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人類の救世主、メシヤ、真の父母として地上に来られた真のお父様は、復帰摂理のす
べての使命を完成・完結・完了されて天上世界へと発たれ、満3年が過ぎた。振り返
ってみれば、真のお母様は過ぎた3年を特別侍墓精誠期間として命名され、忠・孝・
烈の心構えで本郷苑に心を配られ、地上で真のお父様を永遠に解放させたいと心を
砕いて来られた。並びにこの期間は、祝福家庭や食口をはじめとする75億の人類を天
のみ旨の前に立てるための精誠の期間でもあった。
このような精誠の基盤の上に、8月30日（天暦7月17日）「平和へ世界をつなげよう」と

いうキャッチフレーズを掲げ、真のお父様天宙聖和3周年記念式典が世界の前・現職の有識者をはじめ3万人以上
の中心の食口が参加した中で盛大に開かれた。今回の天宙聖和３周年行事を通し全世界の統一家は、真の父母様の
生涯業績と平和世界実現の遺業の実現を固く誓う契機となり、家庭連合を中心とした20個以上の摂理機関や団体
の決然とした志が世界194カ国に生中継で送られ、父母様の崇高な位相を轟かせる誠に貴重な時間となった。
特に行事期間中に開催された「第1回鮮鶴平和賞授賞式」は、真の父母様御夫妻の数多くの障壁や境界を克服し人類
の食糧資源、環境、平和、教育の全般にわたる摂理的革命に向け、一生の間不変の意志と執念と愛でどれ程一貫して
来られたかを雄弁に物語っており、世界の有力者や碩学たちより敬意に満ちた実証を受ける意味深い場となった。
また去る5月30日、真のお父様の93星霜(せいそう)を記念して93日間の日程で米国のラスベガスにて、アフリカの
喜望峰にて、チリのサンティアゴにて同時に出発した「2015ピースロード世界大長征」は、世界121カ国において
30,000人以上が参加し、天の父母様の下の人類一家族の理想を唱えた真の父母様の国際ハイウェイプロジェクト
を世界的に伝播し、その夢を実際に叶える出発の場となった。天宙聖和３周年を中心として、真の父母様の摂理的
遺業とみ旨を、世界の前に完全に表そうと尽力した世界中の祝福家庭食口の汗水の滲んだ精誠と献身に心より感
謝をしている。
特に何よりも真のお父様天宙聖和直後から摂理の第一線に立たれ、真っ暗な闇の中をまばゆい光で私たちを導い
てくださった真のお母様、天のみぞ知り労わることができる涙ぐましい精誠と摂理の経綸の道を歩まれた真のお
母様の深い愛を、私たちは決して忘れてはならない。
今後、統一家は天上の真のお父様と地上の真のお母様に侍り、天一国定着に向けた摂理的な路程を先駆し、天の父
母様の摂理的遺業とみ旨を世界の前に具現しなければならない。私たちは真の父母様に向かって忠、孝、誠の心で
団結し、神様解放と人類の救いそして平和世界の実現のために聖なる生涯を歩んで来られた真の父母様の路程を
見習って先頭に立つとき、天上の真のお父様と地上の真のお母様が天の父母様と並び、私たちの暮らしの中で永遠
に共にされるはずである。

巻 頭 言

天宙聖和３周年を称え
柳慶錫｜世界平和統一家庭連合韓国会長
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著名なアメリカの財界指導者の皆様、大
韓民国の政界、財界など、各界の指導者、
そして紳士淑女の皆様。きょう、神様を中
心とする絶対価値観のもとで生きてきた
私が設けた晩餐に、御出席してくださっ
たことを心から歓迎します。生涯にわた
り天命に従って平和世界の実現のために
尽力してきた私の基本精神の一端をお話
ししようと思います。

時代を超越する天理

平和理想は、歴史を通じて万人の願いで
したが、人類は、ただの一度も恒久平和を
実現することができませんでした。それ
は、今まで人類が、共有できる絶対価値観
を立てることができず、無知と混沌、分裂
と闘争の中で生きてきたからです。変化
し、葛藤する人間自体の中から、絶対価値

観が出てくることはありません。絶対者、
造物主、神様にその根源を置かざるを得
ないのです。
愛の本体であられる神様は、御自身の絶
対愛の対象として人間を創造されまし
た。愛の主人や主体の位置は、独りで成し
遂げられるものではなく、相対を通して
成立するのです。私たちが相対や隣人の
ために生きなければならない根本原理が
ここにあります。この愛の絶対価値観は、
いかなる政治理念や経済原理よりも上位
にあり、時代を超越する天理です。
宇宙を造られた神様、法度を立てられた神
様とはどのような方でしょうか。宇宙を通
じて、誰よりもために生きる代表的な立場
に立った方です。ですから、その方に出会
おうと思えば、ために生きなければならな
いのです。その方は、知識の大王ですが、知

識をもってきなさいとはおっしゃいませ
ん。能力や権力、あるいはお金や物質の主
人であり大王ですが、それをもってきなさ
いとはおっしゃいません。「ために生きた
のちに来れば、誰でも私のそばに来ること
ができる」とおっしゃいます。
神様は、自己本位の独裁者ではありませ
ん。神様は、人間のために投入されまし
た。ですから、人間の本心は、千年、万年、
神様に従っていこうとします。ために生
きる天理のもとにある宇宙の存在世界の
前で、他のために存在することが自らの
存在位置を定めることになるのです。
ために生きることによってのみ、東洋と
西洋に通じることができ、古今に通じる
ことができるのです。自己本位で利己主
義的にのみ活動すれば、悪をもたらしま
すが、全体のために活動するときは、発展
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ために生きる生活で
平和世界を創建しよう
アメリカ指導者招請晩餐会｜2004年９月16日、ソウル リトルエンジェルス芸術会館
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をもたらします。善と全体のために歩む
ときは、すべてのものが調和するように
なります。個人も門を開き、家庭も、氏族
も、民族も、国家も、世界も、天の国も門を
開いて歓迎するのです。真の人生が行く
道に一つの公理として立てるべきもの
は、「ために生きよ」ということです。これ
は、どこにでも通じる原則であり、万古不
変です。孔子やイエス様、釈迦牟尼やムハ
ンマドのような聖人の前に神様が現れ
て、「あなた方はどう思うか」とお尋ねに
なれば、「そのとおりです！」と答えるは
ずです。それが、真の姿で人間が生きるこ
とのできる宇宙の法則なのです。
また、歴史的な伝統として残すことがで
きる実績とは何でしょうか。犠牲精神に
よってために生きた実績だけが、今日の
世界に残されてきました。そのような人
々が、聖人として、偉人として、忠臣とし
て、あるいは孝子として残されました。こ
のような犠牲精神のもとでのみ功績が残
るのです。犠牲になることは、功績を残す
ことになるのです。
レバレンド･ムーンの思想が、今後二十一
世紀において主体思想として登場できる
のは、今までの「自分のために生きよ！」
という中において、正反対の「他のために
生きよう！」という原則を発見したから
です。ですから、人類の希望は、私たちの
統一運動以外にはありません。「自分のた
めに生きよう」という世界ではなく、「利
他的に生きよう」というこの群れのあと
を、これからの世界は、数千、数万年従っ
ていくでしょう。「自分のために生きよ」
と言うところには、世界は従っていきま
せん。従いたくないと思うのです。
それでは、どのようにして調和統一をす
るのでしょうか。暴力やお金、あるいは権
力や知識でするのではありません。愛を
中心とする、ために生きるところにおい
て、万事が解決されるのです。真の愛を中
心として、ために生きていくところで、悪
魔の世界が天国に再創造されていくとい
う結論です。「私」が人を屈服させる方法
は、闘って勝とうとするのではなく、その
人のために「私」が父母、師、主人の立場で

先に考えてあげることです。そのような
道は「私」が勝つ道です。三年だけでも真
心から、ために生きてあげてみてくださ
い。間違いなく「私」の言うことをよく聞
くようになるでしょう。そのような宇宙
の原則的な作用が、人間の本心を動かし
ていることを知らなければなりません。
よりために生きなければなりません。よ
りために生きる人が責任者になるので
す。十人の中で誰が中心になるのかとい
うと、他の人たちのために最も多くの愛
を施し、ために生きる人です。その人に
は、他の人たちがみな訪ねていくのです。
一般的に、ために生きることは、損をする

良くないことだと思いがちです。しかし、
主人になり、中心者になり、相続者になる
ことを知らなければなりません。天理が
そうなのです。

絶対価値観を中心として

理想世界を創建する時

高名な指導者の皆様。私はこれまで、無理
解と無数の迫害にもかかわらず、当代にお
いて、世界百九十一カ国に、超人種、超宗
教、超国家的な基盤を築くことができたの
も、また神様と霊界の公認を受け、地上で
人類の真の父母と平和の王として公認を
受けることができたのも、先に、ために生
きて与える真の愛の天道を実践してきた
からです。相対のために与える真の愛によ
ってのみ、和合統一が成し遂げられ、平和
の理想が結実します。私は、天道に従い、真

の愛、真の父母、真の家庭の実践原理によ
って人類を指導してきました。
祝福結婚行事を通じた理想家庭実践運動
や、超国家、超人種、超宗教的な平和運動
も、すべて先に模範を示しながら、ために
生きて投入する真の愛の運動です。今まで
犠牲的な投資を通して築いた、世界各国の
各レベルの教育機関を通じた愛天愛人愛
国の建学理念の実践も、ニューズ・ワール
ド・コミュニケーションズ社を基盤とす
る、「ワシントン・タイムズ」、「ＵＰＩ通信
社」、「世界日報」をはじめとする世界的な
言論機関の育成も、責任言論と公正言論を
通して、ために生きる真の愛で世の中を正
しく指導しようとするものです。
超宗教平和運動、思想指導運動、文化芸術
活動、技術平準化運動、超宗教超国家的な
学術科学振興運動、奉仕活動、青少年指導
と女性運動、スポーツ育成など、私が創設
したすべての運動の基底には、真の愛の実
践原理があります。人は、天道が願う真理
の道、真の愛の道を行かなければなりませ
ん。必ず行かなければならない真の愛の道
は、人間が繰り広げるいかなる活動や事業
よりも優先される根本となります。いくら
財産や大きな力をもっていたとしても、た
めに生きた基盤がなければ、それは一時的
であり、消滅せざるを得ません。反面、施し
て利他的に生きる生活は、自然と主体と中
心者をつくりあげるのです。
神様の再創造摂理の原則に従い、力や自
己本位の生活が主導し勢力を得ていた先
天時代が過ぎ去り、今や、絶対価値観が理
想的に結実する後天時代が到来しまし
た。神様の永遠の平和王国を中心とした
後天時代は、すべての障壁が撤廃され、た
めに生きる真の愛で生きる人が主人とな
り、中心となる時代です。皮膚の色、言語、
慣習、領土間の偏狭による利己的な葛藤
は、すべて消えていくでしょう。
今私たちは、絶対価値観を中心として、お
互いにために生きながら、共に生きてい
く理想世界を創建する時です。皆様全員
が天道に従い、利他的な生活によって事
業を行うことにより、神様の永遠の祝福
を受けることを祈ります。

レバレンド･ムーンの思想が、今後二十
一世紀において主体思想として登場で
きるのは、今までの「自分のために生き
よ！」という中において、正反対の「他の
ために生きよう！」という原則を発見し
たからです。ですから、人類の希望は、私
たちの統一運動以外にはありません。

「自分のために生きよう」という世界で
はなく、「利他的に生きよう」というこの
群れのあとを、これからの世界は、数千、
数万年従っていくでしょう。



愛する全世界の統一家の食口の皆さま。
今日、私たちはこの場にお父様をお迎え
しました。そして、皆さんと一緒に「愛し
ています、お父様」の一節を二回歌いま
す。（参加者全体で「愛しています、お父
様」歌の1節を二度合唱）

国々が出来ないことを

真の父母であられるために決断

尊敬する貴賓、愛する平和大使、全世界の
祝福家庭の皆さん、今日、私たちはお父様
がとても慕わしいです。 
数千年間、摂理歴史路程の中で、到底言い
表せない悲しみの路程を歩んで来られな
がら、二千年前イスラエル民族を通して、
イエス・キリストを遣わし、摂理歴史を
完成させようとされたの天のご苦労は絶

望として、痛みとして帰結されてしまい
ました。そうして、イエス・キリストは

「再び来る」という言葉を残して、十字架
で亡くなられました。
今までの二千年のキリスト教摂理歴史
は、再び来られる再臨のメシヤを迎える
ための準備をすべきでした。しかし、彼ら
は内的な天の摂理を知りませんでした。
神様を正しく知ることができなかったか
らです。そのため、キリスト教の歴史の中
で、神様がいないとする共産主義が出て
くるようになりました。天がご覧になら
れる時、これがどれほどあきれることで
しょうか？
しかし、摂理歴史は進んで行きました。70
年前にこの国は、世界の中で名もなき国で
した。しかし、天はこの民族を選び立てら

れました。そして再臨のメシヤ、独り息子、
娘を立てる国となりました。しかし、世の
中で一番高い位置に責任を持った人が底
辺まで降りてくることは大変なことです。
ましてや王の王、天地人真の父母として来
られた再臨のメシヤ、救世主、真の父母の
路程は、準備されたキリスト教基盤が責任
を果たすことができなかったことにより、
僕の僕の立場から出発するしかなかった
摂理路程を、皆さんはご存知でしょう。そ
んな渦中でも天を慰労し、必ずや神の夢で
あり、願いであるみ旨を成して差し上げよ
うと決意する日々でした。
ところが、世界情勢は、1970年代だけを
見ても、第2次大戦直後に民主世界の代表
国であるアメリカが世界を動かしていま
した。しかし、彼らにも試練が訪れまし
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世界の前に見せてあげ、
責任を果たすべき心情文化の旗

天宙聖和三周年記念の辞｜2015年８月30日、清心平和ワールドセンター



2015. 09    7

た。紙幣にまで「In God We Trust」と刻まれ
ていました。このように天に侍ろうとい
う国が共産主義の脅威にさらされ、家庭
破綻、極度の個人主義による青少年問題、
薬物問題、思想問題により、深刻な状況に
置かれていました。しかし、その状況に誰
もが手をこまねいている状態でした。
その時に真のお父様は、韓国を後にして
アメリカに渡って行き、アメリカが病気
にかかったので、私は医師として来た。ア
メリカが火事なので、私は消防士として
来た。この言葉は、アメリカのすべての指
導層を目覚めさせました。彼らが尊敬し
ました。しかし、未来を眺めることのでき
ない政治家たちが、お父様の行かれる路
程の前に障害となりました。それでも彼
らを赦し、アメリカを悟らせて、結果的に
共産主義の没落を招来させました。それ
だけでなく、共産化されつつある南米全
域を、AULA(中南米統合機構)を立ててそ
の国々を救われました。このように世界
が知り得ないことを一人の個人が、また
莫大な権力と財力を備えている国ができ
ないことを、真の父母であるがゆえ、決断
なさいました。
それだけではありません。数多くの人類の
未来と地球の未来を心配されつつ、多くの
準備をなさいました。二千年のキリスト教
基盤が協助をし、国が協助をしても困難な

人類救援摂理歴史でした。1981年、「科学
の統一に関する国際会議」で、世界平和へ
行く道は、世界平和高速道路を建設する道
であると提唱なさいました。その後、2005
年に本格的にアメリカの4カ都市を巡回さ
れ、その後、2006年には世界180カ国を巡
回し、私が講演をしました。
アフリカの喜望峰からヨーロッパ大陸を
経て、アジアを経て、大韓半島へ、南米の
チリ・サンティアゴからニューヨークを
経て、アラスカのベーリング海峡トンネ
ルを語られました。そしてモスクワを経
て、日本列島を経て再び大韓半島へと世
界が一つになる道を提唱され、開いてく
ださいました。その歴史的な路程の前に、
この度のこの聖和三周年を中心として、

全世界121カ国が参加するピースロード
大長征を無事完成させました。
有史以来、今日の強大国だと語る人々も
皆、自分が中心です。まず、自国の利益を
考えていますが、真の父母様であるゆえ、
私たちは皆、共に一つとなることのでき
る疎通の道を開きつつあります。100年
前、インドの詩聖タゴールが大韓民国を
賛美しました。コリア。その名前は、『アジ
アの灯火』であるといいました。今日の韓
国経済がアジアの灯火ではありません。
灯火は、光を指します。光とは真理であ
り、真理とはみ言です。真の父母様の教え
によって、この大韓民国がアジアと世界
の前に堂々と立つことができるというの
です。
そうであるなら、今日集まった皆さんは、
お父様にどんな言葉をお捧げしたいです
か？私はこのように言いたいです。「お父
様、これからは心配なさらないで下さい。
私たちは必ず責任を果たしますので、お
父様は永遠の本郷苑で、これまで孤独だ
った神様、天の父母様を慰労し、頌栄の対
象として自由になられることを切に願い
ます」。これが、私たちが世界の前に見せ
てあげ、責任を果たすべき心情文化の旗
であり、花であるということを肝に銘じ、
皆さんも私と同じ覚悟で最善を尽くして
くださることをお願い致します。

天宙聖和3周年記念式に参席した全世界の指導者達と祝福家庭

記念の辞において涙を拭われる真のお母様



皆様が70ヶ国から集まった成和の若い勇
士たちですか？皆様な実質的な未来の主
人となるでしょう。今年は特別に、お父様
聖和3周年を控え、世界中で統一家の食口
が多くの精誠を尽くし悔い改めたことで
しょう。尚且つ、韓国独立70周年および国
連創設70周年を迎える年でもあります。

蕩減なしには前に進めない

私はヨーロッパ巡回の際に、国連事務局で
神様に侍る運動を起こす必要があると述
べました。ヨーロッパはキリスト教2000
年の文化圏です。自負心は相当なもので
す。ところがキリスト教文化圏で共産主義
が誕生したのです。神様はいないという思
想です。民主主義は有神論です。またその
共産主義の勢力が強力だった時期があり

ました。1980年代のことでした。
1970年からアメリカの力が弱くなり始
めました。そこでお父様は民主世界の代
表国家であるアメリカをしっかりとした
礎の上に立てなければ世界平和統一は難
しくなるため、韓国には様々な事情が多
々ありましたが、世界を考え、世界の人類
をお考えになり、アメリカに渡って40年
間多くの歴史を残されました。
1970年代は、アメリカが第2次大戦直後
に世界の中心国となった自負心と、もう
一方では個人主義のアメリカへと病んで
いきました。家庭破綻、青少年の問題、麻
薬の問題、思想の問題が深刻化しました。

（建国以来）200年間、天が苦労して育て上
げたアメリカが、世界のことをこれ以上
考えることもできず、自国の利益に目を

くらませている時、お父様はアメリカの
病を治すために医者として来たと述べま
した。アメリカで火災が発生したから消
防士として来たと、このように述べられ
ながら50州を巡回し、上流層の人 （々の意
識）を呼び起こして行かれました。そうし
て草創期にお父様を尊敬し支持する勢力
が増えていったのです。
しかし未来を見据えることができない政
治家は、狭い視野でお父様を逼迫しまし
た。それでも彼らを抱き、アメリカを通し
て世界中の人類を救援しようとなされた
真の父母様であるが故、厳しい環境でも
堂々と突き進むことができたのです。
皆様の年齢はだいたい30歳未満ですよ
ね？そうしたら真の父母様の歴史はよく
分からないでしょう。しかし有難くも、今

真の父母様のみ言 3
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真の父母様の夢を叶えてあげる
成和の若者になるように

青年学生世界総会閉会式のみ言｜2015年8月29日天宙清平修錬苑天城旺臨宮殿大聖殿



回聖和節を期して三大経典の最後である
『真の父母経』が日本語と英語でも出版さ
れるようになりました。皆様、一生懸命勉
強しなければなりません。
国連の創設以降これまで世界のために多
くのことをしてきました。まず6.25朝鮮
戦争に国連が参戦しなかったならば、今
日の韓国はなかったはずです。摂理で天
がこの国に来られる真の父母を保護する
ために、国連を創設するよう働きかけま
した。ところが理念がなかったのです。こ
の国連に集まる国家は自国の利益ばかり
を考えるだけで、天の摂理を知らないの
です。ですからいくら頭を寄せ合い一つ
になろうとしても、中心がないのででき
ないのです。だから私は、中心に天の父母
様、真の父母様に侍る国連にならなけれ
ばならないと言ったのです。
摂理歴史は皆様が知らないうちに緊迫し
て展開されているのです。神様が人間を
創造されたことは、人間を通して真の父
母になろうとされたからです。そのよう
な位置に進まなければならなかった人間
は責任を果たせませんでした。欲を出し
たのです。神様のみ言通りに従順になり、
しっかりと成長していたならば、今日の
このような世界にはなっていなかったで
しょう。既にその時、地上天国、天上天国
がつくられていたはずです。しかし人間
の過ちが神様にとって重荷と化してしま
ったのです。
聖書では6千年という言われる摂理歴史、
この摂理歴史は蕩減なしには前に進むこ
とができません。これは皆様が原理を通
して学んでいますよね？　2千年前、イエ
ス・キリストが誕生するまで、天の苦労
は4千年かかりました。選民という民族、
国家が成立するまで育て上げる過程は平
坦な道ではなかったのです。それ故に4千
年もかかったのです。蕩減原則があった
からです。
それ程にも苦労して独り子イエス・キリ
ストを送られたのに、イスラエル民族は
勿論ユダヤ教やマリヤさえもイエス様に
協助できませんでした。神様の創造はプ
ラスとマイナス、雄しべと雌しべ、男性と

女性なのに、独り子だけではどうにもで
きないのです。独り娘を立てる必要があ
ったのですがその責任を果たせませんで
した。だからイエス様は十字架にかかり
ながら「再び来る」と言われたのです。再
び来られて小羊の宴、即ち結婚をすると
いうことだったのです。これまでキリス
ト教ではこの事実を分かっていません。
再臨メシヤが何故来るかも知りません。
一人で信じて救援されれば良いのだと思
っていますが、それだけではいけないの
です。それを知らない立場で、むしろ私た
ちに向かって異端だと言いますね。私た
ちは真の父母を迎えているのです。

一つの世界に続く道

皆様は真の父母によって誕生した二世圏
ですよね？　世の人とは異なります。皆
様はしっかりと成長しなければなりませ
ん。ここに集まった3500名の青年たち
は、真の父母様に似た真理、生命、愛の化
身体とならなければなりません。そうす
るには受けるだけではいけません。真の
父母様のように、為に生きる真の愛を実
践しなければなりません。与えてもまた
与えたくて、さらに分け与えたい、そのよ
うな心を持ち、そのような環境をつくっ
ていかねばならないのです。皆様にはそ
のような責任があります。それが一つの
世界へと続く道なのです。分かります
か？（はい！）
皆様はピュアウォーターだと言いました
よね。澄んだ水は留まっていてはなりま
せん。流れていかねばなりません。流れて
いく所々に多くの生命体を誕生させなけ
ればなりません。それが基本です。真の父
母様の夢があります。神様の夢のように。
その夢は真の父母様の目に泥水が見えて
はいけないのです。全部澄んだ水でなけ
ればなりません。この言葉は世界中の人
類が真の父母様に侍らなければならない
ということです。
皆様、先ほど鮮鶴平和賞を授賞した内容を
見ましたね？　人類の真のお父様である
が故、昔から人類の食糧問題だとか、地球
の温暖化問題を誰よりも懸念し、先駆けて

「どうやってこれを改善していこうか？」
と努力されたのです。神様の願いと人類の
恨（ハン）を解いて、本来、神様が創造され
た理想世界をつくって行かれたのです。
これまで天が準備してきた中心人物たち
は、責任を果たせませんでした。特にキリ
スト教の基盤が責任を果たせませんでし
た。再臨メシヤを待ったのに、メシヤが来
て何をすればいいのか分かりませんでし
た。メシヤを信じる聖徒たちだけが雲に
乗って来ると信じていたのです。それは
話にならないことです。そうでしょう？
創造原理を知らないのです。
だから皆様が教える立場に立たなければ
ならないのです。そうするにはたくさん
学び精誠を尽くして努力しなければなり
ません。現在世界中で当面する各種問題
の原因は、主人に侍らない状態で、それぞ
れ自分が主人になろうとしているからな
のです。だから富裕な強大国家は、更なる
保有を求めて戦争を準備しているので
す。武器を作ろうとしています。平和な世
界、一つの世界に続く道には、そのような
ものは必要ないでしょう。聖書でも言っ
ていますよね？　槍と剣を溶かして、何
を作ろうと言っていますか？　農機具を
作ろうと言っています。鎌や鋤を作ろう
と言っていますよね？
全く必要ない所でお金を無駄遣いしてい
ます。地球は今、病を患っています。中国
だけでなくアメリカも砂漠化していま
す。また北極の氷が溶け海面が上昇する
ので、どうなりますか？　生態系が破壊
されます。自然を破壊する人間が海水を
汚染しているのです。だから海に必要な
サンゴ礁が死んでいっています。これを
考えると黙っていられますか？　知らな
い人々に教育しなければなりません。
それで私の仕事が多くなっているのです
が、皆様一人ずつでも私を手伝ってくれ
ますか？　皆様の夢を持ってください。

「私は真の父母様が願われる分野におい
て巨匠となるのだ。大博士となるのだ。私
は有名になるのだ！」という夢を持って、
真の父母様の夢を叶えてくれる成和の若
い皆様になってほしいと思います。
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愛する真の父母様（真のお母様）、尊敬す
る全世界各国の貴賓、祝福中心家庭、そし
て紳士淑女の皆様。真のお父様の聖和3周
年を迎えて、皆さんの前に立てることを
光栄に思います。
真のお父様の生涯と業績と尊厳性と意味
を振り返るとき、私の心は永遠なる愛と
感謝に満ち溢れます。私がこのようなこ
とを言う理由は、真の父母様が私の肉親
の父母だからではなく、真の父母様が全
世界に下さった多くの祝福を目撃したか
らです。 真の父母様が立てられて育くま
れた、私たち統一家の美しさと多様性を
見るたびに、深い感動を受けます。

真のお父様の生涯を代表した

主題は統一と一体

皆さん、真の父母様に出会わず、祝福の枠
の外で、何の目的もビジョンも明確な進路
もない生活を想像してみて下さい。真の父
母様が見せてくださった模範的な人生の
標本がなければ、私たちは本当の夢と希望
を成し遂げることができるでしょうか？
障壁と国境、そして分断のない一つの統一
された大家族として、真の父母様が私たち
皆を育てられたことは、どれほど大きな祝
福でしょうか？真の父母様ありがとうご
ざいます！ 真の父母様は無条件に、父母
の心情で真の愛とご自身の全財産を、人類
に完全に施されました。真の父母様はいつ
も、ために生きる生活をされました。 私が

真の子女様のみ言

この記事は、文善進世界会長が2015年8月30日、清心平和ワールドセンターで挙行された天宙聖和三周年記念式で語られた内容である。

天宙聖和三周年記念式 文善進世界会長 記念の辞

私たちは神様の下の
人類一家族
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天宙聖和三周年記念の辞を述べられる文善進世界会長
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真のお父様を振り返るたびに、いつも心に
浮かぶお姿が、不屈なる真のお父様の真の
愛の力です。私はいつも、忘れられない笑
みを浮かべて、すべての国境と境界線を越
えて愛する心で、すべてを抱擁する真のお
父様のお姿を思い浮かべます。怨讐を抱擁
した真のお父様のお姿も思い浮かべます。
真の愛を実践する真のお父様を妨げるも
のは何もありませんでした。
天とイエス様の直接的な召命を受けたわ
れら真のお父様は92年間、人間的に理解
せざる神様の摂理を主導しながら生活さ
れました。真のお父様は全ての繰り返さ
れた反対と挑戦、そして困難と向き合い
闘って、休まず祈祷して努力しながら、弟
子を一人一人探されました。 復帰摂理の
道は紆余曲折に満ちていましたが、真の
お父様はその困難を乗り越えて大勝利を
成されました。
私たち一人一人に天の火花があるとすれ
ば、それは真のお父様の胸の中に天の父母
様と人類の復帰に対する大きな情熱の火
が灯っていたからです。 真のお父様の生
涯を代表した主題は、統一と一体化だった
と思います。92年間、真のお父様は真の愛
と真の生命、そして真の血統を中心として
和合と統一のための仕事をされました。 
皆さんが知っておられるように、天一国
は「天宙平和統一国、すなわち二つが一つ
になる」という意味を持っています。真の
お父様は神様のもとの人類大家族をなさ
れるために、この革新的な原理を宗教、国
家、民族、文化、そして文明間の関係に適
用しました。真のお父様と真のお母様が
主導したすべての組織とプロジェクトに
このビジョンが込められています。しか
し一体化は自動的に成されるものではあ
りません。神様の摂理に従い、この世界を
救援するために、真のお父様は一生涯を
毎日すべての人たちを伝道して教え、教
育し、祝福させて救援することに邁進し
ました。真のお父様は毎瞬間を人生の最
期の瞬間のように生きられました。
1960年に成された真の父母様の聖婚式を
通じて、真のお父様と真のお母様は永遠な
る夫婦の関係を結ばれました。52年間続

いた真の父母様の聖婚は、アダムとエバか
ら始まった堕落の歴史を清算して復帰し、
全人類が祝福を受けることのできる道を
開きました。絶対的に一つとなり、勝利し
た夫婦として真の父母様は永遠なる真の
父母の位置を完成し、全世界の夫婦に祝福
の恩賜をくださいました。真のお父様あり
がとうございます。真のお母様ありがとう
ございます。私たちの永遠なる真の父母に
なって下さりありがとうございます。
全世界どこへ行っても、真のお父様は個
人から家庭、氏族、民族、国家、そして世界
まですべてが真の愛を中心として、一つ
にならなければならないと叫ばれまし
た。宗教、教育、超宗教の和合、グッドガバ
ナンス、国連の刷新、環境、スポーツ、芸
術、言論、学界、慈善と奉仕、救援活動、平
和と安保、青年と女性分野、南北統一な
ど、すべての分野で、真のお父様は消える
ことのない真の愛と平和、そして統一の
痕跡を残されました。
真のお父様の全生涯は、そのどんな言葉
や本にも収めることはできません。私た
ちの永遠なる真の父母、真のお父様と真
のお母様は天の父母様へ絶対的に侍る中
で、生涯を生きてこられました。真の父母
様は毎瞬間、ために生きる生活をされま
した。真の父母様は真の愛、真の生命、そ
して真の血統を実体化され、それらを私
たちに下さいました。

真のお父様に捧げることの出来る

最高のプレゼント

今日、私が皆さんに残したいメッセージ
は、たとえ真のお父様と真のお母様がご
自身の使命を完遂されたとしても、私た
ち個々人には責任分担が残っているとい
うことです。従って、私たちが真のお父様
の生涯と業績を振り返り、真のお父様の
栄光なる人生を記念しながらも、私たち
は今日、そしてこれからも真のお母様を
中心として一つにならなければならず、
毎日訓読会の生活を実践しながら、真の
お父様の精誠の生活に従って、毎日世界
を変化させて、天一国を建設することに
献身しなければなりません。それが、私た

ちが真のお父様に捧げることのできる最
高のプレゼントです。
皆さん、この内容を実践しますか？ 最後
にもう一つ、質問したいと思います。聖な
るこの日に、孝子、孝女として集まった私
たちは、真の父母様に絶対信仰、絶対愛、
そして絶対服従をすることを誓います
か？ 皆さん、皆さんの心の中に存在する
聖なる光を絶対に忘れないで下さい。皆
さんは天の父母様と真の父母様の希望と
夢の実体であられます。愛する兄弟姉妹
の皆さん、ありがとうございます。私たち
は神様のもとの人類一家族です。
記念の辞を終えるにあたり、そして真のお
父様をたたえる次元で、皆さんにお願いし
たいことがあります。隣の人に向かって大
きな抱擁をしてあげて下さい。HUGのHは
Harmony（和合）、UはUnity（統一）、そしてG
はGoodness, Gratitude,そしてGod（善と感
謝、そして神様）という意味です。抱擁しな
がら心が一つになる感覚に集中して下さ
い。一つになるときに生まれる喜びと和合
を感じてみて下さい。この愛と幸福のエネ
ルギーを天の父母様と真の父母様、そして
森羅万象に伝えてみて下さい。
お互いに「ありがとうございます。愛して
います。」と伝えてみて下さい。真のお父様
も皆さんに向かって笑顔をされ、愛されな
がら抱擁して下さっていることを感じま
すか？特に、私たちが真の愛を実践して、
天の父母様のもとの一家族として生活す
るとき、真のお父様が永遠に生きておられ
ることを感じることができます。
歴史的なこの日に、愛する真のお父様と
愛する真のお母様を敬うために集まった
皆さんに感謝いたします。私たちが森羅
万象と絶対的に一体の生活を実践して、
統一されたビジョンと誠実な心をもっ
て、神様のすべての子女たちを復帰しな
ければならない使命を、絶対的に完遂し
ましょう！ビジョン2020を勝利して、天
一国を完成させましょう！みんなで一緒
に、天の父母様と真の父母様、そして全世
界の前に勝利することを約束しましょ
う！皆さんともに、勝利の三唱を叫びま
しょう！アジュ！
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特別写真集

真の父母様が２０１２年天暦７月１７日聖和された。去る天暦７月１７日（陽暦８月３０日）清心平和ワールド

センターにおいて、文鮮明天地人真の父母天宙聖和三周年記念式が挙行された今年は、真のお父様が聖和され

てから三周年となる年である。真のお母様が記念式場に入場され、献花壇に大きな花束を献花なさった。本記念

式は、柳慶錫世界平和統一家庭連合韓国会長の司会で、安俊石世界副会長の報告祈祷に続き、霊肉界真の家庭代

表をはじめとする世界の首脳たちと元老指導者、平和大使の代表などの順序で献花を捧げた。続いて文善進世

界会長の記念の辞、李壽成元国務総理とアノテ・トン キリバス共和国大統領の追慕の辞が続いた。「天宙の光、

真の愛の真の父母」というテーマで記念映像が上映された後、真のお母様が真のお父様の生涯の業績と韓国が

真の父母様の教えを中心としてアジアと世界の前に堂々と立つことができるよう、責任を果たさなければなら

ないという内容を感動的に語られた。この日の記念式は、日本の２世と３世たちによるミュージカル公演によ

り幕を閉じた。

文鮮明天地人真の父母
天宙聖和三周年記念式

文鮮明天地人真の父母　天宙聖和三周年記念式の様子



2015. 09    13

文鮮明天地人真の父母天宙聖和三周年記念式

天宙聖和三周年記念の辞をされる真のお母様

記念の辞を述べる文善進世界会長
追慕の辞を述べる李壽成（イ・スソン）
元·韓国国務総理

追慕の辞を述べるアノテ·トン·キリバ
ス共和国大統領

朝鮮アジア太平洋平和委員会·金養建(キ
ム・ヤンゴン)委員長が送ってきた弔花

ミュージカル『誰よりも日本を愛した人』　記念公演献花をする真の家庭の御子女様方
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記念敬礼式の式前に座られる真のお母様金正恩(キム・ジョンウン)北朝鮮国防委員会·第1委員長の追慕メッセージ

天宙聖和三周年記念　敬礼式の様子

勝利祝賀ケーキカットをされる真のお母様

天宙聖和三周年記念�敬礼式

天宙聖和三周年記念行事祝勝会

祝勝会に参席した元老食口及び指導者達祝勝会においてみ言を語られる真のお母様



2015. 09    15

第1回鮮鶴平和賞授賞式

真の父母経を奉献する文善進世界会長と、朴仁涉世界副会長ご夫妻

天一国経典「真の父母経」出版記念式

真のお母様から真の父母経を賜る大陸代表達

第1回鮮鶴平和賞の授賞式に参席される真のお母様

受賞者達と記念撮影をされる真のお母様

授賞式後、祝歌を歌う声楽家の曺秀美（ジョ·スミ）

真の父母経出版記念式において、み言を語られる真のお母様
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2015�青年学生世界総会の参席者達が、真のお母様をお迎えし記念撮影をする様子

2015�全国成和キャンプ祝賀公演 2015�武道祝典の参席者達が、真のお母様をお迎えし記念撮影をする様子

第22回�夢の種音楽会の公演舞台 鮮文大学において開催された国際学術大会の記念撮影

天宙聖和三周年記念主要行事



2015. 09    17

天地人真の父母　生涯業績展示会の開幕式に参席された真のお母様

2015夏季清平特別大役事　祈祷会 PEACE ROAD世界120ヶ国縦走完了　記念撮影

WORLD SUMMIT 2015において挨拶を述べるダン・バートン元·米下院議員 PEACE ROAD世界120ヶ国縦走完了記念　国際シンポジウム



親愛なる内外貴賓の皆様、尊敬する文鮮
明総裁が逝去されてから、すでに3年にな
ります。世界各国より文総裁を追慕する
ために、この地まで遠路はるばる訪ねて
下さった多くの方がいらっしゃり、おそ
らく私よりも文総裁に近くでよくお会い
していたたくさんの方々がいらっしゃる
でしょうが、私がこの度、追慕の挨拶をさ
せて頂くようになりました。なによりも
厚徳で優しく、暖かい韓鶴子総裁が平穏
な心で、神様より与えられた召命を立派
に成就されますことを祈願いたします。
私たち皆が知っているとおり、21世紀に
入り平和の新しいミレニアム時代を望ん
で来ましたが、いまだに地球村のあちこ
ちで宗教紛争と領土葛藤、テロなどが止
まずに数多くの人々が死に至っておりま
す。韓国においても、数多くの葛藤と道徳
的堕落が起きています。このようなもど
かしいニュースに接する度に、文総裁の
存在がとても貴いものと感じられます。
総裁が誰よりも地球村の平和と共生共栄
のために献身し、尽力して来られたことを
皆さんや私はよく分かっております。総裁
の経綸と業績があまりにも大きくて多い
ために、その足跡をすべて描き出すことは
出来ませんが、『愛天・愛人・愛国』のため
に全ての身と心を捧げられた生涯だった
と、数多くの人々が信じています。
文総裁が神様を敬い愛され、神様が望ま
れた理想世界を具現するために一生涯の
間、不撤昼夜すべての精誠を捧げて来ら
れたということを私たちは皆知っていま
す。総裁が逝かれる直前の最後の祈祷で
神様に「全て成した」とご報告されたこと

を、知っておられることと思います。現世
での最後の瞬間まで文総裁が神様に対す
る忠孝の生涯を生き抜かれ、天の法度と
愛を全人類に見せて下さった切々たる証
拠に違いありません。
文総裁は一生涯全世界を駆け回りながら
平和運動を展開して来られました。宗教
と理念の違い、国籍と人種の違いにより
対立と葛藤を経験して来た人類に、超人
種、超宗教、超国家的な和解とともに、地
球村共同体としての成熟した生活の道理
を悟らせる路程でありました。
かつてソ連の膨脹主義の気勢が高まって
いた1985年、「ソ連の滅亡」とともに共産
主義の終焉を宣言し、ソ連・ゴルバチョ
フ大統領との会談を通じて改革開放の路
線を激励し、支援されました。世界平和女
性連合を国連NGOとして創設され、女性
たちが平和運動を主導するように道を開
いた方も文総裁です。大韓民国の国民と
してアメリカ、日本、フランス、イギリス
を網羅した全世界人たちより、それほど
に信頼され尊敬された方が他にいるでし
ょうか？ 世界各国の青年たちを結婚する
ようにして、真の愛で平和と祝福の道を
築かれた方が他にいますか？
私は2007年8月『南北統一と世界平和の
ための天一国祝福結婚式』で祝辞を述べ
たことがあります。文鮮明・韓鶴子総裁
御夫妻が1960年代から今まで展開して
来られた祝福結婚は、人種と民族、宗教を
飛び越えて地球村を一家族として括りな
がら世界平和を具現する一番具体的な道
であり、離婚率が極めて低い真なる愛と
和合の確固たる兆候でした。すべての人

が感動したのです。
内外貴賓の皆様、文総裁はご存知のよう
に、南北統一のためにも特別な熱情を傾
けて来られました。1991年、南北葛藤の
谷が深かった時に電撃的に平壌を訪問
し、平壌の万寿台議事堂に集まった北朝
鮮政府の指導者たちの前で『人間』を先に
立たせた主体思想の誤謬を正面から指摘
して、すべての参席者たちを驚かせまし
た。金日成主席と会って南北首脳会談の
必要性を力説し、離散家族面会など南北
和解の道を開くことに先頭に立たれまし
た。南浦の平和自動車工場と、平壌の普通
江ホテルの運営、平和センター建立など、
南北和解と協力に、まことに多くの努力
を傾けて来られました。平和統一に対す
るビジョンと哲学、熱い同胞愛があった
からこそ可能なことだったのです。
文総裁は私たちに全ての力を尽くして、
民族共倒れの戦争を抑止し、民族の統一
と平和と繁栄そして自負心を守ろうとさ
れた先駆者的な指導者でありました。愛
の道理が何なのかを悟らせて下さり、人
のために生きる人生の手本を見せて下さ
いました。総裁は逝かれましたけれども、
その方の御言は私たちに残っています。
幸いにも立派な韓鶴子総裁が文総裁の遺
されたご意向を受け継いで、統一運動を
陣頭指揮されているので、韓国と世界に
広げて来られた統一運動の将来のため
に、真に幸いで心強く思われます。
かつてアメリカで中国に対する関税特恵
の廃止を目前にしたとき、東洋と西洋が皆
公平に良い生活が出来るようにしなけれ
ばならないという信念一つで、関税特恵を
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『愛天・愛人・愛国』のために
心と体を捧げた人生

李壽成（イ・スソン） 元国務総理

天宙聖和三周年追慕の辞



続くように導いた1994年の業績を中国は
知らなければならないし、私たちも分から
なければなりません。中国経済の発展を助
け、韓国経済の中国進出にも大きな影響を
与えて下さいました。今日私たちは宗教の
差異、教派の差異、人種の差異、国籍の違い
を越えなければいけません。皆が『一つの

神様のもとの一家族、一食口』として、明る
い社会を作るために力と知恵を投入しな
ければなりません。文総裁が嗜まれた言葉
の如く、このような大義のために、死生決
断、全力投球、実践躬行が必要なのです。
文総裁がおられないとことが余りにも虚
しく寂しいのですが、毅然と遺業を継承

発展させるために全ての努力を傾けてお
られる韓総裁に敬意を表し慰労を申し上
げながら、天の国にいらっしゃる文総裁
の貴い永生と韓総裁の大いなる成就を祈
願いたします。皆様の家庭と職場に愛の
恩寵がいつも満ち溢れんことを祈りま
す。ありがとうございました。

私たちの国家の慣習通りにまず皆の健康
を祈るという意味を持った伝統的な祝福
のメッセージをお伝えします。カム・
ナ・バネニ・マウリ！今日私たちは他界
された文鮮明総裁を称え、聖和三周年を
記念するためにこの場に集まりました。
故文鮮明総裁に特別な敬意を表すことの
できるこのような機会を得たことは誠に
大きな栄光であり、特権に他なりません。
愛する者を失うことは簡単ではありませ
ん。特にその愛する人が文総裁のような特
別なお方の場合には本当に大変なことなの
です。文総裁は、一生涯、全世界の各地におい
て数多くの偉業をなされました。神様の下
の人類一家族という内容は人類全ての後世
代の為の希望の光となることでしょう。
調和の中で共存する世界、文鮮明総裁ご
夫妻のビジョンは文総裁が世界の人々に
教えられた、ために生きる生活という原
理の中に具体化されています。父母とし
て宗父母として、私たちはそのような原
理を理解し、私たち自身と簡単に連結さ
せることが出来ます。子女と後孫たちが
すなわち、私たちの人生の意味だからで
す。彼らのために私たちは平和で安全な
世界を支持し続けなければなりません。
愛する兄弟姉妹の皆様、指導者の皆様、グ
プタ博士と私は、第1回鮮鶴平和賞の受賞

者です。2015 鮮鶴平和賞受賞者として、
本当に今全世界的にとても難しい環境の
せい、もしくは貧困のせい、飢えのせいで
相当な苦難を経験している事情の人たち
を理解しています。
過去6年間、私は環境分野について何度も
申し上げましたが、文鮮明総裁と韓鶴子
女史は、常に、生涯、この地球を保護しな
ければならないとされ、私たちの家であ
り、本当に私たちがしっかりと見守らな
ければならない家であると言うことを語
られました。 私たちは、この地球を尊敬し
なければなりません。
創造主神様は、この地球を通して、私たち
に大きな祝福をくださいましたが、私た
ちは、一番重要なのは、神様は私たちがこ
の地球を守ることができる管理者とし
て、大きな祝福をくださいました。今この
地球にある資源すべてを守らなければな
らない責任が私たちにはあります。私た
ちが唯一の希望なのです。しかし、このよ
うに大きな責任がかかっているのです。
この責任とは、私たちがこの地球を後世
に残すことができるように持続的に保存
し、維持する責任なのです。私たち人類の
全ての共同責任であり、法的義務だと思
います。平和を愛する世界人として、私た
ちは絶対にこの責任を忘れてはいけない

のです。私たちがこの責任を忘れてしま
ったら、私たちの後孫、私たちの孫、彼ら
の子供たちまで危険に冒されるのです。
尊敬する内外貴賓の皆様、私は、文鮮明総
裁と韓鶴子女史ご夫妻の業績を尊敬し、支
持します。私たちは、為に生き、神様の下の
人類一家族として暮らしていかねばなり
ません。これが私が第1回鮮鶴平和賞の共
同受賞者として因縁を結べたことは、とて
も光栄に思う遺産です。私がはっきりお話
ししたいことは、今回のことが気候変動の
挑戦に立ち向かい、私の主張を繰り広げ続
けていくという決意の指標となり、大きな
力となってくれるという事実です。 
最後にもう一度、文鮮明総裁の聖和三周年
を記念し開かれた、この場を借りて、哀悼
と深い尊敬の思いを表したいと思います。
韓鶴子総裁と子女たち、お孫様たち、そし
て全世界の食口たちを通して、文総裁の遺
産は生き続け、世界各地で花咲くと確信し
ます。神様の下の人類一家族として地球保
護についての私個人、および共同の寄与を
通して文総裁ご夫妻のビジョンと原則に
敬意を表します。最後に、私の国の伝統的
な祝福を祈る言葉で最後の挨拶と替えさ
せて頂きます。テ・マウリ(健康に)、テ・ラ
オイ(平和に)、テ・タボモア(繁栄を)！あり
がとうございます。

2015. 09    19

その方の遺産は
道として残るでしょう

アノテ・トン キリバス共和国大統領



天宙聖和3周年記念式
真のお父様の天宙聖和3周年記念式が、8
月30日午前9時より、京畿道加平郡の清
心平和ワールドセンターにおいて行われ
た。全世界の指導者を含めた祝福家庭3万
余名が参加する中行われた記念式は、
194ヶ国にインターネットで生中継され
た。式典に先立ち行われた記念講演では、
グローバル·トップガン修練生と、ユニバ
ーサル合唱団の合唱が行われた。
第1部では、力強い拍手と歓声の中、真の
お母様が入場され、天一国の歌斉唱、アン·
ジュンソク世界副会長の報告祈祷、真の
家庭と世界指導者及び家庭連合代表者の
献花が行われた。記念式では文善進世界
会長が、「私たち皆が万物万象と一体の生
活を実践して、統一されたビジョンと誠
実な心を持って神様の全ての子女たちを
復帰する使命を完遂しましょう。ビジョ
ン2020を勝利して、天一国を完成しまし
ょう。一緒に天の父母様と真の父母様、そ

して全世界の前に勝利することを約束し
ましょう。皆さん、共に勝利の三唱を叫び
ましょう。」と訴えると、全ての参加者か
ら大きな歓声が上がった。
追慕の辞として、李寿成（イ・スソン）元
国務総理が、「私たち皆が知っているよう
に、２１世紀に入り、平和の新ミレニアム
時代を願ってはきましたが、未だに地球
の各地では、宗教紛争と領土問題、そして
テロ問題などが終わり無く続き、数多く
の人々が命を失っています。韓国でも、数
多くの葛藤と道徳的な堕落が見られま
す。このような心痛いニュースに触れる
度に、文総裁の存在がより尊く感じられ
ます。……文総裁は地上を去られました
が、その御方のみ言は私たちの中に生き
ています。」と語り、第１回鮮鶴平和賞受
賞者であるキリバス共和国のアノテ・ト
ン大統領は、「私は、文鮮明、韓鶴子総裁ご
夫妻のビジョンと業績を尊敬し、支持い
たします。私達は、為に生き、神のもとに
人類一家族として生きなければなりませ

ん。……韓鶴子総裁とその子女や孫、そし
て全世界の家族たちを通して文総裁の遺
産は、生き続け、呼吸をし、世界各国にお
いて花咲くことを確信しております。」と
語った。また、北朝鮮の金正恩第一書紀か
ら、追慕のメッセージが送られてきた事
実が紹介された。
真のお母様は記念の辞において、「……こ
のような、世の中で誰も知らないような
内容を、一個人が、しかも莫大な権力と財
力を持っている国々が成し得ないこと
を、真の父母であるゆえ、決断されまし
た。多くの人類の未来と地球の未来を心
配され、多くの準備をされました。2千年
のキリスト教の基盤が協助をし、国が協
助をしたとしても、大変な人類救援の摂
理歴史でした。」と、目頭を熱くされなが
ら真のお父様の生涯路程を回想された。
第１部の記念式が終わり、第２部の文化
公演では、真のお父様の日本留学時代と
日本宣教師の派遣、勝共運動、真のお母様
の日本講演など、誰よりも日本を愛され
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侍墓の精誠で「天の父母様の下、人類一家族」の
基盤を相続して下さった

天宙聖和三周年各種記念行事

天宙聖和三周年記念式において参席者達と「サランへ　アボニム（愛してます　お父様）」を歌われる真のお母様

追慕行事スケッチ

式前公演で合唱するグローバル·トップガン合唱団

天宙聖和三周年記念式において献花される真のお母様

世界平和統一家庭連合



た真の父母様の、日本にまつわるエピソ
ードが、感動的なミュージカルとして公
演された。最後に、徳野英治·世界平和統一
家庭連合日本会長のリードで億万歳4唱
がなされ、式典は終了した。

天一国経典 真の父母経 出版記念式
9月1日午前10時より、天宙清平修錬苑・
天城旺臨宮殿の大講堂において開催され
た、『天一国経典、真の父母経出版記念式』
での真のお母様のみ言である。真のお母
様をお迎えし、元老食口、企業、機関の中
心者、国内外の首脳と内外の貴賓1千名余
りが参加する中で行われたこの日の行事
は、趙光明(ジョ·グァンミョン)清心神学大
学院大学総長の司会で、天一国の歌斉唱、
柳慶錫(ユ・ギョンソク)韓国会長の報告
祈祷、鄭元周(チョン・ウォンジュ)補佐官
のみ言訓読、金榮輝(キム・ヨンフィ)会長
の記念の辞、金錫柄(キム・ソクビョン)社
長の経過報告、李載錫(イ・ジェソク)会長
の発刊の辞、金玟河(キム・ミナ)会長の祝
辞、花束贈呈、記念品贈呈、各大陸会長に
真のお母様による『真の父母経』下賜、真
のお母様のみ言、祝賀餅のカット、宋龍天
(ソン·ヨンチョン)会長の勝利の提議後、午
餐の順序となった。午餐が終わった後、祝
賀公演では、楽器の演奏なく歌う合唱曲
アカペラ5人グループの『ソリスト』の祝

賀の歌と、歴史編纂委員会から、真の父母
経の編纂と奉呈を主題として準備したミ
ュージカル公演が行われた。その後、司会
者の懇請により、真のお母様が歌われて
いた『サランへ　アボニ厶』の歌を、参加
者全員が合唱した後、金起勳(キ厶·ギフン)
北米大陸会長の億万歳４唱で、式典は終
了した。

2015 夏期清平特別大役事
「2015夏期清平特別大役事」が、8月28日
から30日まで、全世界80ヶ国余りから、
歴代最多の人数である、述べ人数4万2千
人余りの食口が参加する中、成功裏に行
われた。今回の夏期大役事は、真のお父様
聖和3周年記念と共に開かれることとな
り、特別な意味をもっていた。真の父母様
の特別集会、2015青年学生世界総会、所
願成就祈祷会、聖地巡礼イベント、先祖解
怨式及び先祖祝福式、聖物の抽選会など、
様々なプログラムが行われ、いつにも増
して天の恩恵と、新しい生命のエネルギ
ーが充満した。
2日目である29日午後9時からは、1～273
代の先祖祝福式が、世界平和統一家庭連
合の柳慶錫韓国会長夫妻の主札で天城旺
臨宮殿において、盛大に挙行された。この
日の祝福式には、霊界の興進様の修錬院
において100日修錬を通して変化を成し

た先祖たちと、その先祖の後孫である
6,000名余りの世界各国の食口たちが参
加した。
世界平和女性連合の文姸娥世界会長は、夏
期大役事に参加した食口たちに対し、真の
父母様に近くで侍る生活を通して感じた
内容を証しした。文会長は、「ヘリコプター
の事故に遇われた後、立ち上がることも大
変だった真のお母様は、『一日も早くよく
なって、真のお父様をお支えしないといけ
ない。真のお父様は、あのように休まれも
しないのに、私まで横になっていてはいけ
ない。』と語られ、肉身の苦労を克服するた
めに努力された。」と証した。
このような真の父母様と真の家庭の格別
な関心と愛の中で、天宙清平修錬苑を訪
ねる食口たちは、霊と肉の治癒を受け、重
生と復活の恩恵を感じ、感謝と栄光を天
に捧げた。

WORLD SUMMIT 2015
「WORLD SUMMIT 2015」が、8月27日～
31日『平和、安保、人類の発展』を主題に、
55ヶ国から前、現職国家元首、政治、宗教、
経済、NGO、女性指導者250名余りが集ま
った中行われた。今回の 「WORLD SUM-
MIT 2015」には、キリバス共和国のアノ
テ・トン大統領夫妻、モハマッド・ユス
フ・カラ·インドネシア副大統領夫妻、シ
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天一国経典　真の父母経出版記念式において祝賀餅をカットされる真のお母様と貴賓達

歴史編纂委員会

天宙清平修錬苑

天宙平和連合(UPF)

真の父母経出版記念式において、み言を語られる
真のお母様



アオシ·ソバニ·トンガ大統領、アディ·コイ
ラ·ナイラチカオ·ピジ夫人、レオニード・
クラフチュク·前ウクライナ大統領、フェ
デリコ·フランコ·前パラグアイ大統領、フ
ォンサルマギン·オチルバト·前モンゴル
大統領、ラヒ厶·フセイノフ·前アゼルバイ
ジャン首相、スタニスラブ·シュースケビ·
前ベラルーシ最高ソビエト議長などが参
席した。
8月27日午後5時から、グランドコンチネ
ンタル·ソウル·パルナスホテルにおいて
開催された開幕晩餐会では、主催側を代
表して、文姸娥世界平和女性連合会長、ト
ーマス·ウォルスUPF世界会長、安俊石世
界平和統一家庭連合·世界副会長が世界各
国の指導者たちを歓迎した。
今回参加した国内外の指導者たちは、第
一回鮮鶴平和賞の授賞式と、祝賀午餐、そ
して受賞者特別講演会に参加、天宙聖和
3周年記念式にも参加し、人類救援と世
界平和の実現の為、献身的な生涯を生き
てこられた真のお父様の崇高なみ旨を
称えた。
一方、参加者たちは、「WORLD SUMMIT
2015」において行われた8回におけるセ
ミナーにおいて、『平和、安保、人類の発
展』を主題とした基礎演説を聞き、平和の
観点、中東の平和、女性の人権、家庭の価
値、アジア、太平洋地域の平和に対して論
議をした。

ピースロード2015、世界120ヶ国縦
走完了記念式、 2015 韓半島統一と世
界平和増進の為の国際シンポジウム
8月27日午前11時、ソウル光化門の中央
広場において、「ピースロード2015世界
12ヶ国縦走完了記念式」が開催された。5
月30日、アメリカのラスベガスにおいて、
世界出発式が開催され、南アフリカ共和
国の希望峰からアフリカ、ヨーロッパ、中
東、アジアを横断するルートと、チリのサ
ンディアゴから南米、中央アメリカ、北
米、日本を横断するルートを通して、この
日終着地であるソウル光化門に最後の縦
走者が到着した。
柳慶錫、孫炳浩(ソン·ビョンホ)韓国ピース
ロード共同実行委員長の歓迎の辞に続
き、文善進・ピースロード組織委員長の
激励の辞の代読があった。真のお父様が
韓半島の分断に心を痛めておられた事実
を始めとして、以前から真のお母様と共
に韓日トンネル、国際ハイウェイプロジ
ェクト、ユーラシア大陸とアメリカ大陸
間のベーリング海峡を橋とトンネルで連
結するプロジェクトを提唱されてこられ
たことを紹介し、平和を願う世界人たち
に感謝の意を表した。
本記念式が完了した後には、各界の指導
者たちと世界縦走団500名余りが参加す
るなか、「2015 韓半島統一と世界平和増

進の為の国際シンポジウム」が、韓国の国
会議員大会議室において、１部の世界縦
走団歓迎式と、２部のシンポジウムの順
序で開催された。
１部では、祝賀公演と世界縦走団の感想
発表に続き、「統一未来フォーラム」共同
代表であるジョ·ミョンチョル国会議員
と孫炳浩(ソン·ビョンホ)·ピースロード韓
国実行委員長の歓迎の辞、ファン·キョウ
アン国務総理の祝電および、ホン·ヨンピ
ョ統一部長官、ユ·イルホ国土交通部長
官、キ厶·ジョントク文化体育観光部長官
の祝辞が紹介され、クラフチュク·ウクラ
イナ元大統領とジョン·カビュン国会副
議長、セヌリ党ジュ·ホヨン国会議員の祝
辞があった。
2部のシンポジウムでは、『ピースロード
を通した南北統一と世界平和の増進』と
の主題の下、北米、中央アメリカ、南米、東
アフリカ、西アフリカ、中東、ヨーロッパ、
東北、アジア、オセアニア、日本、韓国の代
表たちが順序に従い前に出て、ピースロ
ードの実行内容の報告と共に発表した。

国際学術大会
鮮文大学では、8月24日、本館6階の国際
会議室において、『文鮮明先生の平和統一
運動とビジョン』との主題で、国際学術大
会を開催し、世界的な平和学者として知
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WORLD SUMMIT 2015において挨拶をされる文姸娥（ムン·ヨナ）世界平和女性連合会長
PEACE ROAD 世界120ヶ国縦走完了記念式において
パフォーマンスを繰り広げる参加者達

南北統一運動国民連合

鮮文大学



られているヨハン・ガルトゥング博士
(国際平和研究所創設者、ノルウェー)を始
めとした6ヶ国35個所の大学の57名の教
授たちが、韓半島の統一と世界平和に対
し知恵を出し合った。 
この日の国際学術大会は、鮮文大の黄善
祚総長の大会の辞、世界平和教授協議会
の孫大旿理事長の歓迎の辞に続き、ヨハ
ン・ガルトゥング博士の基調演説で始
まった。ガルトゥング博士は、「南北韓が
光復70周年を越え、韓半島の平和を実
現しようとするならば、統一よりもお互
い対話を通して、信頼を構築することが
急を要する。」と語りながら、鮮文大学の
設立者である真のお父様について、「南
北韓を、対話を通して信頼を構築する生
涯を生きた方」と評価しながら、このよ
うな努力が終わり無く続くように、と語
った。
その後、学術思想、宗教平和、韓半島の平
和、世界平和、未来の平和、家庭の平和、文
化芸術、平和学など、様々な分野において
平和を主題に分科発表と討論が続いた。
特に、韓半島の平和分野において、キ厶·ク
ンシク(慶南大) 教授は、「南北韓は光復70
周年を軍事的対決と反目で過ごしてしま
った。」と述べ、「韓半島の平和は失踪し、
統一は空虚な山びことなった今この時、
文鮮明総裁の生涯が新しく注目されてい
る。」と語った。 

2015 世界気候環境フォーラム
世界日報主管の『2015世界気候環境フォー
ラム』が8月27日午後3時、韓国のプレスセ
ンターにおいて開催された。この日のフォ
ーラムでは、ユン·ソンギュウ·環境部長官、金
玟河·世界日報会長、チャ·ジュニョン世界日
報社長、ヤン·スギル·前大統領直属·グリーン
成長委員会委員長、クォン·ウォンテ·韓国気
候変動学会会長、キ厶·テギョン韓国スマー
トグリッド事業団専門委員、ユン·スンジン·
ソウル大教授、ジョ·ヨンソン·高麗大教授を
始め、内外の貴賓300名余りが参加した。
この日の行事は、人間の無分別な資源開発
と、エネルギーの過度な消費に従った気候
と環境の変化によって、地球共同体の持続
可能性が脅威となっている状況において、
人類の生存と繁栄の為の環境問題解決の知
恵を共に共有しようと企画されたもので、
世界日報は人類の未来の為の環境問題の解
決のため、努力してこられた真の父母様の
ビジョンと哲学を基礎として、人類が直面
している脅威を共同で克服しようとする趣
旨で、昨年『2014世界食糧·山林フォーラム』
を開催したことに続き、今年は『2015世界気
候環境フォーラム』が開催された。

青年学生世界総会
ワールドカープが主催した『青年学生世

界総会』が、8月28日～29日の二日間、天
宙清平修錬苑において、全世界3,500名余
りの青年学生たちが参加する中で開催さ
れた。天宙聖和3周年記念行事の一環とし
て開催された本行事は、大陸別活動展示、
青年大学生の姉妹血縁、心情文化祭典、聖
地巡礼、真のお母様のメッセージと様々
なプログラムで進行された。
記念の辞で、文善進世界会長は、総会のテ
ーマである『HERE, WE ARE(ここに、私た
ちがいる)!』について言及し、「皆さんが真
の父母様に大きな喜びを捧げている。」と
語った。また、「若い青年として、どのよう
にすれば恒久的な平和の世界を成す事が
出来るのかを深く考えて、各自の可能性
と才能を発見し、平和の夢を実現するこ
とのできる皆さんとなることを願う。」
と、語られた。
翌日開催された閉会式では、真のお母様
のみ言を通して、「皆さんが、約70ヶ国か
ら集まった成和の若者ですか？」と聞か
れると、青年学生たちが力強い歓声でも
って返事をした。また、「皆さんは、ピュア·
ウォーターだといいましたよね? 清い水
は、止っていてはいけません。流れなけれ
ばいけません。流れ着くところに、沢山の
生命体を誕生させなければなりません。」
と語られ、終わりに、「皆さんの夢をもっ
てください。『私は真の父母様が願われる
分野において、大家となる。大学者とな
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2015 青年学生世界総会において激励の辞を述べら
れる文善進世界会長
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る。私は大きく、有名になるんだ。』という
夢を持って、真のお父様の夢を成して差
し上げる成和の若い皆さんとなるよう願
います。」と、激励された。行事会場は、決
意に満ちた歓声が山びこのように響き渡
った。

2015 全国成和キャンプ
『2015 全国成和キャンプ』が、江原道高城
郡の世界ジャンボリー修練場において、
柳慶錫韓国家庭連合会長を始めとして、
全国の教区長と教会長、5,000名余りの成
和学生と青年大学生、そして新しい青年
学生が共に集まったなか開かれました。
今回の成和キャンプは、8月7日から9日
まで2泊3日の間、真のお父様の成和3周
年を記念して、『成和、平和と統一の灯火
となれ!』との主題で、成和文化祭、成和調
和広場、統一展望台見学、平和コンサート
などのプログラムが進行された。
特に2日目の夕方7時、5,000名余りの成
和青年学生たちが参加する中で開催さ
れた平和コンサートでは、真のお母様が
映像を通して、「誇り高い未来の夢、成和
の皆さんの昨日のパフォーマンス、見さ
せていただきました。すばらしかったで
す。さらに健康に、多く学びよく育ち、天
の父母様、天地父母様、天地人真の父母
様の夢を成して差し上げる、立派な成和
の出身となってください。」と、激励して
くださると、参加者たちは「真の父母様、
愛しています! 真の父母様、ありがとう
ございます!」と呼び掛けに答え、感謝の
拍手を送った。
平和コンサートは、真の父母様が心情で歌
い、聞かれた歌を中心として公演が行われ

たが、鮮鶴子供合唱団、イ·キファン成和、モ
クシャダンスチーム、ギタリスト·畑修司、
Eternal Flame バンド、招待歌手のカン·スビ
ンとフォーマンが出てきて、祝賀公演をし
た。特別に、文孝進様の家庭の文信興様と
文信女様が出てこられ、『台風を運転する
子供たち(孝進様作詞、作曲)』と、『故郷の
春』を歌い、参加した成和たちの大きな成
和青年学生たちの呼応をうけた。

武道祝典
(社)世界平和武道連合主催の文鮮明天地人
真の父母　天宙聖和3周年記念武道祝典
が、8月25日10時30分、真のお母様が共に
参席される中、約80名の武道人たちを始
めとして、主要指導者たちと第１期グロー
バル·トップガン修練生、天宙平和士官学
生、食口など約700名が参加する中、清心
国際青少年修錬院の体育館で開催された。
特別この日の行事には、真のお母様が参
加され、武道師範をご覧になられる中恩
恵深い時間を過ごした。１部記念式が終
わり、真のお母様が壇上に上がられると、
全体の参加者たちは熱烈な歓呼と拍手で
歓迎しお迎えした。全体の敬礼と共に武
道人参加者2世代表から花束贈呈を受け
られた真のお母様は、舞台の前に準備さ
れた座席に座られ、行事を見守られた。
この日の行事は、文平來世界平和武道連
合会長の司会で、第１部の記念式が終わ
った後、第2部の武道師範は、真のお母様
と朴仁涉世界副会長、安俊石世界副会長、
文姸娥世界平和女性連合会長、石竣淏鮮
文学院理事長が壇上に準備された席につ
かれ、始められた。２、3世の子女チームの
武道師範を始めとして、真の愛平和学校

チーム、天宙平和士官学校チームの師範
が続いた。

宗教指導者親善サッカー大会
8月22日、京畿道河南市にある河南総合
運動場の国民体育センターで行われた

『宗教指導者親善サッカー大会』では、大
宗教チームが優勝トロフィーを手にいれ
た。また、準優勝は、末日聖徒イエス・キ
リスト教会(別名、モルモン教)チームが手
にし、3位はスンチャン連合チーム、４位
は家庭連合チームだった。
韓国宗教協議会主催で開かれたこの日の

『宗教指導者親善サッカー大会』は、宗教間
の和合と平和のための場として、今年が４
回目となる。今回の大会は、韓国仏教太古
宗、大韓天理教、大倧教、末日聖徒イエス・
キリスト教会、世界平和統一家庭連合な
ど、5宗教から8チームが参加し、トーナメ
ント形式で優勝チームを選出した。
今回の大会では、柳慶錫韓国家庭連合会
長兼、韓国宗教協議会会長、イ·ヒョンジェ
河南市国会議員、イ·スンフン大韓天理教·
教通、カン·ビョンムン前成均館全校(順天
郷校)、ホ·ビョンソク·イエスキリスト教会
韓国協会·広報委員長、イ·チャング大倧教·
南北交流協力チーム長、サン·ジン·大倧教
チョンリョンサ教務部長、クォン·インジ
ン韓国宗教協議会·事務総長など、各界の
人士300名余りが参加し、成功裏に終わ
った。

第一回 汽笛の音 Music Contest
第一回 汽笛の音 Music Contest’が、世界
平和統一家庭連合と、韓国大学原理研究
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会の共同主催で、文姸娥世界女性連合会
長、文薰淑·ボランティア団体「愛苑」理事
長、柳慶錫韓国家庭連合会長、ムン·サン
ピル韓国大学原理研究会会長を始めと
した内外の貴賓とカープ会員など、300
名ほどが参加するなか、ソウルのカルウ
ォン洞にあるカープセンターにおいて
開催された。
統一家の若い音楽家達が共にしたこの日
のコンサートは、私たちの歌を通して、真
の父母様の心情と伝統と相続し、真なる
子女として、真の父母様に喜びと栄光を
お返しする事はもちろんのこと、孝進様
が成された忠孝の基盤の上に、孝行の心
と心情文化を継承し、これを統一家に定
着させることのできる足掛かりとなりう
る音楽と芸術の舞台となった。
今回のコンサートにおいて名誉の一位は
清心バンドが獲得し、二位と三位はN分の
１とゴぺミリの手中に収まった。この機
会を通して、天一国時代に合う新しい私
たちの歌の創作活動を発展させることは
もちろんのこと、さらに統一家の文化活
動の創造的な力量を増資させるにあたり
大きな出発点となった。

夢の種音楽会
疎外された音楽の天才たちの夢の芽を伸
ばす『第22回夢の種音楽会』が、8月19日
夕方7時30分から、ソウルのモクトンに
あるKTチェンバーホールにおいて開催さ
れた。2005年より始まり、今年で10周年
を迎えた夢の種音楽会は、司法法人であ
るボランティア団体「愛苑(文薫淑理事
長)」が、芸術的な才能と熱意を持ちながら
も、社会、経済的な与件の為に発揮できな

い障害、非障害の音楽の天才たちに、水準
のある舞台を提供することによって、そ
の夢と希望を実現することのできるよう
助ける文化芸術福祉プログラムである。
実際に、保育園で生活する為、ピアニスト
の夢を持ち続けることが難しい一人の学
生は、6ヶ月間愛苑の『夢の種レッスン』
と、『夢の種音楽会プログラム』を通して
教育を受け、専門大の音楽科に進学する
ことができた。障害がある夢の種演奏者
たちも、韓国芸術総合学校、ぺクソク大な
どに進学し、音楽を勉強しながら、未来の
音楽人として成長している。
文薫淑理事長は、「音楽を通して、疎通を
して、幸福を探し出し、人生が向上されて
いく姿を見ることができ、本当に多くの
希望を感じています。これからも、夢の種
音楽会を通して継続して夢を育て、自身
の人生を作っていこうとするこの人々に
希望となることが出来るよう、惜しむこ
とない努力をしていきます。」と、感想を
語った。

天地人真の父母生涯業績展示会
8月27日、午後清平清心平和ワールドセ
ンターにおいて真のお母様をお迎えし、

『天地人真の父母生涯業績展示会』開幕式
が行なわれました。同展示会は、真のお父

様の聖和3周年記念行事の一環として、日
本家庭連合の主催により、ワールドセン
ターの2階のロビーと通路を展示会とし
て8月31日まで続いた。
真のお母様は27日午後3時頃、ワールド
センターの玄関に到着され、日本食口た
ちを中心として集まった200名ほどから
の熱烈な拍手を受けられた。１階のロビ
ーから行われた開幕式では、真のお母様
は「お父様、あなたが見せてくださった、
為に生きる真の愛を実践する日本国民と
なり、摂理歴史の前に不忠した全てのこ
とを蕩減し、摂理歴史の本流の中心に立
つことができるよう導いてください! お
父様、天の父母様の願いであり、天地人真
の父母様の願いを成すことができる平和
な一つの世界、統一の世界を約束して成
すことのできる祝福家庭を誕生させるま
でどれだけご苦労が多かったでしょう
か! 今日、ここに展示された物品を見なが
ら、今までの間、天が人類を抱く為にどれ
だけご苦労され、精誠と努力を尽くされ
たかを痛感しました。父母様が見せてく
ださった路程に従って、統一家の全ての
食口が天一国を創建するにあたってさら
に拍車をかけ、最善を尽くす群れとなる
ようにしてください……!」と、祈祷されな
がら、真のお父様が日本のために精誠を
尽くされた生涯を回顧された。
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「第1回鮮鶴平和賞授賞式」が 8月 28日午
前10時、グランドインターコンチネンタ
ルソウルパルナスホテルで開催された。
この日の授賞式には鮮鶴平和賞の設立
者である真のお母様をお迎えする中、文
善進鮮鶴平和賞財団理事長、ジョン・ウ
ィファ国会議長、イ・チョルスンソウル
平和賞文化財団理事長をはじめとして、
インドネシア副大統領のモハマッド・
ユスフ・カラなど「World Summit 2015」
に参加した世界の前・現職指導者らと、
日本及び韓国の主要報道機関の記者
1,000名余りが参加して盛況となった。

「鮮鶴平和賞」は未来の世代の平和と福
祉に格段に貢献した個人あるいは団体
に授与される賞である。「人類の未来の
平和は海」を第1回の授賞テーマとし、
鮮鶴平和賞は全世界の著名人 1,000名
余りで構成された推薦委員による候補
者推薦の後、厳正な審査を経て受賞者
を決定した。初受賞者はアノテ・トン
(男性、63歳)キリバス共和国大統領と
インドのモダドゥグ・グプタ(男性、76
歳)博士が共同で選ばれた。この日真の
お母様は、ホン・イルシク鮮鶴平和賞
委員会委員長と共に受賞者にメダルと

記念牌を授与された。
アノテ・トン大統領は受賞演説を通し
て「権威ある鮮鶴平和賞の初受賞者に
選ばれて大変光栄に思う」とし、「世界
平和の究極的な目標を成すため、人類
のために献身してこられた文鮮明・韓
鶴子総裁に敬意を表する」と語った。続
いて「鮮鶴平和賞の共同受賞者に選ば
れてから、世界がキリバス国民の逆境
とこれを乗り越えようとする努力に関
心を持つようになった。全世界が我が
国民を見捨てはしないと、大きく希望
を持てるようになった。これから気候
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変化の最前線で死闘を繰り広げる人々
が孤独にとり残されないよう最善を尽
くしたい」と明らかにした。
共同受賞者であるモダドゥグ・グプタ
博士は 「生涯の目標は、飢えと貧困を減
らし平和な社会を建設すること」とし、

「第1回鮮鶴平和賞を受賞するようにな
ったことは大いなる名誉であり光栄
だ」と語った。そして「鮮鶴平和賞受賞
をきっかけに、飢餓と貧困の緩和を通
じて平和社会に寄与せんとする私の生
涯の目標にもう一度拍車をかける」と
明らかにした。
この日の授賞式は、シン・ヨンイル、ジ
ョン・セミアナウンサーの司会で開会
宣言、経過報告、洪一植委員長の歓迎の
辞、鄭義和国会議長の祝辞、インドネシ
ア副大統領のモハマッド・ユスフ・カ
ラの祝辞、受賞者紹介の映像、メダル及

び記念牌の授与、受賞者による受賞演
説の順で行われた。
洪一植委員長は歓迎の辞で「今の世代
は貪欲と利己心を捨てて人種、国境、思
想、宗教を超越し、汎人類を基盤とした
平和文明を模索しなければならない歴
史的な召命を受けている。」と指摘した
後、「鮮鶴平和賞は『未来の世代のため
の平和賞』という旗印のもと、人類が20
世紀まで積み上げてきた文明の積弊と
限界を越えて、人類共同の平和を追求
し、新しい平和の地平線を開いて行く
賞として位置づけて行くだろう」と抱
負を明らかにした。
鄭義和国会議長は祝辞を通して「今日
のこの場は美しい共存の世の中を築い
て来た我々の時代の英雄のための場
だ」として、「人類を脅かす国家、人種、
宗教間の葛藤は自然と人間が共に一丸

となってこそ乗り越えることができる
問題」であることを強調した。更に「人
間と自然に対する愛、共同体の連帯と
疎通に基づく世の中を志向する鮮鶴平
和賞のビジョンが、我々に示唆すると
ころは大きい」とし、受賞者にお祝いの
メッセージを伝えた。
またインドネシア副大統領のモハマッ
ド・ユスフ・カラは「人類の願いは平
和な世の中」であることを強調し「平和
を妨げるあらゆる紛争と葛藤を終息さ
せ互いに和合し調和を成す時、また自
然と共に生きて行く時、平和が成り立
つ」と祝辞を伝えた。
この日の夕方には共同受賞者の特別講
演会が開催され「地球温暖化問題」と

「貧困問題」の解決を各受賞者が促し
「海洋資源の保護と活用の必要性」を強
調した。
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韓鶴子総裁、鮮鶴平和賞委員会委員長と
委員の皆様。共同受賞者のモダドゥグ・
ビジェイ・グプタ博士、貴賓の皆様、そし
て紳士淑女の皆様！この意味深い場で演
説をすることはとても栄光であり、キリ
バス共和国の国民に代わり、皆様にキリ
バス伝統の平和と安全を願う祝福の言葉
でご挨拶をさせて頂きます。
カンナベイン　ニマウリ！
(我々が健康で満たされますように)

気候変動の問題と慣習と因習の枠から

出て考えなければならない

まず今日我々を一堂にして下さった韓鶴
子総裁と、全人類を抱擁し世界平和を後
援する皆様のビジョンに深い感謝を申し
上げます。実に平和と安保こそが、現世代
と子孫に向けて我々全員が望むことで
す。私は権威のある鮮鶴平和賞がワール
ドサミットに並び、世界人の意識を一段
階高めるものだと確信しており、これを
通して人類の生存を脅かす問題を解決す
る世界的な働きであることを望んでおり
ます。
紳士淑女の皆様！一つしかない我々の世
界、我々の地球、我々の家が現在重大な転
換期を迎えました。我々が結果について
慎重に考えず、いつまでも短期的な利益
だけを追求していくならば、一つしかな
い我々の家と地球は取り返しもつかず破
壊されることでしょう。その被害の影響
圏にあるのは、単に我々国民だけではあ
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りません。全人類になるはずです。
私が気候変動キャンペーンを始めた初め
の頃、人々は、「気候変動が実際に起こる
という科学的な公式やデータはどこにあ
るのですか？　あなたは科学者です
か？」と私を非難しました。私は科学者で
はないと答えました。しかし私は「私たち
国民は悔やみきれません。何より国民が
気候変動により我々の家と生活の場に及
ぶ影響を実際に経験しました。」と述べま
した。
紳士淑女の皆様！　海抜3メートルにも
満たない低いサンゴの島で暮らす私たち
国民は、海水面上昇だけでなくサイクロ
ン・パムのような極度の気候パターンに
よって、今まで経験もしたことのなかっ
た大きな危機に直面しています。強い風
を伴う満潮が、私たちの島と家と村をめ
ちゃくちゃにしました。ある地域は深刻
な海岸浸食により、村全体を移転しなけ
ればならなくなりました。また海水が氾
濫し農作物が破壊され、食水源も汚染さ
れました。
我々の島と家は、人がこれ以上住めなく
なることでしょう。これは現世紀に極限

された問題ではありません。家をはじめ
国民として、文化として、全ての正体性を
失うことで、我々子孫の未来が危機に処
することになったのです。キリバスは現
在、ツバル、マーシャル諸島、トケラウ諸
島、モルディヴなど低いサンゴの島国と
共に、気候災難の最前線で死闘を繰り広
げております。
キリバスをはじめとする太平洋の小さな
サンゴの島国の国民は、これ以上世界が
気候変動に向けて何かを決めるのを待つ
だけの余裕がありません。人々と文化、共
同体、村、都市、国家の未来が全て危機に
処したままで時間だけが過ぎてしまいま
した。全人類は一つしかない我々の家、我
々の地球を生かすために道徳的義務感を
持ち、問題解決に向けて行動をしなけれ
ばなりません。
紳士淑女の皆様！しかし希望はありま
す。12年が過ぎました。過去数年間、国際
共同体は気候変動がこれ以上進行しない
ようにと論議を進めており、気候危機に
対する認識が拡散されつつあると思いま
す。明らかに認識が広がっています。この
問題の解決に向けて国際的な水準の約束

もあります。
しかし全人類の行動により起因したこの
問題は、気候変動の進行を緩め、解決する
力量と能力を備えた人々に、それ程重要
でない問題だと認識されてしまいまし
た。世界的なリーダーシップや責任感が
不在だからです。残念なことに平和と安
保問題の影響と被害を直接に甘受しなけ
ればならない人々は、まさに問題解決の
力量も能力もほとんど持たない弱小国家
の人々です。我々は平和と安保問題を通
して、気候変動の深刻な被害を減らすこ
ともできますが、反対に全国家の文化の
正体性をはじめとする我々の生命を焦土
と化す可能性もあります。
紳士淑女の皆様。キリバスの国民はひっ
きりなし私に尋ねます。国際社会に何を
期待できるのか、キリバス国民の未来は
存在するのか、先祖代々守ってきた故郷
は残せるのか…支援を訴える国民の切な
る要求を私は無視することも、顔を背け
ることもできません。
今日、我々は指導者として、気候変動脆弱
国家の国民に次のようなことを自信を持
って言うことができますか？「はい、皆様
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の生存と生命は貴いです。我々国際指導
者はこれに備え解決策を用意しておきま
した。海水面がどれほど上昇しても、どれ
だけ深刻な暴風が吹き付けても構わない
皆様の土地と家を高台に作る確実な技術
の解決方案があり、必要な資源も前もっ
て完璧に用意されています。」とです。
ツバル、モルディヴ、マーシャル諸島、ト
ケラウ諸島そしてキリバスのような気候
変動脆弱国家は実際にどんな選択しなけ
ればなりませんか？　キリバスはどのよ
うな形態であっても海水面の上に領土を
残しておく戦略を選びました。これを実
行するにおいて多くのオプションが提示

されました。島を浮かす方法もありまし
た。無理だと思いますか？　我々の島を
現在の高さから予想海水面の高さまで高
くする方法もあります。これもまた無理
だと思いますか？　私はオプションを推
進しようとする韓国の政府と島を高くす
る技術的な解決方法について論議しまし
た。もちろん、希望はあります。しかしこ
のことは我々が一つとなり今すぐ行動し
なければならないことなのです。気候変
動の問題は慣習や因習の枠から出て考え
なければなりません。非常に特別な問題
であるため、慣習に縛られない創意的な
解決方法が要求されるからです。

海の健康は犠牲を通して維持できる

しかし紳士淑女の皆様、我々政府は現実
を認めました。ありとあらゆる方法を用
いて非常に厳しい気候条件と海水面に
対抗し国土を残したとしても、この地は
現在の人口を収容できなくなることで
しょう。また我々はこれを実行する規模
の資源がありません。世界が国際的な水
準で考え約束を履行しない限り、必要な
水準までの資源を確保することが難し
いのです。
したがって移住は適応戦略の一部でし
かなく、我々は移住の可能性に備え国民
を準備させなければいけませんでした。
我々は若い人々が資格を持ち選択でき
るよう、協力団体の助けを得て技術教育
をはじめました。新たな環境に直面した
としても、彼らは尊厳性と自信を失わず
に国民としていることができるでしょ
う。技術教育は我々子孫のしっかりとし
た未来安保のため必ず必要なので、どう
にかしてでも提供してあげなければな
らないのです。
紳士淑女の皆様。嫌が応でも子孫の未来
に向けて選択権を与えるということは、
今日を犠牲にしなければならないという
意味です。私の祖国キリバスはよく小島
嶼開発途上国と呼ばれます。しかし811
平方キロメートルの陸地の面積は、350
万平方キロメートルの海をまたげて散ら
ばっている非常に長いサンゴの島国で、
アメリカのアラスカよりも2倍以上の面
積がある国家です。
巨大なサンゴの島国であるため、海はキ
リバスの持続可能な発展と国民の暮らし
にとても重要な役割をしており、生計及
び文化と伝統に大きな部分を占めており
ます。我々は食料を提供し、我々の正体性
を呼び起こしてくれる海と深い霊的な交
感を分かち合い、平和に共存してきまし
た。すなわち海が命綱でした。
我々国民の未来に向けて海と海の資源は
これ以上に重要ですが、それにもかかわ
らず2008年、我々の領海に世界で最も大
きな海洋保護区域の一つである『フェニ
ックス諸島保護区域』を設定しました。
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『フェニックス諸島保護区域』は通称PIPA
と呼ばれ、2015年1月1日を期してPIPA内
域での商業的な漁業行為は全て中断され
ました。
キリバスの排他的経済水域の11パーセン
トに該当するPIPAの面積は40万平方キロ
メートル以上であり、これはアメリカの
カリフォルニアの面積と同等です。PIPA
はユネスコ世界自然遺産として登録され
ました。ここは原始的な環境の中、環礁の
生物の多様性やサンゴ礁を研究すること
ができ、サンゴの白化現象や回復現象を
研究することが可能な最も大きな自然実
験室なのです。PIPAは気候問題に対する
我々の対応戦略の一つとして、どんな環
礁生態系が我々の主要問題に適応できる
かを研究するためなのです。
マグロの産卵地であるPIPAの漁業閉鎖
は、水産資源の保護と回復、世界食糧安保
に大きく役立つことでしょう。PIPAは未
来への投資です。PIPAは我々をはじめと
する国際共同体と未来世代に向けた犠牲
であり、海洋生物の保護と保存に向けた
贈り物です。何よりも広域に向けて犠牲
は避けられず、海の健康は犠牲を通して
維持できるという深刻な約束を国際共同
体に知らせるためです。

現世代の道徳的な義務

紳士淑女の皆様。皆様は私が従来の炭鉱
拡張および炭鉱開発中止を要求してきた

ことを聞かれたと思います。IPCC(気候変
動に関する政府間パネル)も公式化しま
したが、科学は世界が破局的な気候変化
を避けるには大量の炭素備蓄量を土中に
残さなければならないと警告していま
す。即ち世界は石炭を燃やすことを減ら
していかなければいけません。
我々国民は、このような努力を気候変動
の進行を遅らせる国際共同体の積極的な
処置を受け入れていくことでしょう。こ
れは、たとえ千里の道のりのうちの一歩
を踏み出すことにしかならないとして
も、我々国民に「そうです。私たちは皆様
と皆様の子供たちの為に安全な未来を確
保しました。」と言える転換点になること
でしょう。私は今日この場に集われた皆
様が『新たな炭鉱開発および従来の炭鉱
拡張中止』の要求の声を後押しして下さ
ることを願っております。
紳士淑女の皆様。気候変動の最前線にい
る人々は苦しんでいます。我々は海水面
が少しでも上昇しても生存と生計が大き
く脅かされます。絶対的に時間が重要か
もしれませんが、気候変動の切迫さが国
際安保の脅威として十分に強調されては
おりません。気候変動の猛襲は静かに近
づいているので、我々に安逸をむさぼら
せて「今は気候変動を解決する費用があ
まりにもかかるので、ただ次世代で片付
けよう」という考えをさせようとします。
このように安易な考えは安保問題を更に

致命的にまた危険を招いています。
我々は全員が気候変動の残酷さと頻繁度
をある程度経験しました。そうでないこ
とを祈りますが、気候変化による災難が
今より頻繁度を増せば、全世界で大惨事
が発生し争いが起き、発展が中断される
ことでしょう。我々は子孫の為にこの災
難を認識すること以上の事をしなければ
なりません。我々は被害を受ける人無し
に安保問題を包括的に解決する行動をし
なければなりません。我々の地球と世界
共同体の未来を守る行動を行い、誰も捨
てられることはないという保障する行動
をしなければなりません。何よりも最前
線の国家の最も脆弱な人々であるため、
気候変動で発生した従来の問題や安保問
題を至急解決する行動をとらなければな
りません。
実際、我々は単独でこのことはできませ
ん。どんな国の人であれその行動が他の
世界と隔絶されてもいけません。一つの
地球に共存している責任ある世界市民と
して、地球を保護することと子孫に安全
な未来を保障することは、現世代の道徳
的義務であります。子孫たちのために正
しいことを致しましょう！　この言葉を
最後にキリバス伝統の祝福である健康、
平和、繁栄を皆様と共に分かち合い終わ
ろうと思います。
テマオリ、デアオイ、テタボモア！
ありがとうございます。
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鮮鶴平和賞創始者である韓鶴子総裁、天
宙平和連合会長トーマス・ウォルシュ博
士、鮮鶴平和賞委員会の委員長及び委員
の皆さん、マスコミ関係者の皆さん、紳
士・淑女の皆さん! こんにちは。
今日皆さんの前で語れることを大変光栄
に思います。主催者である鮮鶴平和賞財団
とその創始者韓鶴子総裁に心から感謝い
たします。私は今日、食糧安保と世界平和、
そしてそのための小規模農業従事者の役
割に焦点を当ててお話しようと思います。

貧困と飢餓

釈迦は人類の最大の疾病は「飢えだ」と言
いました。今日、貧困と飢餓は発展途上国
が直面している最も困難な問題です。毎
日世界の人口の 9人に1人が飢えに苦し
んでいますが、彼らは世界の人口の 13.5
パーセント、約 8億人で大部分発展途上
国に分布しています。特に世界の人口の3
人に1人は「隠れた飢餓(hidden hunger)」と
も呼ばれる微量栄養素欠乏で苦しんでい
ます。子供の場合2億5千人がビタミン A
不足に苦しんでおり、同数の子供が鉄分、
亜鉛、カルシウムなどのミネラル不足に
苦しんでいます。
5歳未満の児童の死亡件数が毎日約2万5
千件ですが、そのうち3分の1が栄養失調
による死亡です。信じがたいことですが、
この統計は事実です。この数年間の高騰
する食糧価格によって状況はもっと悪く
なる見込みです。災難を避けて飢餓と栄

32 TRUE PEACE

第一回鮮鶴平和賞受賞者の講演文 ❷

小規模農業と
食糧安保と平和

モダドゥグ・ヴィヤイ・グプタ博士



養失調の解消や基本的な食糧権を提供す
る十分な資源と知識を持つ現代の世の中
で、このような悲観的な状況が起ってい
るのです。2000年に世界の指導者たち
は、ミレニアム開発目標を通して人類の
飢餓と栄養失調を 2015年までに半減さ
せるという目標を立てました。その目標
は一部進展を見せましたが、飢餓と栄養
失調は大部分の発展途上国が今もなお抱
える大問題なのです。

未来の食糧需要

現在の状況がこのようであるのに、未来
はどうなるでしょうか? 世界の人口は既
に 70億人を突破し、歴史上初めて一世代
のうちで人口が二倍になる見通しであ
り、35年後の2050年には90億人に達する
でしょう。こうなった場合2050年度まで
に発展途上国内に百万人当り一つの都市
を 5日ごとに作らなければならないとい
う予想が立ち、この事実だけでも状況が
どれほど深刻か分かります。
世界食糧機構は2050年までに増える人
口の食糧需要を賄うためには、世界的に
生産量を60パーセント増加させなければ
ならず、発展途上国では2090年までに
100パーセント増加させなければならな
いと見ています。更に深刻な問題は人類
歴史8千年間で生産した生産量よりもっ
と多くの食糧をこれから 35年の間生産
しなければならないという事実です。
科学界の抱く疑問は、果してこのような

規模の食糧生産が一度に可能なのかと言
うことです。資源は枯渇して行き、地球温
暖化が干害と洪水を増加させ、緑の革命
の影響が減少し、第2の緑の革命が要求さ
れる条件でということです。国際食糧政
策研究所の研究によれば、多くの農作物
の生産が気候の変化によって35年後には
25パーセント減少すると言われていま
す。私たちが予想する食糧需要を賄えな
ければ、発展途上国内に貧困と栄養失調
が増加し、政治的不安が引き起こされる
ことでしょう。
この時点で私たちが自問してみるべきこ
とは、今日私たちが目撃している食糧不
安定が本当に食糧生産の不足のためなの
かということです。食糧生産が十分な国
でも飢餓と栄養失調は存在します。食糧
接近が可能な国や市場ですら、人々の購
買力がなければ食糧に近付くことができ
ないのです。食糧に対する接近は、ある世
帯が食糧を生産したり購買することがで
きる十分な所得を得てこそ可能なので
す。したがって食糧安保は「貧困の減少と
根絶」に関係があります。

食糧安保と平和

食糧安保と平和の連関性を見てみましょ
う。世界各地で平和を脅かす貧困と飢餓
は、地域紛争と社会暴力の根本原因にな
っています。私たちは急激な世界の食糧
価格の上昇により、低所得国家で1億 5百
万人を貧困に落とし入れ、政治、経済、社

会の不安を引き起こした2007年~2008年
の食糧危機をよく覚えています。一部の
国家では紛争のために食糧供給の不安定
が発生しますが、大部分は社会の経済的
不平等、土地と天然資源の不公平な分配
が原因です。従って社会暴力の根源であ
る飢餓、貧困、不公平の根絶を要求する声
が日増しに大きくなっています。持続的
な平和のためには発展を阻み社会紛争を
造成する食糧供給の不安定、貧困、人間性
の欠如などの根本問題を解決しなければ
なりません。
世界銀行によれば食糧とエネルギーの高
価格は最低33の発展途上国で潜在的に深
刻な緊張と社会不安を引き起こしていま
す。これらの国々の大部分の家庭が所得
の1/2 ないし 3/4を食費に費やしていま
す。先進国の食費が15パーセント以下な
のとは対照的です。これらの人々にとっ
て飢えは常に存在する脅威であり現実で
す。彼らの食糧への権利は、まれに文書上
のみで存在するだけなのです。
貧困と欠乏は地域紛争と社会暴力の根本
原因です。大部分の欠乏が地方に分布し
ていますが、世界の貧困人口の70パーセ
ントが一日に一ドルにも満たない金額で
生活しているのです。したがって、彼らは
貧困減少と食糧安保の最優先の目標対象
となるべきなのです。私は飢餓問題が解
決される時、家庭、社会、宗教、政治を越え
て、初めて持続的な平和が訪れると固く
信じています。
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魚と食糧安保と平和

このような脈絡でこの50年間の私の努力
を謙虚にお話しさせていただきます。ラ
オスやバングラデシュのような発展途上
国の養殖共同体を科学的な裏付けのも
と、十分な食糧と栄養安保を提供するま
でに、魚の養殖が貧しい田舎の生活と生
計にどのような変化をもたらすことがで
きるのかを考察してみようと思います。
食糧安保において、間接的には平和世界
の具現に魚がどのような役割を果すのか
について申し上げます。魚といえば私た
ちは海、珊瑚礁、川、食堂などを思い浮か
べますが、栄養不足、高い乳児の死亡率な
どを思い浮かべはしません。魚がタンパ
ク質、必須脂肪酸、ビタミン、ミネラルを
豊富に含み、発展途上国の人々の動物性
タンパク質の主要供給源だということは
よく知られている事実です。魚は45億人
以上の世界の人々に最低15パーセントの
動物性タンパク質の摂取を提供します。
経済的な観点から魚は、国際的に一番多
く取り引きされる生産物であり、国際取
り引き額は毎年約 1,600億ドルと推定さ
れています。多くの国々で魚の輸出によ
り得られる外貨によって他の食料品を輸
入しています。また牛肉や豚肉など他の
動物性タンパク質の生産と比較すると、
魚の養殖はエコ的です。
みなさんの中には地球温暖化、都市開発、

天然資源の枯渇、魚類乱獲による気候パ
ターンの変化により、海や川の魚が底を
ついているということをご存知の方もい
ることでしょう。これにより生計型の釣
りに依存してタンパク質を確保している
アジアとアフリカの貧しい人々が影響を
受けています。現在の消費パターンを土
台として需要を満たすためには2030年
までに3千万トンの魚を追加で生産しな
ければならず、海や川での持続的な乱獲
により枯渇しているため、この需要の大
部分を水産養殖を通して賄わなければな
りません。文鮮明総裁は海と水産体系が
食糧安保と平和に寄与する主な潜在資源
だということを正確に調べていました。

未開拓分野の開拓

既に言及しましたが、自主的に増加した
生産量で世界的な食糧供給の不安定の問
題を解決することが出来るのかという問
題が台頭しています。20世紀初頭以降1
人当りの利用可能な食糧は過去よりは多
くなったものの、約10億人が飢えと栄養
失調に苦しんでいます。その原因のうち
の一つは毎年生産された食糧の30パーセ
ント以上、すなわち約13億トンの食糧が
生産から消費に至る段階で捨てられてい
るからです。発展途上国では加工施設と
保存設備の不足により、生産から販売に
至る間に損失が発生し、先進国では主に

購入から消費に至る過程で損失が発生し
ます。したがって十分な食糧生産が可能
なのかと言うことより、どのように食糧
に近付くのかがより重要なのです。貧困
が減少し貧しい共同体の食糧接近の機会
が増えずしては、食糧安保の問題を解決
することはできないでしょう。
現在世界の食糧の80パーセント以上が小
規模農業従事者によって生産され、90パ
ーセント以上が発展途上国で生産されて
います。また水産業と養殖が10パーセン
ト以上の世界人口に食糧安保を提供し所
得増加に寄与しているため、小規模農業
従事者の生存と生計を保障することは非
常に重要です。中国には「人に魚を与えれ
ば一日を養えるが、魚を捕る方法を教え
れば一生を養える」という諺があります。
この何年間か私は未開拓分野である水産
養殖にフォーカスを当てて、全世界の様
々な国々の資源のない小規模農業従事者
のために技術を開発し、これらが持続的
に発展するよう力量を強化して来まし
た。私は最初、田舍の貧しく土地を持たな
い人々が貧弱な資源でも利用可能な技術
を開発しようと努力しました。農業従事
者を訪ねて彼らの社会、文化、経済面を基
盤とし、彼らがどのような資源を利用す
ることができるのかを把握して、簡単に
適用し持続できる低費用で危険の低い簡
単な技術を開発しようとしたのです。
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1970年代にインドで始まりアジア及び
アフリカの国々で広がって行ったこの接
近法は、様々に魚の生産量を増加させる
結果をもたらしたし「青の革命」の基盤に
なりました。その実例として1970年代イ
ンドで130万トンだった水産養殖の生産
量は420万トン以上に増加し、1980年代
バングラデシュで7万5千トンだった生産
量は100万トンに増加しました。この革
命は生産量の増加のみをもたらしたので
はありません。田舍にある数百万世帯の
生計を向上させ、新たな職を産出する結
果も生みました。

田舍の発展と統合農業方式
小規模農業従事者と貧しい人々が農業で
利益を得ようとするなら、田舍の発展の
観点から水産養殖を考えるべきです。ア
ジアで開発され現在アフリカで試されて
いる農作物と家畜の統合水産養殖システ
ムは低い危険性とエコ的な条件で世帯の
所得を増加させ、食用作物の栽培を増大
させる結果を生みました。例えば私たち
がアジアで行った魚の養殖と稲作の統合
は利益を増大させること以外にも、米の
生産量を9~11パーセント増加させる結
果をもたらしました。統合方式は殺虫剤
をほとんど使わずにより良い環境が可能
であるからです。

資源接近法

私たちは小規模農業従事者のための技術
開発こそが、土地を持たない多くの人々に
水産養殖の恩恵を与える手段であり方法
だと考えました。国連の食糧農業機関
(FAO)と国際労働機関(ILO)によれば、10億
以上の世界農業人口のうちのほぼ半数が
土地を持たずに労動者として働いていま
す。また仕事をする2億4千万人の世界の
子供の中で、60パーセントが水産業や水
産養殖を含む農業に従事しています。この
子供たちが学校の代わりに職場に行って
仕事をする根本原因は貧困のためです。
私たちはこの問題をある程度解決するた
めに草の根次元で働くNGOと手を結びま
した。土地を持たない多くの人々を5~10

人のグループにし、動機付与をし教育する
のはもちろん、彼らが池を公的、私的に賃
貸できるよう手助けし、養殖を始められる
ようにしました。私たちは子供が学校の勉
強に差し支えなく養殖活動に従事できる
程度の簡単な技術を開発しました。このよ
うな努力は未活用の水資源を活性化させ、
土地を持たない世帯の生計手段を新たに
つくる結果をもたらしました。この接近法
が成功したことでアジアとアフリカの多
くの国々で導入されています。

女性の権利向上

それでは水産養殖を通じた田舍の女性の
権利向上について簡単に申し上げます。
私たちは女性が国際政治、法人運営、産業
など各分野で大きな役割を果していると
いうことをよく知っています。この場に
も多くのロールモデルがあります。この
ような内容は田舍よりは都市にふさわし
い話かもしれません。
私たちは多くの国で活動し、貧しい田舍
の共同体を数えきれないほど見て来まし
た。この共同体の特徴は家庭が男性の貧
弱な収入に依存しており、女性は何らの
所得手段もなしに家にこもっているとい
うことです。女性がさまざまな家事をこ
なしてもお金を稼がないため、夫は「妻は
何の仕事もしない」と言います。このため
に田舍の女性は家庭や社会において何ら
の発言権もありません。食糧が十分では
なく熱量摂取も女性が男性より30パーセ
ント少なかったのです。
そこで我々は水産養殖を通じて、田舍の
女性が世帯の所得と食糧安保に寄与する
方法を考えました。しかしそれはたやす
い事ではありませんでした。時には文化
的、宗教的汚名を被る場合があるため、彼
らを説得して動機付与することはかなり
大変な事でした。しかし一旦水産養殖を
始めて家庭に所得が発生すると、だんだ
んと多くの人が水産養殖にとりかかるよ
うになりました。これは世帯の所得を増
大させ、栄養状態を改善し、子供に少しで
も良い教育を受けさせる結果を生み、最
終的には家庭や社会で女性の権利を強化

する結果につながりました。
発展途上国では女性農業従事者が仕事を
すれば、農業生産量が2.5~4パーセント増
加するという研究結果が出ています。そ
れだけでなく南アジアとサハラ砂漠以南
のアフリカ地域で女性の地位を男性と同
等にさせれば、おのおの1,340万人、130
万人の子供の栄養失調を減らすことがで
きるという研究結果も出ています。この
研究は女性がお金を稼ぐようになれば、
家庭がずっと安定し幸せになり、子供に
良い教育を受けさせることができるとい
う結果を示しています。また田舍の共同
体内の農業従事者として、革命家として、
家庭の管理者として、女性が持つ固有力
量の重要性が証明されています。

生命工学の適用

私たちは緑の革命を語る時、飢餓から数
百万人の人々を救うことができる遺伝的
強化と品種交配について語ります。しか
し魚の場合、特に熱帯地方では養殖をあ
まり行わないため、遺伝研究に取り掛か
る力量不足の状態でした。そこで私たち
は先進国の研究機関と発展途上国の研究
所ネットワークをパートナーシップで通
じ、アジア、太平洋、アフリカの発展途上
国の人的資源を開発し制度を強化するこ
とに努力を傾けました。その結果、早く育
つ魚の種類を様々に開発し、発展途上国
内の魚の生産量増加に大きく寄与するこ
とができました。

結わりに

最後に申し上げたいことは、青の革命が
まだ初期段階にあるということです。青
の革命が食糧と栄養安保に寄与し、貧し
い数百万人の田舍の人たちの生計を改善
するには、まだすべきことがたくさんあ
ります。そのためには国の適切な戦略、開
発計画、適切な資源の分配が必要です。す
べての人々が幸せに暮すことができる平
和な世界を建設するために、私たち全員
が一心に力を合わせて貧困、飢餓、栄養失
調の問題を解決していきましょう。長い
時間、ご清聴ありがとうございました。
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世界平和統一家庭連合（FFWPU）世界本部
は、今回重要な総会が開催された背景に
ついて次のように説明した。「天地人真の
父母様天宙聖和３周年は『侍墓（シミョ）』
の期間が終わり、天宙史として空前絶後
の歴史的瞬間です。東洋の礼法における

『侍墓』とは、父母が亡くなってお墓に土
を盛り埋葬した後、その西側に仮のいお
り庵を建てて喪に服し、３年間そこで暮
らしながらお墓を守ることで、亡くなっ
た父母に捧げる最も孝行と見なされるこ
とです。そうならば全人類がすべきこの
侍墓精誠を、真のお母様が全人類（子女）
の代わりに直接行われ、この侍墓精誠を
通して人類を許し愛し一つにさせる基盤
を相続してくださいました。」
今年の総会の最も重要な時間は、９月４
日に行われた「決意式」だった。それぞれ

が心に覚悟を決め、真の父母様に敬拝を
捧げ、心を一つに真のお母様に侍ること
で、それぞれ参加者の魂の中に真の父母
様の恩賜とお導きが溢れ出る時間だっ
た。今回の総会はこの場に参加した指導
者全員が霊的な転換点となり、真のお母
様のお導きは各国の教会発展に枢要な役
割を果たすことだと確信している。真の
お母様の娘様である文善進世界会長もま
た、世界各国から集った指導者に多くの
精誠を注がれた。
今回、総会の重要内容だったことはチ
ョ・ソンイル世界本部事務総長のビジョ
ン2020勝利に向けた戦略発表だった。ま
た４人の参加者が様々な視野で真の父母
様の重要性と価値について発表する時間
を持った。今回参加した指導者は聖和３
周年と基元節以降、真の父母様の業績の

重要性について深く理解しそれぞれの国
へと帰るであろう。
また指導者は、鮮鶴平和賞財団会長を代
行しているトーマス・ウォルシュUPF世
界会長による鮮鶴平和賞に関する説明
や各大陸会長の報告、そして天一国五苑
に関する報告を聞く時間もあり、体育大
会や賛美やキャンドル祈祷会にも参加
した。

内的焦点

今回天一国指導者特別総会で参加者た
ちは、四つの論点を集中的に討議し、真の
お父様聖和の意義と価値と聖和３周年
の重要性について再考し、また真の父母
様の位相について更なる理解と評価を
伝えていくための情報も得た。そして内
部の分派活動に対し、論議する機会の場
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も用いられ、天一国指導者との間でより
緊密な和合を促進していける構造の手
段を考察した。
教育資料は世界平和統一家庭連合世界本
部傘下の人材開発院にて開発され、環境
や全般的な行事計画は真のお母様の秘書
の役目をする世界本部の職員が企画し実
行した。この全ての活動の目標は、真の父
母様の実体み言を相続し、天一国の真な
る指導者としての力量を強化することで
あった。

ハイライト

９月２日、文善進世界平和統一家庭連合
世界会長は、この時期に個人的に探究す
る必要のある要点を把握し開会の辞で
次のように述べた。「真のお父様と共にし
てこられた真のお母様の生涯路程の歴
史とその内容について学んでいき祈り
を続けていかれるよう望んでいます。こ
れを通して真のお母様が真のお父様の
永遠なる同伴者であり、真の父母様の位
相に傷がつかない真理としてさらに理
解できることでしょう。真のお父様の絶
対的価値を汚さずには、真のお母様と絶

対的に一つになられた位置を誰も否認
はできません。お二人のうちどちらかが
否定するとすれば、私たち自身の暮らし
を否定することとなります。真なる息子
娘になるには真なる根源を知らなけれ
ばなりません。」
アメリカ統一神学校（UTS）の旧約聖書学
の教授としてよく知られているアンド
リュー・ウィルソン博士は、真のお父様
の使命にある五つの核心要素と、真の父
母様の全体の勝利において真のお母様
の路程での勝利が何故重要なのかを説
明した。真のお父様の使命はイエス様が
果たせなかったみ旨の完成、堕落と堕落
の歴史において失われたことに対する
蕩減、人類救援に向けた道の備え、天一
国開門、そして究極的に神様の解放であ
った。
ウィルソン博士は特に、真の父母様の共
同使命における真のお母様の摂理を明
確に明かした。真のお母様はただ単につ
いて行かれたのではない。真のお母様は
人生のあらゆる訓練や経験が神様のお
導きのもと、お父様との出会いで完成さ
れたのを確かにご存じであり、そのよう

な自覚を持たれた環境の中で行動され
た。真のお父様に対する従順は、天に対す
る従順の延長線であるということを真
のお母様ご自身の意識による結果だっ
た。神様は、お父様に命じられたことの重
要性や意図について説明されなかった
ことと同様に、お父様も詳しいご説明な
しに重要な摂理的使命を担われたお母
様を信じておられた。このように真のお
父様に対する信頼と神様に対する信仰
の力で並々ならぬ努力をされ、辛く苦痛
な経験を耐え忍び最後の勝利に向かい
孤独な闘いをすることは真のお母様に
担われた義務であった。神様と真の父母
様の関係に対するこのような観点は、お
二方の生涯路程の苦難を強調するだけ
でなく、真の父母様の地上生活において
大変な摂理的進歩を成し遂げることの
中心になったのが「愛」であったことを明
白に見せてくださっている。
今回天一国指導者特別総会に参加した指
導者たちは、各自の活動分野に戻り、食口
を導き、彼らにインスピレーションを与
えることができる多くの内容を手にして
いくであろうと期待している。
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愛する天の父母様、尊敬してやまない天
地人真の父母様、そしてこの場に集われ
た世界指導者の皆様！今日我々は、真の
父母様の生涯と業績をまとめた『真の父
母経』の出版を祝い、これを天の父母様と
真の父母様に奉呈する貴い場を共にして
おります。尚且つこの場は、真のお父様聖
和以降、真の父母様の伝統と偉業を伝承
するための意味深い場でもあります。
真の父母様は天の復帰摂理を完成するた
め、天上と地上の人類のために生涯をか
けてみ言を宣布し教育して来られまし
た。これまで真の父母様が残されたみ言
は、『文鮮明先生み言選集』を含め700冊以
上にもなります。真のお母様はこのみ言
集で宝石のように核心を抽出しまとめ
て、人類が代々受け継ぎ読むことができ
るようにするよう述べられ、その御旨を
受け入れ、「真の父母様み言編纂委員会」
では2013年の基元節に天一国経典『天聖
経』増補版と『平和経』を出版、奉呈したの
に続き、今回『真の父母経』を発行するこ
とになりました。

『真の父母経』は真の父母様の誕生や成長、

召命、聖婚、そして人類救援と平和世界実
現に向けた全般的な摂理の行跡など、感動
的な生涯路程に関するみ言を一目瞭然に
まとめ上げたものです。この『真の父母経』
は生涯をかけ神様のみ旨を完成しようと
献身して来られた真の父母様が残された
血と汗と涙を記録し、神様の摂理史の最終
勝利の報告書でもあると言えるでしょう。
さらに、神様が真の父母様を通して成そう
とされる摂理の重要な内容がすべて収め
られている点で、天一国の永遠な礎となり
道しるべとなることでしょう。
今回韓国語版だけでなく日本語版、英語
版の『真の父母経』を同時に発刊すること
になりました。特別に『真の父母経』を編
纂する過程において、真のお母様が多く
の指導をされたおかげで完璧な経典を発
行することができました。もう一度真の
お母様に心より感謝を申し上げます。
尊敬する世界の指導者の皆様、この天一
国経典がすべて発刊され、真の父母様が
残されたみ言を美しい経典三冊に収め人
類に代々伝承していけるようになったこ
とは、どれほど歓天喜地な事であるか言

葉にも表すことができません。特にこの
三冊の天一国経典は八大教材教本は勿論
のこと、2000年度以降のみ言の核心を抽
出し収めることで、誰でも簡単に真の父
母様のみ言に触れることができ、真の父
母様の教えの通りに生きていくことので
きる道が開かれたのです。
並びに天一国経典『天聖経』では神様の本
体について明確に解明したのは勿論のこ
と、『平和経』では世界平和の具体的な実
現法案を提示しているので、今後この経
典だけでも神様と人類がこれまで念願し
てきた超宗教、超人種、超国家の理想世界
を実現できるようになるはずです。
今後我々は真の父母様が残されたみ言を
生活化するのは勿論のこと、この地に神
様の理想と伝統が一日も早く実現される
よう精誠と努力を集中して傾けなければ
なりません。なお、真の父母様が見せて下
さった真の愛と犠牲のモデルとなる人生
を手本に、我々皆が真の父母様が歩まれ
た道に沿って神人一体の完成した人生を
生きていかねばなりません。
敬愛する世界の指導者の皆様、同時に真
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世界中よりお集まりになられた指導者の
皆様！「真の父母経」を出版して下さった
天の父母様と真の父母様に、我々共に感
謝と栄光をお捧げいたしましょう。これ
は真の父母様のみ言と生涯を収めた経典
であり、全人類に下賜される偉大なる遺
産に他なりません。真の父母様が「復帰の
道は求めていく道であり、原理の道は踏
みしめていく道である」と語られた如く、
復帰摂理を完成され、人類が経るべき原
理の道を提示した経典の出版の意味につ
いて調べてみようと思います。
最初に、「真の父母経」は真の父母様が復
帰の道を開拓し勝利された証言書であり
ます。神様の望みはアダムとエバが創造
本然の姿通りに成長、完成し、真の家庭を
作り人類の善なる最初の始祖である真の
父母となる事でした。しかしイエス様が、
イスラエル民族の不信によりみ旨を成し
遂げられないまま、十字架に掛かり亡く
なられましたが、真のお父様は第三次ア
ダム、即ち再臨メシヤとして来られ聖身
一体であられる真のお母様を迎え、人類
を霊的に完全に甦らせてくれる実体の真
の父母様となられました。
1960年御聖婚以降の７年間は、家庭を
中心に人類歴史上において前人未踏の
完成期である７年路程を開拓していか
れる期間でした。この期間、人類始祖の
堕落で失われた真の家庭を完成され、
1968年１月１日歴史的な「神の日」を宣

布されました。特に人類が真の子女とし
て復帰する、救いの恩賜は1960年４月
11日の聖婚式から1968年1月1日に『神
の日』を宣布されるまでの7年路程を通
して、天の父母様と一体を成し、実体と
なられた歴史的な出来事に基づきます。
まるでクリスチャンがイエス様を信じ
救いを受けたのは、二千年前イエス様が
十字架に掛かり亡くなられ復活された
出来事、血を流し罪滅ぼしをされた出来
事に基づくのと同じです。
真の父母様は永遠であられます。天の父
母様が永遠であるのと同じように、人類
の永遠なる真の父母様になられました。
新約聖書において「イエス・キリストは、
きのうも今日も、また永遠に変わること
のない方です。いろいろ異なった教えに
迷わされてはなりません。 (ヘブライ人へ
の手紙13章8～9節)」と言ったように、真
の父母様に永遠に侍り、不変なる信仰の
道を行かねばなりません。
二番目に『真の父母経』は人類が経るべき
原理の道を見せています。言い換えれば
真の父母様は人類が行くべき真の家庭の
典型を作られました。そして神様を愛し、
人を愛し、万物を愛しながら36家庭から
段階的に祝福の恩賜を施される等、創世
以降、最初の真の家庭理想を完成される
ことで、人類が受け継ぐべき人生の典型
を立てられました。これから人類はこの
ような「為に生きる人生」を生きて来られ

た生涯の伝統を原理として、愛と平和共
同体を実現し、兄弟姉妹の皆さんは真の
父母様の伝統を受け継ぎ、氏族メシヤの
責任を全うしなければなりません。
三番目に「真の父母経」は真の父母様の生
涯の業績のうちクライマックスが基元
節であることを教えて下さっています。
基元節は全人類の完成なる解放節とし
て、真の父母様による復帰摂理歴史の終
結および実体的天一国の出発の起源と
なる日です。神様の選民第一イスラエル
民族の最大の名節である「過ぎ越しの祝
い」は第一イスラエル民族の蘇生となる
解放節だとすれば、第二イスラエル民族
の最も大きな祭りの日である「復活祭」は
長成となる解放節であり、第三イスラエ
ル民族の「基元節」は完成なる解放節とし
て神様の救援摂理歴史上最大の記念日
と祝祭になるのです。従って真の父母様
の業績の中で最大最高の業績は「基元節」
に他なりません。
世界指導者の皆様！今日奉呈した「真の
父母経」は真の父母様が誰でおられるか
を明確に明かしているだけではなく、我
々が行くべき方向を具体的に提示してい
ます。真の愛と真理と生命のみ言とその
み言通りに生きて来られた真の父母様の
偉大なる生涯を見習い、我々皆が天一国
に定着し完成することに総力を尽くして
いくことを共に力強く誓いましょう！あ
りがとうございます。
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復帰の道を開拓され、
勝利された証言書

李載錫 | 真の父母様のみ言編纂委員会副委員長

の父母様がそれほどにも望まれた天一国
定着とビジョン2020実現に向けて、神氏
族メシヤの使命を全うすることを誓うこ

の時間となれば幸いです。神様の解放と
人類の救援に向けて一生涯を生きて来ら
れ、我々に人生の本形と伝統とその教え

を与えられた真の父母様に、もう一度深
く感謝をお捧げ申し上げながら記念のご
挨拶とさせて頂きます。



尊敬する世界指導者の皆様！今日、韓鶴
子総裁を迎えた中『真の父母経』出版を記
念するこの場で祝辞を述べることができ
ることをとても光栄に思います。皆様も
ご存じのように、真の父母様ご夫妻は空
前絶後の超人的なるお姿の人物であり、
世界的な指導者であられます。また世の
中のどの宗教家たちも思いつかない「神
様の解放」と「人類救援」のモットーを掲
げ、人生を神様の聖業に向けて全力投球
して来られました。
尚且つご夫妻は全生涯を通して栄光と苦
難を共にし、また万難を克服され、偉大な
生涯と輝く実績、大勝利を収められまし
た。今日人類が進むべき道を教えて下さ
り、一生を世界平和実現に向けて尽力さ
れた真の父母様ご夫妻に、皆様熱烈な拍
手を送りましょう。
満場の指導者の皆様！敬愛する韓鶴子総
裁は真の父母様の偉大な遺業と遺志を継
承、発展、昇華し成功させるため、こんし
ん渾身の力をふりしぼり、統一運動の新
たなルネッサンス時代を開こうと献身し
陣頭指揮、全力投球しておられます。今日
世間の前に公開することになった『真の
父母経』は、ご自身の全てを犠牲にし人類
に向けて真の愛を広げられたご夫妻の肉
声を収めたという点で、私たち人類に真
の愛と真の家庭と平和、そして正義と真
理と良心の素晴らしい手引きとなること
を確信しております。
また私たちは総裁ご夫妻が公私共に語ら
れたみ言の中、真珠のような核心のみを

抽出し構成や体系において世界最高レベ
ルの大経典として編纂、奉呈する意議深
い場を共にしております。有史以来、数多
くの宗教が経典を備えていますが、『真の
父母経』は質や量において比べ物になら
ないほど広く深いみ言であることは勿
論、内外面においても感嘆を隠しきれま
せん。このように永遠に伝承される貴い
み言や業績を収めた『真の父母経』の出版
記念式を迎えられたことに、御祝いの言
葉を述べる次第です。この歴史を発想し
決断を下された真のお母様と、その旨を
受け入れ精誠を尽くし昼夜もなく苦労さ
れた金榮輝委員長を始めとする編纂委員
に大きな拍手を送りましょう。
愛する指導者の皆様！今日私たちは一丸
となって、天に向かい歴史に向かい大き
な歓声をもって総裁ご夫妻が見せられた
真の愛と平和と正義と真理の道に積極的
にまた決死の思いで賛同し、先鋒的、その
中心の役割を果たすことを丁重に提議い
たします。全生涯を通して血と汗と涙で
作られた輝かしい業績と名誉、栄光に対
し誰も、またどんな理由があってもわず
僅かでも傷をつけてはならず、これを更
に大きく継承、発展、昇華させなければな
らないという決意を私たち皆が固く心に
決めなければなりません。
尊敬する指導者の皆様！志を共にする世
界の指導者の皆様！最後に80年間、微力
であったとしても教育や平和や統一の道
を歩んで来た老学者として、心の中から
湧き出ずる良心の声をお伝えいたしま

す。真の父母様御夫妻は一心同体、お一方
でいらっしゃります。心も、体も、信仰も、
哲学も一つであり、進まれる、指向される
方向もまったく一つです。
総裁御夫妻は、一様に一つとなられ、全生
涯を通して栄光と勝利の道においても、
苦難と茨の道においても、神様の道に従
って、共に一つの道を歩んでこられ、今現
在、この瞬間にも共に一つとなり、歩んで
おられ、これから展開される永遠な未来
においても、神様の道に従って共に一つ
となり、歩んで行かれることでしょう。
尊敬する真の父母様であられる韓鶴子総
裁は、文総裁が聖和された後、こみ上げる
愛おしさと悲しみ、寂しさ、そして有形・
無形、内外の挑戦を知恵深く、勇敢に克服
され、卓越された指導力を発揮され、その
偉大な遺志と遺業を成功的に継承・発
展・昇華させていらっしゃいます。この
聖業の遂行のために皆が一つとなり、積
極的に同参し、全力投球で協助して下さ
った全ての内外の指導者の皆様に、深い
感謝と限りない尊敬の言葉を捧げます。
21世紀女性の世紀として相応しい真の
愛と平和、感性や想像力や細やかさ、そし
て断固さと決断力をあまねく備えられ、
真と善と美と愛の象徴的な指導者であ
られる尊敬してやまない真のお母様、韓
鶴子総裁に対し私たちは一丸となり絶
対孝誠、絶対忠誠、絶対従順、絶対保衛す
る真の息子娘としてその使命と責任を
尽くしてまいりましょう。ありがとうご
ざいます。
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真の愛と真の家庭と平和、
そして正義と真理と良心の
手引き

金玟河 | 世界日報会長



私は儒教の家庭に生まれ、1956年に43歳
で入教した。その当時の新聞を見ると統
一教会の評判は良い方ではなかった。評
判が悪い時に私は統一教会に入ってきた
のだ。私は新聞を見る時、噂が問題ではな
く、教え自体が真理か否かということが
問題だという考えだった。私を導いた人
に引かれ統一教会本部に案内され、劉孝
元協会長から原理を聞くようになった。
私は学生の頃、共産主義運動に加わった
ことがあって共産主義の唯物史観を知っ

ていたため、復帰原理を聞いたとき、これ
が統一原理の歴史観であることを悟り、
入会を決心したのだった。

象徴的に命令された先生

私が統一教会に入教してから普段抱い
ていた色んな疑問の骨格は解決してい
ったが、依然として細かい問題は原理だ
けではすっきりと解決されないままで
あった。そこで先生に直接お会いし質問
をした。先生は部屋に数名いる時は全体
に向かってみ言を語られたが、その内容
は私の質問に対する回答の内容である
時が度々あった。思想的なみ言だったの
で一般の食口はその意味を分かっては
いなかったが、私はきちんと理解できて
いた。私が質問すれば、その質問に関して
ある時は単独で細かく説明して下さっ
たりもした。
私が感激したことは、人生の難問題を完
璧に明快に解決して下さっただけでな
く、民族と人類に対し、また歴史上の多く
の聖賢と義人と預言者に対し、限りない
憐憫の愛を抱いておられるということだ
った。私の目に映った先生の姿は、この世
の人間の姿ではなかった。この方は無限
の知恵の宝庫を持っておられ、無限の憐
憫の愛を抱いておられる聖者であり、神
様が人の形となり人間を救うため生まれ
たメシヤだったということである。私は
心の奥深くで、とあることを誓ったこと
があった。それはこの方の思想を体系化
させ、世界に広めようというものだった。

その理由として、まずこの方を全人類の
前でメシヤとして証しすることだった。
私のように悩んでいた人間が、この世界
にいくらでもいるはずなので、そのよう
な人々を早く救ってあげなければならな
いと考えた。
統一教会の草創期に感じた様々な事柄が
あったが、そのうちの一つ、先生は絶対に
個人に対し命令はされないということだ
った。これは非常に印象的だった。金誰
々、李誰々に命令したいことがあれば集
会や礼拝の時に皆に向かって「統一食口
はこのようにしなければならない。」と一
括して語られたのだった。なぜそうされ
たのかと言えば、直接命じられることは
直接主管を意味するからであった。
実際、直接命令したとしてもその人がそ
の命令通りに動けばよいが、もしそう動
かなければそれが条件として引っかかる
からである。すなわち天の命令に従わな
かったという条件が立てられ、一生消え
ないという意味なのである。未来におい
て悔い改めて良くなったとしても、その
霊的履歴書には天の命令に服従しなかっ
たという汚点を残すようになるのであ
る。したがって本人のためにも直接命令
をされなということを悟ったのだった。
直接命じたいときにどうされるかと言え
ば、象徴的な表現を使われたのであった。
その一例を取り上げてみることにする。
ある大学教授が入教し、自分の素晴らし
さを表したくて偉ぶっていた。ある日の
夜、先生はガラスのコップを小麦粉で一
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真のお父様の弟子への指導法
真のお父様が弟子たちを指導された特別なる方法を『証言(成和社,1986)』に掲載された李相軒(36家庭,1997聖和)の証しと石井トミ
子(43家庭)、梶栗玄太郎(43家庭)、タイラー・ヘンドリックス(2075家庭)の証言を通し調べてみる。真のお父様は未完成圏にいる弟子
たちを導くために、象徴的、仮説的、未来的表現で自ら実践を通して様々な方法で指導された。

自分自身の責任分担
を目覚めさせてくれ
た真のお父様

李相軒 | 
前統一思想研究院長兼国際勝共連合
理事長

証 言



杯にし、その上から水を注がれた。当然水
は全部溢れて流れた。全員「何故先生はあ
のような事をされるのだろうか？」と変
に思っていた。器というのは、その中に何
かが入っていれば、他のものはそこに入
らない。同じように真理を受け入れたい
のならば、心を全て空っぽにしなければ
ならない。心を空にしないで知識をその
まま備えているだけでは、いくら偉大な
天の真理だとしても入ってはいかない。
このことを直接み言で語られる時そのま
ま聞き入れれば良いのだが、聞き入れら
れないのならば条件に引っかかるため、
象徴的に、比ゆ的にそのようにガラスの
コップを小麦粉で満たし、その上から水
を注ぐ方法で悟る者だけが分かるように
されたのだった。
また仮説的、未来的な表現も良く使われ
た。もし誰々がこのようにすればこのよ
うになるという表現法、英語でいえば「If」
に当たる。例えば金という者がいて先生
がその者に命じる時、「もし金誰々が伝道
に出るとすれば立派な伝道をしてくるだ
ろう」と語られるのであった。それは命令
ではなかった。後に私はその人に会い、先
生はどうしてそのような表現をされたの
か分からないと言うと、彼曰く、それは

「伝道せよ」という命令なのだということ
だった。その時私も悟ったのだった。この

ように象徴的、可能的、未来的に語られる
ことで、「今後このようになるからこれに
対し準備せよ！」という意味を伝えてお
られるのだった。私が何故このような例
を語るのかと言えば、統一思想に関して
もこのような未来的表現で命令されてい
たことを、私も最初は知らなかったとい
うことを明かすためである。

摂理的に無意味なみ言や行動は

されなかった

1958年、私が入教した地である郡山に、
先生が巡回して訪ねてこられたとき、7、
8名の食口が集まった中で、「将来、統一
主義時代、統一思想時代が訪れる」という
み言を語られた。私は特にこの思想に関
心を持っていたため、他の人たちもこの
み言を聞いたが、このみ言は私の心に最
も深く刻まれたのだった。その後、私はそ
のような時代が必ず訪れるということ
を信じていたが、当時私は地方にいたの
で、ソウルの教会本部にいる幹部が互い
に力を合わせ先生の指導を受けながら
懸命に努力し、文化の新たな統一主義時
代、統一思想時代を立てるだろうという
考えしかしなかった。言い換えれば私に
とって命令で、所謂未来的表現として語
られたみ言だということが後になって
分かったのだった。

私が入教して以来、約6年間、先生は全く
「反共だ、勝共だ」というような言葉は一
言も言及されなかったので、私は先生に
ついて人類を救うために来られた純粋な
キリスト教指導者だとしか考えてなかっ
た。反共指導者、勝共指導者というような
ことは、夢にも思っていなかった。反共と
いうみ言を一言も言われなかったからで
ある。したがって私自身も共産主義運動
を行ったことのある過去について誰にも
言う必要がなく、話もしなかった。またそ
のような考えさえも持っていなかった。
過去の経験は完全に忘却した状態で信仰
生活のみを一生懸命していた。
そういう中1960年のご生誕祝賀会にお
いて、先生は多くの食口に証しをするよ
う命じられた。私は「どうか証しをさせな
いでください！」と心の中で祈った。他の
人の証しを聞くことは非常に有益であり
必要だったが、私が証しをすることは何
故だか自分自身を誇りとするように感じ
られ、私の情緒には合わなかったのであ
る。午前中は何事もなく過ぎ安心してい
たが、午後になって再び集まった時先生
は突然、私を呼ばれ、21日断食についての
証しをするよう言われた。結局「祈祷も役
に立たなかった」と思いながら壇上に上
がって証しをした。
21日間の断食とは、1959年12月1日から
21日間行った私の断食のことを言い、神
様の心情を体恤するために某食口の勧め
によって行ったのである。当時、先生は、
神様の心情を体恤しなければ天国に入る
ことはできないと説教の都度語られたの
で、私のような批判的な人間は断食祈祷
でもしないと、特に談判祈祷でもしない
限り神様の心情を体恤することは難しい
と他の人が言うので、決死の思いで断食
を敢行した。そうして21日目になった日
の夜、無限の愛を持っておられながらも
人間を救うため、限りなく苦痛を受け悲
しんでおられる可哀想な神様の心情をほ
んの少し体恤しては慟哭した。先生がど
うしてそのような慟哭を幾度もなされる
かを分かったような気がした。このよう
な体験が主な内容だった。
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真の父母様をお迎えし、記念写真を撮る李相憲（イ·サンホン)前·統一思想研究院長 兼 国際勝共連合理事長



その日の夜、再び私を前に呼び出された。
この時は過去の共産主義運動について証
しをするよう命じられた。先生の命令だ
ったので仕方なく簡単に証しをしたが、
私が共産主義運動をしていた事実は誰に
も話してなかったのに、一体どうしてわ
かったのかが大きな疑問となった。また
どうして先生は私にそのような証しをさ
せたのかも疑問だった。何故ならば先生
は摂理に関係しないことはなされないと
いうことを分かっていたからである。
それまで私は先生について多くのことを
研究していたが、研究してみればみるほ
どに、先生は勝手に誰に対してもみ言や
行動をなされない方であるということが
わかった。その都度、神様のみ旨であると
か、食口の指導に関係があるみ言だけを
常にされるのであった。先生においては
摂理的な意味のない、無意味なみ言や行
動は一つもされないということが、私の
得た結論であった。したがって私に証し
をさせた以上、何か摂理的な意義と内容
があるはずなのだが、それが一体何なの
かという疑問を持たずにはいれなかっ
た。これまで私が学生の頃、共産主義運動
を行っていたことは誰にも話してなかっ
たのに、先生はそれをどうやってわかっ
たのか？共産主義運動の証しをするよう
突然命じられたが、そこに何らかの摂理
的な理由があるはずだが、その理由は何
なのか？長い間その疑問は解かれないま
まだった。

一般的なみ言の中で責任分担を

悟ることができるよう導かれた方法

それから2年が過ぎた1962年のご聖誕前
日の夜だった。夜12時になってご聖誕日
となり先生のみ言が始まった。1時と2時
の間だったと記憶しているが、36家庭を
呼び集めて「今後、幹部は共産主義理論に
勝る実力を備えなければならない」と語ら
れた。この時、私は初めて先生にも反共、勝
共の面があるということを知った。それは
私にとって大きな衝撃以外の何ものでも
なかった。私は常に事柄について色々と深
く考える習性があったので、「いくら共産

主義者だとしても、果たして宗教家が共産
主義者を憎まなければならないのであろ
うか？」と常々思っていた。
原理的に考えて見れば、歴史の終末には必
ずカインとアベルの対立関係が解決され
なければいけないので、最終的には共産主
義と民主主義が戦わずにはいられない。先
生は神様の愛を地上で実践される方であ
るが故、共産主義者までも愛されるはずで
ある。しかし神様の摂理を地上で広げるた
めには、やむを得ず共産主義と戦うしかな
いことも事実である。故に共産主義者に対
する愛の問題や共産主義理論との闘争の
問題は別個の問題である。このように私自
身がまとめたのである。
その日の夜はほとんど徹夜で、ほんの少
し目をつぶって起きると劉孝元協会長が
私を呼ばれ、「昨夜先生が語られたことを
できる人は李先生しかいません。李先生
は以前共産主義運動をした経験があるの
で共産主義について色んなことを良く知
っておられるであろうから、勝共関係は
やはり李先生がやらなければなりませ
ん。」と言うのだった。この時やっと、先生
が以前私に共産主義運動をしたという証
しをするように言われ、私にどのような
履歴があるかを人々に知らせておいて、
共産主義の批判を間接的に命じられたの
だということが分かったのだった。
このように絶対に個人的には命じるこ
とはなく一般的なみ言の中で、その個人
が自分の責任分担を感じ悟ることがで
きるよう導かれたことが先生の指導法
であった。またそれがその当時の摂理の
方式でもあった。最初に証しをさせてお
いて、劉協会長を使って私に関する過去
を分からせて勝共の実力を備えるよう
話をさせた。その時のみ言は36家庭全員
に対する一般的なみ言で、個人に対する
命令ではなかった。よってそのみ言を聞
いた劉協会長は責任者として、その命令
を遂行するために誰かが執筆しなけれ
ばならないと分かっていのだが、誰にさ
せるのかが問題だった。結局特定の人に
させる考えを持たせるよう導かれたと
感じたのだった。

その2年も前に先生が私にそのような証
しをさせたことは摂理だったいうことを
今更になって悟り、またその4年前(1958
年)に統一思想の時代が訪れると語られ
たことも、結局私に対する命令だったと
いうことをその時初めて悟ったのだっ
た。統一思想時代が訪れるという未来的
なみ言を語られ、それを一つの使命感と
して感じるよう導かれたことは後になっ
て分かったことで、それからは統一思想
もしくは勝共に関する理論を立てること
が私の使命であるということを感じるよ
うになった。

1965年、真のご父母様ご一行が来日され
ました。当時、私は本部の総務部にいまし
た。真のお父様は、到着されるや否や壇上
に立たれ、祈祷されました。お嗚えつ咽し
ながら、祈祷されたのです。待ちに待った
お方にお会いすることができたのです。
私は２年間待ちましたが、クリスチャン
は実に二千年間待ち続けたのです。
お父様は説教される中で、「イエス様」と
言われるたびに、涙を流されました。「こ
のお方は、イエス様と同じご心情のお方
だ」ということが分かりました。自分の出
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身がそうだから仕方がないかもしれませ
んが、お父様に対する印象は、正直に言っ
て、「土方の親分」というものでした。もの
すごく苦労されたお方で、人の苦労をよ
く知っておられるお方だと思いました。
おそらく、やくざだったらやくざの大親
分に見えるでしょうし、クリスチャンに
とっては、当然「再臨主」なのです。

当時、私は霊視することができ、人々の
背中にオーラが見えました。そのオーラ
の大きさ、深さ、輝きで、私なりにその人
物を評価していました。西川先生のオー
ラはすごかったです。ご父母様のオーラ
は、破格であり、金色に輝いていました。
その金色の霊の波が、会場全体を包み込
み、そこにいた兄弟姉妹は感動に打ち震
えて、みな泣いていました。三水が流れて
いました。

ある人が何か質問しようとして、「は
い！」と手を挙げた時、お父様は「その質
問は後にしなさい」と言われました。まだ
何も発言していないのに、お父様は、あら
かじめどういう質問をするのか知ってお
られたのです。それには驚いてしまいま
した。まだあります。私は夜寝る前に、お
父様のお部屋のそばの廊下でお祈りをし
ました。すると、翌日の朝食の時に、「きの
う、廊下で祈った者がいるだろう」と言わ
れたて、またびっくりしました。壁の向こ
う側で祈っているのを知っておられたの
です。

ある日、お父様が庭を一人で散歩され
ていた時、ばったり顔を合わせてしまい
ました。周囲には、だれもいませんでし
た。お父様は満面に笑みを浮かべて、私を
ご覧になりました。それはもう、一生涯、
忘れることができない出会いでした。そ
して、「先生をどう思う？」とお聞きにな
ったので、私は「再臨主です！」とお答え
しました。「再臨主か…」と言われながら、
遠くを見つめ、何か考え事をされている
ごようすでした。そのころは、日本ではま
だ「大先生」と呼んでいました。
「武士は己を知る者のために死す」と言

います。自分の過去、現在、未来を知って
おられるこのお方こそ、武士が侍るべき

お方であると確信しました。学生時代に
「武道とは真理を体得することである」と
教えられましたが、このお方は「真理とは
何か」を解明され、それを体得する方法ま
で教えてくださるお方でした。お父様が
教えてくださった真理の核心は、「かたき
敵う討ち」ではなく、「おん怨しゅう讐を
愛せよ」という教えでした。

お父様ご自身が、怨讐である日本人を、
ゆる赦し、愛されたのです。お父様は日本
を救うために、43日間の断食をされなが
ら、西川先生を宣教師として日本に派遣
されたのです。日本人に対し、満面の笑み
をもって対される、お父様の真の愛に触
れ、一瞬にして、反朝鮮の思想は吹き飛
び、「このお方について行こう！」と決心
しました。こうして、私も再臨のメシヤに
従う一人の弟子として加わることになり
ました。
1970年代のある時から、日本政府は真の
お父様の日本入国を拒否し続けました。
日本政府の入国拒否は、1984年のダンベ
リー刑務所の服役で、さらに決定的とな
りました。政治犯以外の刑事事件の犯罪
で一年以上服役した者は、日本に受け入
れないという日本の方針に抵触するとい
うものです。しかし、ご父母様は入国され
なくても、その精神は日本に伝わってい
ます。そして、日本統一教会の基盤は揺る
ぎないものとして発展しているのです。
ご父母様は、日本を守り、日本を生かすた
めに、全力を尽くしてこられたお方です。
私はそのようなご父母様のお姿を直接、
見てきた一人です。今も日本を生かすた
めに、祈り、尽くしてくださっているので
す。日本は、その恩に対して、あだ仇で返
してしまいました。このように、神様に反
対する国が栄えるはずがなく、その後、バ
ブルは崩壊し、人心は乱れ、国は滅亡のふ
ち淵に向かって突き進んでいるのです。
正しいものを打てば、弁償しなければな
りません。これが天地の法則です。もし、
日本に統一教会の群れがいなかったなら
ば、日本はとっくに滅びていたことでし
ょう。真のご父母様の愛に報いる日本に
ならなければなりません。

お父様が日本に初めて来られたのは、
1965年1月28日です。このとき、初めてお
父様にお会いしたのですが、その少し前、
李貞玉先生を通してお父様からお手紙を
いただきました。その手紙には、「父母の
心情、僕の体となって多くの人を育てて
ください」と書かれてありました。この言
葉は、幼い私にはあまりにも高度な内容
でした。しかし、幼い者に期待してくださ
るお父様の心遣いを感じ、とてもうれし
く思ったのです。　お父様のご来日の主
な目的は、聖地を決定するためでした。世
界120か所の聖地を決める一番最初が日
本だったのです。西川夫人（通称、美植マ
マ）から、聖地決定にお父様と一緒に回る
ように言われ、わたしはお父様ご一行と
同行しました。日本の聖地は全部で８か
所定められたのですが、最後の仙台、札幌
には行きませんでした。わたしが行った
のは東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡
の６か所です。ちなみに、仙台と札幌には
美植ママと桜井夫人が同伴しました。名
古屋には、開通して間もない新幹線で向
かいました。新幹線に乗られたのは、お父
様、崔元福先生、西川先生と久保木先生、
それにわたしでした。　わたしは、お父様
とは通路を隔てた反対側に座りました。
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そして、食事を取るときのことです。お父
様は「トミちゃん、ちょっと食べる？」と
言われ、お弁当をわたしに下さるのです。
普通でしたらおそれ多くて、「結構です」
となるはずですが、「いただきます」と言
って受け取りました。そのときは、お父様
とわたしたちは親子の関係であると思っ
て、素直にいただいたのです。するとお父
様は、「トミちゃんのもちょうだい」と言
われました。食べ始めたお弁当から、お父
様に何か差し上げることなどできること
ではなかったのですが、わたしの弁当を
お父様に差し出しました。すると、お父様
はそこから何か一つを取られたのです。
お父様は、なぜそのようなことをされた
のか、真意はよく分かりませんが、緊張し
ているわたしの心を解きほぐす目的もあ
ったのではないかと思います。　お父様
に対する第一印象は、外的にはプロレス
ラーの力道山のように見えました。また、
自分では推し量ることのできないほどス
ケールの大きなかたであると感じたので
す。幼いころ、父に連れられて初めて海を
見たとき、故郷に流れる新潟の信濃川か
らは想像もできない広さだったことと同
じでした。当時、わたしたちは西川先生を

「パパ」と呼んでいました。ところが、お父
様にお会いすると西川先生がとても小さ
く感じられ、父親というよりも兄のよう
に思えたのです。霊的にそのように見え
たのかもしれません。　お父様の額によ
る３本のしわを見て、次のように思いま
した。「普通であれば自分か自分の家庭の
ために苦労してできるしわなのに、この
かたは人類のために苦労されて深いしわ
をつくられたのだ」わたしはお父様の接
待をしていたので、近くでお父様を拝見
する機会がありました。お父様の唇も口
元もとても荒れておられたのです。日本
に来られる前、韓国を巡回されながらみ
言を語り続けて来られたことを後で知り
ました。　1965年のことだったと思いま
すが、テーブルの上を片づけるためにお
父様が休んでおられる部屋に入ったとき
のことです。お父様のいびきが聞こえて
きました。テーブルとお父様が休まれて

いるベッドの間には、ついたてがあった
のですが、ベッドの方を見るとお父様の
寝ておられる姿が目に入ったのです。そ
のときのお父様の姿を見て驚きました。
英語の本を手に持たれ、その持っておら
れる左の腕を上げたまま、いびきをかい
て寝ておられたのです。普通であれば、本
を持った腕が下に下がるはずであり、ま
たそうでなければ、本の重みで指の間か
ら本は落ちるはずです。
お父様のみ旨に対する執念の一端を、かい
ま見た思いでした。「先生はね、英語のセン
スがそんなにいいわけじゃないんだよ。若
い人のようにはできない」このように言わ
れていたお父様が、英語を一所懸命に勉強
しておられたのです。お父様の近くには、
英語の堪能な崔元福先生もおられるので、
英語の勉強など、それほどまでにしなくて
もよいのではないかと思うのですが、お父
様はそうではないのです。「自分はこのた
めに生まれてきたと思って取り組みなさ
い」と、お父様は言われますが、お父様の生
活は正にそのような生活でした。いつも真
剣、いつも命懸けのお父様です。

一世である私達食口は学び続ける大人達

と言えます。成長過程において、ある時自
分自身の考えを持ち、それに従って決定
し行動すると言う形で物事を学ぶ子供た
ちと全く変わりません。その為、私達の学
習する場所は教室ではなく路傍でした。
真のお父様自身もそこで学ばれました
し、又私達を送られた場所でもあります。
しかし真のお父様は先ず私達を路傍に送
ろうと説得する側ですが、唯送るだけで
なく我を捨てて神様の愛以外何も持たせ
ないようにされました。
ここで一つ認識しなければならない重要
な内容があります。『私の人生における使
命とは一体何か?』と言うことです。私は
教師が事前に知っている回答に沿って、
学生が答えを出すように問いかけるソク
ラテス式問答法を使うことをよく耳にし
ています。この様な場合、教師は自ら事前
に準備して置いた答えの方へ誘導する状
況になります。勿論その中でも最も優れ
た環境権はMFT（移動するファンドレイ
ジングチーム）でした。
ここで二つの教育に関する証しを紹介し
ます。先ずは1975年ベリータウンで週末
のワークショップが終わろうとする時で
した。当時大々的な規模のワークショップ
が開催される中、統一教会に初めて来たニ
ューヨークの学生や青年たちが50人以上
参加しました。私は他国から来た米国MFT
隊員たちが移民問題で自国に送還される
と言う噂を聞き、MFTに何が起っているの
か気になっていました。その時、週末にワ
ークショップを終えた若者たちにみ言を
下さる為、真の父母様が来られました。そ
の当時私はリーダーでありましたが、傍観
的な立場で見守っていました。真の父母様
は学生や青年たちをサッカー場に集めま
した。真の父母様はハン・テリョン氏(Col.
Han)を通訳に立たせ約一時間程み言を下
さいました。真の父母様は最も精巧な論理
で段階的に天宙に関する神様の御旨を説
明して下さり、否定する事の出来ない結論
に至りました。正しく高潔で誠実な愛を持
つ人間ならば誰でも、人生の中で願ってい
る事がありますが、それは今直ぐ今日の夜
にMFTに出ると言う事でした。
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メンバーの人数を正確には数えられません
でしたが、この驚くべきメッセージの結果
は全ての人たちがこの新しいワークショッ
プを終了した瞬間からMFTに参加するとの
ことでした。私は「ああ、このままだと危ない
のだか…」と思っていました。しかしその後
私にも同じような出来事が起こりました。

速度と目的

真のお父様は説教のみ言を長時間語られ
ることで有名ですが、これとは全く逆の一
話もあります。ベルベディアで日曜礼拝が
行われた時、真のお父様が長時間にわたっ
たみ言を終えられ最後の祝祷を捧げられ
た後、真のお母様が真のお父様と共に舞台
に上がられ通常の様に食口たちの間を歩
かれながら外に出ようとされました。舞台
から三歩程降りられた時、真のお父様は突
然止まられ「皆さん、今日話そうと思って
いたみ言をまだ語ってなかったね。」と言
われました。真のお父様はその場で三分間
私が今まで聞いたみ言の中でも一番簡潔
で、明らかで、すっきりと整理されており、
有益な原理のみ言を下さいました。それは
簡潔に主題、内容、結論、署名、封印、配達を
三分程で終わらせることでした。真のお父
様は結論に至り、御夫妻は車に向われまし
た。私は「真のお父様はここに来られ何故
三分しか語られないのか？」と考えまし
た。その答えは私の人生に関係性を付与さ

れたかったからなのです。
また、真のお母様も私の人生に大きな影響
を与えて下さいました。ある日、イースト
ガーデンの古い食堂で博士課程を学んで
いる学生何人かと共に食事をしていまし
た。その日、真のお父様が入って来られ、私
達に孝進様が『ブレインキャンディー
(brain candy)』と呼ばれる賢く聡明な頭脳
の持ち主を探されました。そして始めて話
の糸口が解けました。「皆さんは霊界を信
じていますね？そうでしょう？」沈黙状態
でした。その後、私は続けてどのように答
えていいのかを考えていました。
私達は昼食をとっていましたが、真のお母
様は何もお話しされませんでした。私は真
のお母様と対角線上に向かい合って座っ
ていましたが、真のお母様がされたことは
私に牛乳が入っている大きなコップを近
くに寄せて頂いたことだけでした。絵に千
の言葉以上の価値があるとするならば、牛
乳一杯は千個の講義に該当するでしょう。
真のお父様は私に霊界を下さり、真のお母
様は牛乳を下さいました。

愛の教育

真のお父様は、妻に対して愛を公然と明ら
かにするようにと教育してくださった方
法があります。イーストガーデンで真の父
母様をお迎えし200名以上集まる中で訓
読会をしている途中、真のお父様が突然私

達夫婦を立たせ、前に呼んで下さいまし
た。真のお父様がある夫婦に大勢の人の前
でキスをしなさいと直接話される場面を
耳聞きしたことがあると思います。真のお
父様が私達夫婦に指示した内容が正にそ
れでした。口を詰むぎ、適当にキスする姿
を他人に見せてはいけないのです。しかし
私達はそっと形式的なキスをしました。

「違う、違うじゃないか！」と言われながら
真のお父様は立ち上がられ、「そうではな
くて！きちんとキスをしなさい！自分が
持っている全てを相手に与えないと！」と
言われました。事実、私はそれ程男性らし
いスタイルではありませんが、妻を抱き抱
えてくるっと回りキスをしました。真のお
父様の前でこんな風にした人は今まで見
たことがありません！そうでしょう？

「オーケイ、良いね、座って。」そして訓読会
を続けられました。私は「わあ、今のは一体
何事だったのだろう？」と思いました。そ
れが何年か後に解明されました。ある時、
妻は真のお父様が自分を抱き抱えてキス
してくださり、ぐるぐる回った夢を見たこ
とがあったと言いました。妻は真のお父様
が私達夫婦に指示したことで、私が真のお
父様の代身者であるという事実を知らせ
ようという結論に至ったのです。
興味深いことに、その頃、真のお父様がイ
ーストガーデンで祝福家庭は夫婦生活を
してはいけないとおっしゃいました。一般
的に公開された内容ではありませんが、こ
こで人生の教訓とは関係を持つとき、真剣
に愛を分かち合いなさい。万が一そのよう
な基準に立つことが出来ないならば、すぐ
さま止めにして禁欲生活をしなさい。どち
らでも構わない、ということなのです。

原郷航海経験

MFTの任務を遂行する間、真のお父様は
私に直接·間接的に多くの使命を下さり、
課題ごとに人生の教訓が込められていま
した。イーストガーデンで開かれた御聖
誕日の祝賀会で、真のお父様に私の博士
課程の論文を奉献させて頂き、一頻り拍
手喝采の後、席に座るやいなや真のお父
様は直ぐに海洋教会の責任者という、ま
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た違った任務を私に与えて下さいまし
た。真のお父様からこの任務を下された
ことに対し、信じ難い気持ちになり、気が
気でなく座っていると、より盛大な拍手
がわき起こりました。真のお父様は私に
受諾演説をせよと言われることで気を遣
って下さりながらも、不信や不安な面を
克服出来るよう導いて下さいました。人
生の教訓：神様がわなに掛けてくださっ
たら、囮として唯単に楽しめ。
ケイフアンの波と共に夏を過ごした後、
海洋から学ぶことのできる教訓を悟り始
めました。ある日、私達の船はマグロ２匹
を釣りました。一匹目を釣った後、船は真
のお父様の前を通過し、その後、私達が更
に出て行ったら運良くもう一匹のマグロ
を釣りました。私達は再び『ニューホープ
号』の横を過ぎ去ったのですが、真のお父
様はデッキの上に立たれたまま口を軽く
開かれ眼に力を入れた状態で、私達が二
匹目のマグロを釣ったその瞬間を見てお
られたのです。その日の夜、私は真のお父
様の専属船長から一通の電話をもらいま
した。「真のお父様が今日の出来事はあな
たにとってとても容易な事だったとおっ
しゃいました。」と言われたのです。私は
夏の期間ずっと他のマグロは釣れません
でした。物事を軽く簡単に捉えてはいけ
ないという事を学びました。
夏の季節が終わろうとする頃、イーストガ
ーデンの裏庭の芝生で行われた公職者会
議で、真のお父様が私に海洋に関する証し
をせよと言われました。真のお父様の横に
立たせて頂き証しをしたのですが、聖霊的
な霊感を正面に受けて清やかに話せまし
た。私はその瞬間、私が話している内容の
全てが真のお父様から聞いていた釣りと
海洋に関する内容だという事実を悟りま
した。真のお父様の信じ難い理想主義と一
体化した時、真のお父様の突拍子もない考
え自体が真実だということを発見できる
ということを知りました。
暫くして私は真のお父様側に体の向きを
直して小声でお尋ねしました。「どれ位長
く語らねばなりませんか？」。すると真の
お父様はこの様に答えてくださいました。

「永遠に語っても良い。」と。真のお父様の
空間に入り込んでしまえば永遠に語るこ
とが出来るということを学びました。
私は間もなく席に座り、真のお父様は次
の開拓地であるアラスカがどれだけ壮大
な場所なのか、アラスカでの釣りに関し
て休むことなくみ言を語られました。私
は実の所、真のお父様の雰囲気に心ゆく
まで酔い知れ、その全ての状況を想像し
ていました。すると真のお父様は私に声
を掛けられ、「へンドリックス、一緒にア
ラスカに行く気はあるかい？」。それに私
は「はい。お父様！」と心を込めてお答え
しました。すると真のお父様が「良し。た
った今、海洋教会が終わった。これから君
は米国CARPの副会長だ。」と言われ、私が
ふと右側に振り返ると、そこには米国
CARP会長の石竣淏博士が座っているの
でした。真のお父様は計画性を持って行
動されるということを知りました。

夢が現実になる

最後に、1991年のある日、イーストガー
デンで朝食をとっていた際、全食口に還
故郷せよという命を下さいました。私の
故郷は遠く離れた、北カリフォルニア州
にあるこじんまりとした村です。当時私
は副協会長でしたが、神様が私に何を願
っていらっしゃるのかについて様々な葛
藤を抱いていました。朝食中、ある元老食
口が到底聞き取れない言語で暫く報告を
している間、私は目を瞑り祈祷をしまし
た。突然私は一度も行ったことのない空
間へと深く落ちていく様な感覚を受け、
そこで神様と興進様にお会いしたので
す。私は「人々がどのような仕事を望んで
いるのか大体見当はつきますが、神様は
私にどの様な仕事をすることをお望みで
しょうか？」とお聞きしました。その時誰
かが私の襟を引っ張っているのです。
私の横に座っていたハン・サンギル大佐
が耳元で囁きました。「真のお父様が副協
会長に語られておりますよ。」。私はその場
で咄嗟と立ち上がりみ言を真剣に聞きま
した。真のお父様が、「元世界UTS卒業生た
ちのネットワークを創りなさい。教授と宗

教指導者達に原理教育をするセミナーを
開きたいと思っているのだが。３年間この
仕事をして韓国語も学んでから報告しに
来るように。」。そして真のお父様はその元
老食口に対し、続けて報告をさせ、私の祈
祷はこの様に突然妨害を受けました！本
当に知りたい事があるなら、真のお父様が
教えて下さるという事を知りました。
意外な伏兵は次の日に待っていました。真
のお父様は再び朝食テーブルの前で指示
を変えられました。直に広大なプロジェク
トを挙行する予定の為、協会に今まで通り
残りなさいとのことでした。私は私なりに
計画を立てていましたし、金孝律補佐官が
朝食前に話して下さいました。私は心の中
で「何ですって？お父様は直ぐさま荷物を
詰めて出発しろと言う意味ではなかった
のだろうか！」。実は、私としては真剣にそ
うだと思い続けていました。それ故、食事
の席では混乱した視線で、目の前にあるオ
ートミールだけをじっと見ていました。真
のお母様は金補佐官に何があったのかを
問われ、金補佐官が事情を話されると、真
のお父様と真のお母様は微笑まれながら、
真のお父様がここにずっといなさいとお
っしゃられました。私達は啓示を真剣に受
け取りますが、常に決定権は神様にあると
いうことを知りました。
真のお父様が私に直接、間接的に任務を
下さるたびに教えを下さいました。真の
お父様は父母であられ、師匠であられ、主
人でいらっしゃり、自分自身を捨てて考
えなさいと言われました。「あなたは一体
誰なのか、何を望んでいるのか、どんな考
えを持っているのかということを忘れな
さい。」と語られました。「あなたは私の息
子であり、私が願うことがあなたの願う
ことであり、私が考えることがあなたの
考えることである。」と語られました。そ
して「私が正しいことをあなたも知って
いる。あなたが自ら創りあげられると夢
見たものよりも数万回あなたを作りあげ
る。あなたを通して、あなたが自ら与える
ことよりも数百万倍以上のことを世の中
に与えようと思う。かつ永遠な人生もあ
たえよう。」と教えてくださいました。
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