、夫婦が自分たちの家庭につい
て話を聞かせてくれた。番組の中
で司会者は、次のように質問した。

現在どんな仕事をしていますか？ 
はい、私は、天宙平和連合と世界平和統一家庭連合で通翻訳士として仕事をしています。
ご本人とご主人、共に仕事をされていながら、どのように子育てをされているのか、そ
して毎日子供たちを学校に送り迎えしたりという役割分担はどのようにしているのか
教えてください。
子供が多くて忙しいですが、互いに話を沢山して、寝る前に子供たちとその日一日どの
ように過ごしたのか、話をするのがとても助けになっています。子供たちの世話を互い
に協力して、最大限の努力をして、子供たちが立派に育つことができるように努力して
います。子供たちを学校に送ることに関しては、互いに分担しています。子供のうち二人
の学校は、夫の職場の途中にあるので、夫がその子供たちを学校に送ります。そして残り
の子供たちの学校は、私の職場の近くにあるので、私が送っていきます。 
(8人の子供たちの中で唯一娘である、カナさんに対して)他の兄弟たちはみんな息子
で、娘はカナさんだけですが、たくさんの兄弟の中で生活している気分はどうですか？
妹がいたらよかったのにと思いました。でも、7番目の弟が産まれて、とても可愛くて、愛
おしいです。だから今は、男兄弟でも女兄弟でも関係なくなりました。

マニラトさんは、個人的な経験談として、次のように話した。私の子供たちはとても楽し
い経験をして、面白がっています。子供たちに、私たちよりも子供は少ないけど、苦しい
生活をしている人もいるということを教えてあげました。この番組を通して、多くの人
たちが、8人の子供が居るにもかかわらず、幸せに暮らしている私たちの姿を見て感動し
ていたと思います。 
私の夫は、不動産業をしていますが、普段は賃貸に関連する仕事をしています。この番組
が母に焦点が当てられていたので、夫の役割について強調することができませんでし
た。しかしTV番組の撮影チームが私たちの家に来て、子供たちと私が遊んでいる姿を最
後に撮影したときに、夫に一緒に居て欲しいとお願いしました。夫は喜んで応じてくれ
ました。
そして最後にTV番組の司会者たちに真のお父様の自叙伝を渡すと、二人の司会者は喜
んで受け取りました。私たちの国家伝道のために奥深い摂理をされる神様と真の父母
様、そして地上界に協助する霊界にも感謝いたします。
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メディア

祝福家庭の母としての生活

この記事は、トゥルーピース
マガジンの編集者によって作
成されたものである。

Q

Q

Q



アンドラは、ピレネー山脈の東
側、フランスとスペインの国境
に位置する国家だ。国民8万5千
人の大部分がカトリック教会の
信者である。最近、アンドラの国
営新聞であるディアリド・アン
ドラが、3種類の公認言語のうち
の一つであるカタルーニャ語
で、「超宗教的愛」という記事を
記載した。ここに、アンドラに住
んでいる3組の超宗教的な夫婦
が、どうして喧嘩もせずに仲良
く暮らしているのかについての
記事が報道された。この記事に
報道された夫婦は、イスラム-ク
リスチャン、ヒンズー教-クリス
チャン、そして仏教-クリスチャ
ンの3組のカップルである。
またディアリド・アンドラ紙は、
アンドラで生まれ育ち、現在アン

ドラ家庭連合会長をしているル
イス・バビとタイから嫁いだチ
ャティブート婦人をインタビュ
ーした。チャティブート婦人の話
によると、アンドラには、平和に
共存している超宗教的コミュニ
ティーが15ほどあると言う。この
新聞に追記されていた内容は、

「彼らのメシヤによって永遠に一
つになる」という題目で紹介さ
れ、全般的にとても肯定的で尊重
的な内容で報道された。
この記事でルイス・チャティブ
ート夫婦は、自分たちにとって
結婚とは絶対に壊れることのな
いものであり、決して離婚して
はいけないと信じ、また結婚の
誓約は、地上だけでなく、霊界ま
で永遠につながっているもので
あると語った。
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アンドラ国営新聞に報道された
祝福家庭



韓国家庭連合 22人の教区長の内、7人の

二世教区長、協会本部７カ国の内、3名の二

世局長たち、教会と摂理機関、及び企業体

で多数の二世たちが公職を遂行している。

柳慶錫
ユ・ギョンソク　
韓国家庭連合会長

1986年オム・へランと二世36家庭と
して祝福を受け、二男二女をもうけて
いる。1991年から驪州教域長として公
職を出発し、1994年独立国家連合(CIS)
の宣教師として発令を受けた。当時ロ
シアとウクライナ、そしてクルジアな
どの任地で海外宣教をした。その後
1996年から2008年まで、韓国家庭連合
協会本部 二世局長、文化局長、企画局長
な ど 主 要 補 職 を 経 て 、2008年 か ら
2012年まで世界基督教統一神霊協会
維持財団対外協力局長として在任し、
翌年、天宙平和連合及び強い大韓民国
運動本部事務総長を歴任した。2013年

3月から10月まで韓国家庭連合副会長
を歴任し、同年3月多文化平和教育院理
事長にも就任した。2013年10月、韓国
トップガン修練会を修了した後、真の
お母様から二世として初めて韓国家庭
連合会長として命を受け、統一グルー
プ財団理事に任命された。
また2013年12月、圓母平愛財団理事に
選任された。2014年1月、韓国宗教協議
会会長及び超教派基督教協会会長を兼
職するようになった。そして4月、世界日
報理事に選任された。

兪慶得
ユ・ギョンドゥク　
韓国家庭連合共同副会長

1989年、キム・ミジュと二世72家庭と
して祝福を受け、三人の子女を持つ。ア
ジュ大法学科と鮮文大学校神学科を卒
業した後、鮮文大学校神学大学院で修士
学位を取得して博士課程を修了した。
1991年、忠北クムワン教会長として初

めて公職を出発し、翌年京畿南部イル
シン教域長に任命され、1992年から
1994年まで韓国大学原理研究会に属
し、アジュ大学学舎長職を遂行しなが
ら、1993年水原郷土学校の教師として
奉仕した。
1994年から1996年まで、忠南鮮文学群
長を勤め、1996年から2000年までソウ
ル江南教区長、及び冠岳教区長に奉職し
ながら 1997年から 2000年まで冠岳郷
土主婦大学副学長も兼任した。また
1998年から 2000年まで韓日文化交流
会常務理事、2000年から2005年まで韓
国大学原理研究会首席副会長、兼鮮文ブ
ロック長を歴任し、2002年から2003年
まで鮮文大学校客室教授として学生た
ちを指導した。
2003年から 2004年までサービスフォ
ー ピ ー ス (Service for Peace) 副 会 長 、
2006年から2008年まで大学生平和大
使協議会会長と韓国大学原理研究会長
兼、世界平和統一家庭連合青年学生局長
を兼任し、2008年に平和統一家庭堂副
総裁を歴任した。
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真のお父様の聖和後、全世界の教会が転換期を迎えました。当時真のお母様が悲しみを克
服され、全世界の食口をビジョン2020へ向かう道に強く導いてくださいました。ビジョ
ン2020の理想を横的に拡散させるために、神氏族的メシヤの使命に拍車をかけられまし
た。私たちの使命完遂のために真のお母様が二世圏の指導者たちを任命されました。本誌
面において全世界で活躍している代表的な次世代の指導者たちを紹介し、彼らを中心とし
て天の父母様と真の父母様のみ旨を成就するため、私たち皆が一つの思いで前進していく
ことができるよう期待します。

摂理をリードする
二世圏

韓国

柳慶錫韓国家庭連合会長、兪慶得韓国家庭連合共同副会長、文相弼韓国大学原理研究会及び青年連合会長、
堀正一南東京教区長、本山勝道日本CARP会長、梶栗正義日本家庭連合企画本部副局長

企画特集



文相弼
ムン・サンピル　
韓国大学原理研究会及び青年連合会長

430家庭文平來、オ・ケジャ家庭の二男
三女の中で次男(四番目)として生まれ
た。1995年、イ・シニョン 二世300家庭
として祝福を受け、一男三女を設けてい
る。2001年鮮文大学校統一神学科を卒
業して、2005年アメリカ統一神学大学
院(UTS)で修士学位を取得した。
両親がパラグアイの国家メシヤに任命
された後、1999年からパラグアイ家庭
連合カウンセラーとして活動し、2000
年から2001年まで、ハワイビックアイ
ランド(コナ) オーシャンチャーチで宣
教師として活動した。2005年から 2007
年までアメリカ家庭連合ネバダ州リノ
教会長として赴任し、韓国に戻って来て
江北教区門中教会で1年間教会長を務
め、翌年江北教区道峰教会で副会長とし
て、従事した。
道峰教会副会長として既存のマガジン
Today's Worldに次のような文を寄稿し
た。「私たちは小さな実践で奇蹟と大き
な実績を収ことができるということを
知らなければなりません。人々とどのよ
うに対話し、 挨拶をするのか、そしてト
イレや居間をどのように飾るのかなど
について気を遣わなければなりません。
今まで信仰一つだけで横的な関係より
も縦的な関係に焦点を合わせました。素
直に摂理的な観念だと思うことも重要
ですが、このような小さな実践を念頭に
置くことも重要だと思います。」

道峰教会で公職をした後、全南教区の莞
島教会で 三年間教会長として奉職し、
2013年韓国家庭連合本部教区の天福宮
教会副会長として発令を受け、それ以
降、真のお母様の命を受けて海洋教区教
区長として務めた。

堀正一
南東京教区長

43双堀信義・きくゑ家庭の長男として
生まれる。二世200双で相対者は小山田
守子、一男一女。真の父母様のみ言によ
り、中学から大学まで韓国留学（第一期）
し、鮮文大学神学科卒業。米国統一神学校
神学修士課程終了。94年より、二世教育
に従事し、2001年よりCARP東大学舎長、
2005年より本部で二世局長・成和局
長・家庭教育局長を歴任。2013年より丸
亀教会長、南東京教区長（現職）に至る。

「御旨を担うことが主流である」との真
の父母様の長年の指導を受け、神学校を
決意し、公職の道を歩んできました。お
父様の聖和後、真のお母様より「もう一
度力を合わせて頑張ってみよう」との激
励を頂き、天一国時代における二世の責
任の重大さに相応しい決意を固めるこ
とが出来ました。その後、新たな次元と
して現場の牧会に取り組むことになり
ました。
現場に来てみて特に感じることは、礼拝
と食口から遠ざかってしまうほどに、誘

惑や混乱が多いということです。御旨の
道は簡単ではありませんが、途中で挫折
して良い筈はありません。あちこち行き
来しても、教会を裁いても問題は解決し
ません。様々な事情を乗り越えて、真の
父母様を中心とした伝統を守り抜き、神
氏族的メシヤ使命完遂に向かってこそ、
道が開けると思います。食口たちと共
に、霊界動員しながら少しずつ教会の雰
囲気を変え、僅かな実績ですが、祝福伝
道の道を開きつつあります。真のお父様
の遺言である神氏族的メシヤ勝利に向
けて、教区教会が一丸となって歩み始め
ました。
日本は特に母の国の使命があり、二世が
牧会者を務めることは出来ないと、誰も
が感じていました。実は私も、そう思っ
ていました。はじめは、何も分からず、道
も見えませんでしたが、天が導き、食口
の皆さんが支えてくれる中で、勝利でき
るようになりました。確かにわたし一人
の力では、何の勝利をもたらすことも出
来ません。御旨は、天の導きがなければ
絶対に勝利することが出来ません。しか
し、祈り求めれば、絶望に見える中でも
真の父母様が確かに道を示してくださ
り、何を語るべきかを教えてくださると
いう世界を知ることが出来ました。だか
ら真の父母様を絶対の中心として、祈り
と精誠を心がけて日々歩んでいます。
いまや成人した二世の皆さん！信仰の
道で挫折しかけているとしたら、ぜひ教
会を訪ね、全てのこだわりを捨て、自分
を忘れて奉仕し、祈り求めてみてくださ
い。真の父母様と出会えば、この道に本
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クレシェンシャ・ディゴディ米家庭連合家庭局長、後田尚君米CARP会長、カタリーナ・コネリー米女性連合副会長、
マリー・キュリー米家庭連合共同副会長、ミィハン・スティーブン米家庭連合共同副会長、ヨンイル・ロー　アイルラ
ンド国家メシヤ（左から）



当の希望があることが分かります。神様
が本当に実現したかった、本然の教会作
りに参加してください。そこから天一国
が実現していきます。2015年における
皆様の歩みが、天に美しく喜ばしい精誠
として記憶され、皆様全てに多くの恩恵
の実をもたらしますように。

本山勝道
日本CARP会長

栄光在天。World CARP JAPANで会長を
務めている本山勝道と申します。777双
家庭の祝福二世です。両親は共に九州大
学原理研究会の出身で、二人とも生涯公
職者でした。母は21年前に聖和しまし
たが、愛の器が深い人であり、父は天の
み旨一筋の情熱家です。そんな両親を通
して真の父母様の情熱や愛を教えても
らったのだと感謝しています。そして私
に多くの刺激を与えてくれる4人の弟妹
たちを心から尊敬しています。今も皆に
負けないよう、愛する妻や誇らしい3人
の子供たちの良き父となれるよう日々
努力しています。
私が公職を志したのは高校生の時です。
鮮文大学統一神学科に学び、日本の地で
二世局、CARPを経て基元節後、教会現場
で牧会者をさせていただきました。教会

の現場で一年半。母の国の使命を担って
来た多くの先輩食口の方々と触れ合い
ながら、純粋に天のみ旨と真の父母様を
愛する姿に感動し、その純粋な愛の因縁
によって今まで摂理が進んで来たのだ
という事実を肌で感じました。
しかし、現場で歩む食口の皆さんの中に
多くの悩みや、痛みがありました。その
本質的原因が「理想家庭」を築き、氏族に
拡大し、「神様を解放」するという夢が実
現されていないことによる「あきらめ」
と「切望」との間に起こる葛藤にあるこ
とを感じました。同時に、この子女たち
を幸せにしたい、勝利させたいという天
の心情、真の父母様の熱い思いが、自ら
の内に湧き起って来るのです。
昨年CARP会長を拝命し、日本における
第1回TOPGUN修練会に参加して、我々
の原点となる真の父母様の「み言」と「実
体」と「心情」に出会い、連合礼拝で子女
たちの勝利を願われるお母様の涙にふ
れてきました。今、真のお母様が注力さ
れる未来を担う青年たちに責任を持つ
ようになりながら感じているのは、天の
父母様を愛し歩んで来られた真の父母
様と先輩方の良き伝統を証しながら、そ
の原点となる真の父母様が顕して下さ
った「み言」「実体」「心情」をいかに二世
青年たちが相続することが出来るかと
いうことが、天一国創建に向けた鍵とな

るということです。新たな2015年も、こ
の天の伝統を誇り、救国救世の大義をい
だき歩んでまいります。

梶栗正義
日本家庭連合企画本部副局長

現在、日本協会企画本部・副局長、真の
家庭国民運動・事務総長、UPF事務副総
長、国際勝共連合本部理事を兼務してい
ます。この間、二世局教育部長、希苑教会
初代教会長、ワールドカープジャパン第
八代会長、世界平和青年連合第二代会
長、平和大使協議会中央会副会長、拉致
監禁対策日本委員会実行委員長、阿蘇教
会教会長等を歴任しました。
1970年、43双祝福家庭梶栗玄太郎・惠
李子の長男として東京都に生まれまし
た。92年二世200双として祝福を受け、
妻・本子との間に2男（21歳、19歳）1女

（17歳）をもうけています。
父・玄太郎は日本統一教会第12代会長
を務め、2012年12月に現職の会長とし
て聖和。救国連盟理事長、国際勝共連合
会長、世界日報社社長、一般財団法人国
際ハイウェイ財団会長、UPF日本共同会
長、ジャルジン計画・建設部門責任者
等を歴任しました。また真のお父様聖
和の際には聖和式共同実行委員長を務
めました。
2015年は真のお父様聖和3周年を迎え
る年です。真のお母様は真のお父様の聖
和以後、一貫して全人類に対して真のお
父様を正しく証すために精誠を捧げら
れ、私たちを御指導して下さいました。
先ず、第一に基元節を宣布され、天一国
経典『天聖経』の編纂、天一国憲法の発布
等、天一国の伝統の確立に御尽力されま
した。第二に次世代指導者育成のために
圓母平愛財団、天宙士官学校を創設さ
れ、未来の指導者育成の道を拓くと共
に、トップガン修練会やクレインズクラ
ブ等を主催され、二世圏が具体的に摂理
を担当することが出来る道を拓いて下
さいました。そして、第三に全祝福家庭
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クレインズクラブの参加者たちに語られる、真のお母様



が真のお父様の遺言である神氏族的メ
シヤの使命を完遂できるよう私たちを
鼓舞し、激励して下さり、祝福家庭がア
ベルとしてカインである国家の前に責
任を果たすよう御指導しておられます。
現在、日本においては安倍政権がアベノ
ミクスを推進してデフレ脱却を目指し
ていますが、若者の非婚化、晩婚化によ
る低出生率によって深刻な人口減少社
会に直面しているばかりでなく、家庭破
壊思想の蔓延により家庭軽視の法制化
が進むなど、経済政策のみでは打開でき
ない深刻な国難に瀕しています。このよ
うな国難を克服できる唯一の道は、真の
父母様を通して天運に連結されること
であるのを正しく国家・国民に示すこ
とが出来るよう真の家庭国民運動を展
開し、全祝福家庭が神氏族的メシヤの使
命を勝利できるよう環境創造をしてま
いります！

クレシェンシャ・ディゴディ
アメリカ家庭連合家庭局長

クレシェンシャ・ディゴディは、2013
年8月、真のお母様の命を受け、アメリカ
家庭連合家庭局長に就任した。 2013年
7月ごろ、ハワイ・コナで実施された青
少年原理修練会で、スタッフとして活動
していた夫のレイトン·ディゴディの情
熱と誠実さを覚えて下さった真のお母
様が、夫人のクレシェンシャの隠れた才
能に気づかれ、家庭局長に任じられた。
その後、夫レイトンの支援の下、現在ま
でアメリカ国内の二世圏を中心に、マッ
チングをはじめとし、祝福業務と新たに
誕生した祝福家庭に焦点を当てた教育
と管理を行っている。

本人の感想：過去1年半の間、アメリ
カ家庭局局長として働くことができ、
とても光栄であり喜びでした。私にこ
のような機会を下さった真のお母様に

感謝しています。私の人生の中で、天の
父母様のみ旨と真の父母様の使命を実
現するうえで、役立つ仕事をすること
ができることが、私にとって大きな祝
福と思われます。
夫と私は、生活の中で受けたすべての
祝福に対し、深く感謝しており、私たち
が祝福を他の人々に分け与え、できる
だけ多くの人々、夫婦、家族の暮らしを
より良いものとしていきたいと思いま
す。私は家庭局での仕事を通して、毎日
のようにこのような仕事ができる機会
を持っています。
真の父母様は神様の理想を建設し、真
実で永遠の愛と幸福の世界をつくるに
あたっては、家族が重要だと、いつも強
調されました。夫レイトンと私にとっ
て、結婚した夫婦とその家族がより強
くなれるよう支援することは、私たち
ができることの中で最も重要なことで
す。祝福家庭は大切な存在であり、しっ
かりと管理されるべきです。祝福家庭
がより強くなり、健康で幸せになれる
よう、継続して支援していくつもりで
す。また、世の中の人たちも祝福を受け
て、家族とより真実な愛の関係を築け
るよう、助けてあげたいと思います。

後田尚君
アメリカCARP会長

2000年に余野祝子さんと祝福を受け
た。2014年５月ペンシルバニア大学の
経営大学院ウォートンスクールで経済
学を専攻しながら、不動産と創業分野を
集中的に勉強し、アメリカ家庭連合二世
局長を歴任した。
2013年７月12日、アメリカ原理研究会
会長に任命された。アメリカCARPのア
イデンティティ、ビジョンと使命を再確
立し、ビジョン2020と一致した目標を
立てた。アメリカ全域24箇所のカープ
支部に所属した約800名の会員たちに
新しいビジョンを提示しながら、ベリー
タウン大学で大学街の新しいモデルを

出発させた。2014年１月、ブリッジポー
ト大学でカープ職員教育を実施した。
原理研究会会長として就任後、二名の職
員を新たに迎え入れ、三名のインターン
達と共に第1回カープ総会を主催した。
メリーランド大学で「モーメンタム
2014」という主題で開催された総会に
は21名の国際参加者たちを含め、約120
名の学生と若い専門家たちが集まった。
彼の就任後、寄付が３箇所から14箇所
に増えた。アメリカCARPは2015年末ま
でに40箇所の支部を設立するために積
極的に活動している。

マリー・キュリー
アメリカ家庭連合共同副会長

マリー・キュリーは28歳である。アメ
リカ・ウィラメット大学で心理学を専
攻し、韓国の清心神学大学院で神学修士
号を取得し、現在、アメリカの統一神学
大学院で牧会学博士課程にいる。２年の
約婚期間を経て2005年12月29日、清平
でリチャード・キュリーと祝福を受け
た。現在、夫と共に、息子ウィリアム（3
歳）と娘リアーナ（2歳）を育てながら、祝
福家庭として生活している。
マリーは子供の頃からフロリダ州マイ
アミ市で教会の活動を熱心に行った。祝
福を受けてからは夫婦がさらに教会に
献身的に奉仕するようになった。今ま
で、オレゴン州で成和キャンプカウンセ
ラーや青年牧師として公職を経て、その
後は韓国で韓国語教育院のスタッフと
して活動した。
2012年から故郷マイアミにある南部フ
ロリダ教会の共同教会長を務めていた
が、今回、二世に向けた真のお母様の期
待に応え、アメリカ家庭連合の共同副会
長として、新たな使命を引き受けること
になった。

本人の感想：「まず、天の父母様と真の
父母様、そして今まで基盤を築いてく
ださった先輩家庭に感謝を申し上げま
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す。真の父母様から与えられた使命を
謙虚な気持ちで受け入れ、天の父母様
に侍っていきます。言葉にできない恩
賜に何と言えばよいのかわかりませ
ん。この貴重な使命を私が受けること
になるとは思いもしませんでした。
しかし私は今まで生きてきながら神
様の召命に直ぐに応じようという気
持ちがありました。真の父母様の遺産
を継承し、アメリカ家庭連合のために
役立てるようになったことを喜びな
がら感謝したいと思います。未だ学ぶ
ことが多くありますが、神様のみ旨の
ために最善を尽くし、愛を持って臨ん
でいきます。
今私の心は希望と喜びそして愛に満ち
ています。新しい責任を果たせるよう
努力致します。これまでの食口の皆さ
んの犠牲と素晴らしい心情の基準の上
に私がいるということを知っていま
す。最近、アメリカの家庭連合で進めら
れている伝道やアメリカ聖地巡礼、真
のお父様の聖和記念行事などを通し
て、私たちの地域やアメリカ全土で教
会が目覚ましい成長をしていることを
目にします。そして今回のクレーンズ
クラブを通して、全世界の若者が一堂
に集結される様子も見ました。
しかし最も感動した事は、真のお母様
の大いなる心情に接したことでした。

真のお母様のみ言のごとく、滞る水に
ならず生命を与える水となり、さらに
力強く前進することです。今回真の父
母様をお迎えした中で行われたクレー
ンズクラブ結成大会やクリスマス礼拝
を通して、アメリカ食口に向けた真の
お母様の心情と愛をもう一度感じるこ
とができました。大会の時、真のお母様
が語られた時や食口の集会で、愛と精
誠でどれほど尽くされるかを直接確認
することができました。3日連続、真の
お母様は愛で施してくださり、手本を
お見せになりながら私たちを教育して
くださいました。
それとともにクリスマス礼拝では、お
母様の心情で歌を歌われながら、皆が
団結できる機会を与えてくださりまし
た。真に美しく、すべてのことを抱擁さ
れる真のお母様の心情を感じることが
できました。許しと力を下さった真の
お母様の強いリーダーシップを目にし
ました。私たちに安全地帯を抜け出し、
為に生きる人生を通して互いに協力し
合う生命水となれとの、神様の王国創
建に向けた真のお母様の願いをひしひ
しと感じた瞬間でした。
人類を愛して抱き、神様の子女として
復帰することが私たちの責任です。私
たちがともに努力すれば可能である
ということを確信しました。食口とと

もに天の父母様を中心とした家庭を
築く一年になればと思います。天の父
母様と真の父母への食口の精誠と犠
牲、また愛の前にもう一度感謝を申し
上げます。」

ミィハン・スティーブン
アメリカ家庭連合共同副会長

ミィハン・スティーブンは、27歳である。
メリーランド州カレッジパークにあるメ
リーランド大学で食品科学を専攻し、優
秀な成績で卒業した。2009年1月31日、日
本大阪出身の“さやか”と祝福を受け、最
近、最初の子“あゆみ”が生まれた。
彼は子供の頃から神の心情を体恤した
聡明で将来性のある青年である。時には
理想主義者という評価を受けるが、現実
的な手段で仕事に取り組んでいる。周辺
の人々の言葉を聞きながら、信仰を育て
てきた彼は、教会長として献身した。今
まで2年間、ニューホーフ家庭教会の教
会長を務めながら日曜学校でも成和学
生を指導してきた。

本人の感想：「新しい使命を持って天
の父母様と真の父母様のために働け
るようになったことに、計り知れない
栄光と喜びを感じます。私が信じ愛す
る人を傍で仕えながら公職の道を行
くことになるとは、本当に期待が膨ら
みます。
まず、アメリカ1地区にいる祝福家庭
たちに感謝の言葉を申し上げます。1
地区の食口が私を信じて後援して下さ
ったので、私は神様の召命に従って教
会長を務めることになりました。過去
1年を振り返ってみると、決して忘れ
られない瞬間の連続でした。アメリカ
聖地巡礼、祝福の文化スポーツフェス
ティバル、韓国で行われた真のお父様
の聖和2周年記念行事、真のお母様と
ともにしたクリスマス礼拝などです。
このような行事は、すべて神様に奉呈
した貴重な瞬間瞬間で、喜びを報いた

46 TRUE PEACE

統一家の未来を論議する、クレインズクラブの参加者



時間だったと信じています。
今は真のお母様とともに新年を出発
し、心には喜びが満ちています。重要な
瞬間に真のお母様の指導のもと、私た
ちがともにできることがどれだけ恵ま
れた時間であるかをもう一度考えさせ
られます。真のお母様が私たちにビジ
ョンを与えられ、その慧眼を通して私
たちを指導されました。常に私たちが
責任を果たすように奨励してください
ました。
アメリカという国は退化の道を歩いて
います。再びこの国が再建し復興する
道は、天の父母様と真の父母様の愛と
指導を受けることから始まります。今
こそ真のお母様の心情と一つになり、
それぞれが任された責任を果たすため
に最善を尽くすという新たな決意を持
って一年を始めましょう。天の父母様
と真の父母の絶対信仰と従順にもう一
度感謝申し上げます。天の父母様の祝
福が皆様のご家庭に共にあることを願
っています。」

カタリーナ・コネリー
アメリカ女性連合副会長

カタリーナ・コネリーは祝福家庭であ
り、現在29歳だ。アメリカブリッジポー
ト大学の国際政治経済外交学科を卒業
し、ピッツバーグ大学で国際関係学修士
学位を取得した。夫であるマイケル・コ
ネリーは生理学博士の学位を所持した
医大生として、もうすぐ研修医になる予
定だ。
カタリーナは真のお母様のビジョンと
リーダーシップを受け継いだ、献身的な
祝福二世である。今までコネティカット
州のブリッジポート市教会で日曜学校
の教師として奉仕した後、STFに入団し
て現場教育者として活動した。韓国に留
学して一年間、鮮文大で勉強し、米国務
省核心言語奨学生として、京畿大学校で
一学期を修学した。
バージニア州リッチモンド市の世界問

題協議会で会員管理とプログラム開発
を主業務として行った。
世界問題協議会はアメリカ国内85箇所
の協議会で構成されており、国際情勢を
主な関心事として扱う団体である。その
外にも教師と学生たちのための関連教
育資料を提供したりしている。

本人の感想：「まずこの重要な責任を
任せてくださった、天の父母様と真の
父母様に感謝の言葉を申し上げます。
去年ラスベガスで開催された、クレー
ンズクラブ結成大会に主人と共に参加
しながら、真のお母様に直接お目にか
かる機会がありました。真のお母様の
前で本当に私が不足だということを感
じながら、私が何かして差し上げなけ
ればならないということを切実に感じ
ました。それと共にクリスマス礼拝の
時に、真のお母様が涙を流しながら語
られたみ言が思い浮び、私の持つ能力
を尽くして、 神様と世界のために献身
すると決意しました。私たちの聖歌の

『天から与えられて出たこの身、どこに
でも行く……』と言った一節が思い出
されます。今回の発令を通して、神様が
私たちの家庭を選ばれた意味に応える
ために最善を尽くします。
今まで私が生きて来た過程と、受けた
教育はすべて天の父母様の高いみ旨を

成すためのものであったということを
悟り、まずこの道に従って行かれた指
導者と食口たちが築いた、世界平和女
性連合の基盤を私が受け継ぐようにな
り、感慨無量です。天の父母様と真の父
母様が投入し、多くの兄弟姉妹たちが
長年の間苦労したこの団体に、私もま
た100パーセント投入することを決意
します。」

ヨンイル・ロー
アメリカ女性連合副会長

4兄妹の中で長男であるヨンイル・ロー
は31歳である。彼はアメリカで生まれ
た。ワシントンDCの近所にあるバージニ
ア州で幼少時代を過ごした。12歳となっ
た年、韓国へ来て(GOP:General Orientation
Program)に参加し、 6年間暮らし、ソウル
にある建国大付属高等学校を卒業した。
2008年、ブリッジポート大学で国際政治
経済と世界宗教を複数専攻し、最優秀成
績で卒業した。現在、夫人であるビクトリ
ア・ローとアイルランド国家メシヤの
責任を引き受けている。
ビクトリア・ローは29歳で4兄妹の中で
長女である。彼女は、両親がアイスランド
で宣教活動をしていたときに生まれた。
ラトビアとイギリスで暮らし、彼女の家
族が 1996年アイルランド国家メシヤに
なり、アイルランドに居住してカトリッ
ク神学校で神学を専攻した。またマッサ
ージ治療師の資格も獲得した。
ヨンイル・ローとビクトリア・ローも
2014年7月、アイルランドの国家メシ
ヤとなった。彼らは2003年祝福を受け
た。第一子を春に出産予定だ。二人の夫
婦は過去5年間、近くにある家庭教会で
青年部長を務め、日曜礼拝、学生イベン
ト、及び二世たちのための修練会など
を企画して来た。現在誠心誠意を尽く
してアイルランドにある祝福家庭に侍
っている。
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