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2015年8月30日、清心平和ワールドセンターで開催された、真のお父様聖和三周年記念
式のみ言で、真のお母様は「きょう、お集まりになられた皆さんは、お父様に何とお話しさ
れたいですか？私はこう言いたいです。お父様、これからは心配なさらないでください。
私たちは必ず責任を完遂します。ですからお父様は永遠なる本郷苑で今まで孤独であら
れた、天の父母様（神様）を慰労され、頌栄の対象として、自由であられるよう願ってやみ
ません。」と語られた。2012年、真のお父様の天宙聖和式を見守られた人であるならば、そ
の当時、真のお父様の聖和こそが、真のお父様が全世界の統一家に責任を持とうと直面
された、数多くの挑戦により、どれだけお疲れでおられたか記憶しているだろう。しかし、

真のお母様はその聖和式の最後の瞬間に、中断なき前進と真の父母様の偉業を完遂しようと強調された。その当時私
たちは真のお父様の聖和に対する悲しみと挑戦を克服し、ビジョン2020に向けて前進されようとする真のお母様の
み旨を理解することができた。
それ以来、真のお母様は、知恵とリーダーシップを発揮された。真のお母様は天宙平和士官学校、トップガン修練会、ク
レインズ・クラブの結成、そして鮮鶴平和賞を制定されるなど、統一家の若者にインスピレーションを与え、世界に影
響を与える肯定的で、励みとなる道を開いてくださった。
2015年5月にヨーロッパの統一運動は宣教50周年を迎え、真のお母様がオーストリアのウィーンを訪問される、栄光
を享受した。当時、真のお母様の訪問は、ヨーロッパで統一運動を確立するために草創期の宣教師たちが築いた基盤が
認められただけでなく、共産圏で命を懸けて、原理を教育した地下活動の宣教師たちと草創期の食口たちが慰労され
た機会となった。また真のお母様は、クレインズ・クラブのヨーロッパ支部創設大会に参加した400人以上の二世た
ちを温かく抱擁された。真のお母様が、オーストリアの協会本部で開催された本行事で、2,500 人以上の食口の前で語
られ、ウィーンの国連本部でも演説されたが、ヒルトンホテルで開かれたクレインズ・クラブ創設大会で二世たちに
最も長く語られた。アメリカに出発される前、真のお母様はヨーロッパのキリスト教の根を理解されるために他の国
々も訪問された。
真のお母様の訪問に励まされたヨーロッパの食口たちは真のお母様が全生涯を懸けて、身を持って見せてくださった
教えに従うことを決心した。真のお母様は幼い頃に、真のお父様の新婦となりなさいという神様の召命を受けられて
から52年間絶対信仰で、言葉にならない苦難を克服され、真の父母様として勝利された。そして真のお父様の突然の
聖和を迎えられた時も、復帰摂理を完成されようとする決心で揺らぐことのない信仰を見せてくださった。
最近、清平で開かれた、『2015天一国指導者特別集会』で真のお母様は16歳の幼い年齢で、祖国を救うようにという神
様の啓示を受けたフランスのジャンヌ・ダルクについて言及された。それと同様に真のお父様と真のお母様も、幼い
年齢で不可能に見えた使命を完遂せよという天の召命を受けられた。韓国戦争の廃墟の中で始まったお二人の路程
で、真の父母様は数十年間、貧困と言うに耐え難い迫害に苦しめられ、数名の子女を亡くされるという胸痛む時間を送
られたが、天の父母様と人類に対する愛は変わられることはなかった。お二人は天一国時代を宣布される代価として
十分な犠牲を払われた。私たちは真の父母様の勝利路程に従うのに恐れはない。真のお母様は私たちも絶対信仰と確
信を持てば勝利することが出来ると語られた。この大陸で私たちは真の父母様の勝利的な生涯とヨーロッパの宗教人
たちの長い信仰基盤の上で天一国の理想を実現することを決意する。
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全国から集まった宗教界、政治界、学界
の指導者の皆様、そして高名な平和大使
の皆様。きょう皆様は、平和世界に対す
る希望を抱いてこの場に集いました。私
は、この意義深い席において、「世界平和
超宗教超国家連合」の創始者として、神
様が本来理想とされた「神様の祖国と一
つの世界」に関するみ言をお伝えしよう
と思います。

私たちの最後の目標

今日、この地上に生きている人間たちは、
神様があらかじめ告げてくださった神の
国と神の義を見つけることができずにい
ます。ですから、神の国と神の義を探し出
すことが、今日の私たち人類の希望であ
り、また今まで数千年の歴史過程におい
て生まれては去っていった人間たちにと
っても希望だったことを、皆様は知らな
ければなりません。

それでは、このような希望の神の国、希望
の神の義が、どうして私たちの最後の目
標として残されるようになったのでしょ
うか。それは、人間が堕落したからです。
人間始祖の堕落によって、神の国と神の
義の中心となる神様と人間が、何の関係
も結ぶことができない立場に置かれるよ
うになりました。すなわち、神の国と神の
義の中心である父と家庭、そして国家に
関して詳細に知らない人間に転落してし
まったので、神様は、そのような無知に陥
った人類を悟らせ、その父と家庭と国家
がどのようなものかということを教える
ために、今まで歴史路程において苦労し
てこられたのです。ですから、神の国と神
の義を探し立てることが、いまだに私た
ちの希望として、また目標として残るよ
うになったのです。
この世界には、現在、数多くの国が存在し
ています。しかし、その多くの国々の中

で、神様から本当
に愛を受ける国は一つもありません。し
たがって、このような堕落世界を否定し
て、新しい神様の国を再び創造していく
ということが、今まで六千年間、神様が摂
理してこられた目的なのです。それで神
様は、歴史を通して国を探し求める摂理
をしてこられたのです。国が協助しなけ
れば、神様の人類復帰に対するみ旨は成
し遂げられないからです。真の宗教を中
心とした真の国家が存在しなければなり
ません。したがって神様は、ある一時を迎
えて特定の国を探し出されました。それ
が選民イスラエルの国とユダヤ教を中心
とした歴史でした。
皆様が望まれる神の国とは、どのような
国ですか。その国は、今日、皆様が暮らし
ているこのような国ではありません。こ
のような国は、いずれ別れを告げなけれ
ばならない国です。私たちには、まだ神の
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神様の祖国と一つの世界
天上地上和合統一大会でのみ言｜二〇〇二年十月十六日　韓国京畿道九里市、中央修練院
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国がありません。国のない人には本籍地
がありません。国がなければ国籍をもつ
ことができないのです。国がなければ入
籍できる基盤もないということです。で
すから、現世において私たちがすべきこ
とは、国を探し出すことです。この地上に
天の国を編成し、その国籍をもって国を
愛し、民族を愛する真で善の父母の血統
を受け継いだ勝利の息子、娘として、自分
の一族、あるいは家族を導いて暮らした
のちに死んでこそ、天上世界の天国に入
っていくことができるのです。
それが原理です。国があって初めて、千
秋万代の私たちの子孫の前に、そのまま
残してあげられる伝統も残るのであり、
私たちの血と汗を流したすべての努力
も残るのであり、天の苦労を祝賀する記
念塔がこの地上にできるのであり、すべ
ての栄光の痕跡がこの地上に残るので
あって、国を探し立てることができなけ
れば、すべて無駄になるのです。ですか
ら、神の国を探し立てることが最も重要
な問題であると、皆様は知らなければな
りません。私たちが行かなければならな
い道は、心から行きたいと思う道であ
り、私たちが探し求め、築かなければな
らない国は、永遠に暮らしたいと思う国
です。
私たちが所有すべき財物は、天宙のもの
であると同時に私のものであり、この時
代のものであると同時に過去のもので
あり、同時に未来のものだと保証できる
ものでなければなりません。また、私たち
が泣くときには、天地が共に泣くことが
でき、私たちが喜ぶときにも、天地が共に
喜ぶことができる権威と知識をもたな
ければなりません。これが、今日の堕落し
た人間たちが現世において追い求めな
ければならない、最高の望みであり、願い
なのです。
人は誰でも、自分の国で暮らさなければ
なりません。それは、人間に付与された絶
対的な条件です。一人残らず、神の国と神

の義のために、希望に満ちた義の生活を
しなければなりません。思いで理想郷を
描き、生活で義の法度を立てながら、神の
国と神の義のために生きなさいというの
です。皆様には、そのような国があります
か。ないので、その国を探し求めて築かな
ければならないのではないですか。その
国はどのような国だと言いましたか。理
想の国、統一の国です。万民が行くことの
できる国です。
この国を成し遂げるにおいては例外があ
りません。ここには、家庭も協助し、氏族
も、民族も、世界もすべて協助するので
す。そのようにして個人を統一でき、さら
には家庭、氏族、民族、国家、世界を統一で
きるのです。神様は、摂理のみ旨を必ずこ
の地上で成し遂げなければなりません。
それでは、み旨が成し遂げられた結果と
はどのようなことでしょうか。それは、こ
の世界万民が救われ、神様が彼らをすべ
て主管されるようになることです。その
ようになることを願うのが摂理のみ旨と
ならざるを得ません。
もし地上で国家の復帰を自分の生涯にお
いて果たすことができずに死ぬ場合、皆
様は、霊界に行っても、天の国に属した人
としての価値をもつことはできません。
地上において、神様の主管圏内で統治さ
れた実績をもって霊界に行かなければな
りません。それが本来、神様の創造基準だ
からです。

神様のみ旨が早い内に成されること

皆様。私たちの信仰の目標は、果たして何
でしょうか。神の国の民になることです。
その国の民になることができなければ、
自由自在に万民、あるいは万物世界に誇
り、愛を受ける道が現れないのです。国の
ない人は、いつも攻撃を受けるようにな
ります。哀れな立場に立つようになりま
す。あえなくやられることがいくらでも
あるのです。ですから、神様が願われる国
はどこにあるのか、すなわち神様が足場

にできる国がどこにあるのか、これが問
題です。
そのような主権と国と国土を立てるため
に、人類は、歴史を通して主権国家を立て
てきました。その過程で、数多くの人が死
に、数多くの民が犠牲になり、数多くの国
が滅び、数多くの主権が交替してきたと
いう事実を、私たちは知っています。その
ように犠牲になった数多くの人たちの中
で、天の側にいる人々、あるいは天のみ旨
のために犠牲になったすべての哀しい霊
人たちは、いつかはそのような国、そのよ
うな世界が成し遂げられることを願うに
違いありません。
尊敬する指導者の皆様。今、人類も三〇〇
〇年に向かう新千年紀に入り、新しい天
運を受けています。すべての宗教人たち
は心を合わせ、私が主唱した、国連内に超
宗教的代表者たちによって構成された上
院のような議会を併設するという提案を
貫徹しなければなりません。国連が、人類
のためにできる最も崇高な仕事があると
すれば、それは、神様の真の愛を基盤とし
た人類の霊性回復です。これよりも大き
な仕事があるでしょうか。
ですから、私はこれまで、宗教界だけでな
く、政治、思想、経済、文化など、各分野を
すべて網羅し、良識ある指導者たちを選
んで、「ために生きる人生」に関する真の
愛の教育を実施してきました。このよう
な基盤の上で、私は、既に数万人の平和大
使たちを任命しました。彼らは今、世界各
地に私が創設した「世界平和超宗教超国
家連合」の旗を掲げて、神様と人類が強く
願ってきた平和世界実現のために総力を
傾注しています。全知全能であられ絶対
的な神様のみ旨は、これから短期間のう
ちに成就されるでしょう。ここに参席し
た指導者の皆様も、皆様の御家庭と国を
真の愛で新たに創建し、真であり、永続的
でありながら、国境のない平和世界を具
現する主役になってくださることを願い
ます。
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真の父母様の摂理は国を取り戻すこと
天宙聖和3周年勝利記念特別集会でのみ言 │ 2015年9月17日、天正宮博物館

真のお父様の天宙聖和3周年記念行事の全ての日程を恩恵深く終え、真のお母様をお迎えし勝利記念特別集会が開かれた。9月
17日、天正宮博物館で機関長と実務者達が参加し、真の父母経9篇3章「教育機関設立と人材育成」を訓読し特別集会が始めら
れた。真のお母様は天宙聖和3周年を成功裏に終えることに留まらず、天の摂理目的を成すため最善を尽くすことを強調され
た。この日の真のお母様のみ言の主要内容を整理した。
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皆さんは聖和3周年記念を迎え、過去お
父様の前に足りなかった点を悔い改め、
より全力を尽くせなかったことを悔い
改め、たくさんの精誠を尽くし、内的外的
に成功裏に記念行事を終えられたと思
うでしょう？それで終わりではありま
せん。

天の摂理の目的は国の基準

この堕落した世界を救ってこられた天
の摂理には目的があります。それは国で
す。国の基準！しかし、私たちはたくさん
のみ言を聞き知っているにもかかわら
ず、お父様が聖和される前にその責任を
果たすことができませんでした。6千年
の天の摂理歴史には、4千年の間摂理と
いう名で育ててこられた天の父母様（神
様）の悲しくも苦痛の歴史がありました。
この民族を個人と家庭から教育し、堕落
世界と分離しながら国の基準まで育て
られました。
独り子、イエス・キリストを送った当時、
イスラエル民族はイエス様と一つとな
り、天が主管することのできる国の基準
を完成し、王として侍らなければなりま
せんでした。そうすることができなかっ
たイスラエル民族は2千年間、（世界を）
放浪しながらどれ程恐ろしい蕩減を受
けたことでしょうか！知っていますか、
知りませんか？それでは、2千年のキリ
スト教の摂理文化を通して、終末に再臨
メシヤ、真の父母が来られたこの国には
責任があるでしょうか、ないでしょう
か？皆さんがどれ程深刻に痛感してい
るか気になるところです。
今からの私たちの摂理、真の父母の摂理
は国を取り戻すことです。世界を相手に
するためには、少なくとも2020年には7
カ国以上の国が復帰された基準で天を
迎えなければいけません。そのような覚
悟がありますか？返事だけで終えては
なりません。実績を見せなければなりま
せん。

私たちの目標は一つです。私たちの全て
の機関は真の父母について伝える教育
をしなければならず、真の父母により新
しい生命に生まれ変わった祝福家庭と
なるよう導かなければなりません。その
ためには、私たちに最後にもう一度語ら
れたお父様のみ言、氏族メシヤの責任を
果たさなければなりません。アジアの国
々では驚くべき発展がありますが、韓国
はどうですか？
鮮文大学の学生数は何人ですか？一万
人の中で食口はどの位いますか？食口
ではない学生たちに対して卒業までに
どのようにして真の父母について伝え
ていますか？全力を尽くして実績を得
なければなりません。結果が重要なので
す。「鮮文大学に行くことはその家門の名
誉であり、自分自身の名誉であり、そこへ
行くことにより新しい自身を発見しよ
り大きく生きていく目的を学ぶ。名門の
中の名門だ…。」そのように誇れというこ
とです。分かりますか？
その次に、一和に食口は何パーセントい
ますか？今回はみ言を伝え、必ず40日聖
別をさせなければなりません。40日聖別
を通過した人が三日行事まで行えば奇
跡が起こります。新しく生まれ変わった
ことを自ら知ることができます。今、アジ
アで龍会長がしていることがそれです。
三日行事中、父母様に100パーセント出
会うのです。全職員にそのように訓読し
教育しなければなりません。
他の機関も同じです。UPF平和大使たち
の教育も同じです。それを通過しなけれ
ば真の父母の前に立つことができませ
ん。そうですか、そうではありませんか？
生まれ変わらなければならないでしょ
う。新しく重生、復活しなければならない
でしょう。何でもってそうすることがで
きますか？み言だけでなく、これを実践
しなければなりません。私たちは霊肉共
に完成した人間、真の家庭……。世界の人
々がこれを詳しく知ればどうなります

か？より受け入れ難い環境になったと
しても、突き進み入って来ようとするで
しょう。

国家の復帰のためには

教会が発展しなければ

皆さん、2020年までに機関ならば機関
が、氏族メシヤの責任である430家庭以
上の伝道を全うしなければなりません。
民心が、民が従って来るようにするので
す。そうですか、そうではないですか？
今、私たちが恐れることがあるでしょう
か？私たちはとても多くを得ています。
自信を持てます。何故誇ることができな
いのですか？UPF、これからは実質的に
教会へ来なければなりません。その人々
が教育を受けなければなりません。教会
が自分の家庭を救ってくれる有難い場
所であるということを教えなければな
りません。世界の名誉を持っていたとし
ても、誰にもそれは一時です。しかし、真
の父母思想の中ではどのような実績を
持ちどのような責任を果たしたかによ
り永遠でしょう。真の主人になることが
できるでしょう。先駆者になるでしょう。
天の父母様の前に孝子、忠臣となれる道
があるでしょう。
私たちは全ての焦点をそこに合わせな
ければなりません。国家基盤の造成のた
めには教会が発展しなければなりませ
ん。そして、教会の発展のためには祝福家
庭が増えなければなりません。そうする
ことにより善なる国、神の祖国となるの
です。寝ても覚めても真の父母様につい
て伝えなければなりません。その道のみ
が私たちが、私が、私の家庭が、この国が
生きる道であり、世界が生きる道です。そ
のため、次の基元節で父母様の誕辰祝賀
行事を行おうと思います。そして、全世界
的に各大陸や国では大々的に真の父母
様がどのような方なのか伝える特別行
事を準備しなければなりません。そして
伝えなければなりません。
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皆さんがこれまで受けた修練についての
感想と証しを聞きましたが、今回のトッ
プガン修練はジー(G)がもう一つ付いてい
ます。グローバル・トップガン(Global Top
Gun)、ジーティージー(GTG)！皆さんが第
一期生です。その間、韓国と日本でもトッ
プガンの先輩がたくさん誕生しました。
しかし、皆さんにもっと期待しても良い
ですか？私がいつも言ったように皆さん
は異なります。聖書の歴史は6千年だけで
す。（しかし実際の）人類歴史はもっと長

いのです。

世界はまだ夜中

神様には夢がありました。天地創造され、
人間まで創造された時には大きな夢があ
りました。その夢を実現させるにあたり、
人間が協力するよう設計されました。そ
のため、アダムとエバ、最初の人間は神様
のみ言に従順に従い、その責任を果たさ
なければなりませんでした。しかし、どう
なりましたか？（不義なる）欲望を抱いた

でしょう？ちゃんと成長すれば神様は全
てを与えられるはずでしたが、時でない
時に（時の）欲望を抱きました。その結果
どうなりましたか？エデンの園から追放
されたでしょう？
神様は（彼ら）人間始祖を真の父母にしよ
うとされたのです。その希望を、その夢を
人間始祖が壊してしまいました。そのた
め、人類歴史において蕩減復帰の摂理が続
けられました。世間でも過ちを犯すと罰を
受けるでしょう？そして、その罰に対する
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天一国は70億人類が
共に生きる国

真の父母様の直接主管の下、8月7日から27日までの21日間「2015グローバル・トップガン修練会」が天宙清平修錬苑で開
催された。本修練会には全世界16カ国から言語と文化背景の異なる青年たち192人が参加した。
グローバル・トップガン修練会の企画において、真のお母様が指導されたことは、「グローバルスタンダード」に従った進行だっ
た。各大陸の運営委員は企画に協力する過程で、一世の教会活動及び宣教師たちの開拓精神を学び、創造本性に基づいた「天一国
スタンダード」を構築することに力を注いだ。全ての過程が英語で進行される中、父の国・韓国、母の国・日本、子女の立場にあ
る全ての国々の長所を結合した調和を追及すると同時に、アイデンティティとビジョンの共有が修練会の焦点となった。
主要スケジュールは真の父母様の血と涙がにじむ足跡を5日間巡礼する聖地巡礼、原理講義、先輩家庭と指導者たちの特別講
義、真の家庭のメッセージ、指導と助言などだ。8月19日には真のお母様がトップガン修練生たちを天正宮博物館2階の宴会室
に呼ばれ、以下のようなみ言で激励された。
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代価を払わなければなりません。同様で
す。そのため、真の父母が顕現されるまで
6千年という歳月が流れました。創造万物
の主人であり、人間の主人であられるべき
神様はその日から孤独な神様、苦痛の神
様、悲しみの神様となられました。
そのため、神様がお一人で摂理歴史をされ
るにあたり、個人から中心人物を探し求
め、蕩減を負わせ摂理歴史を歩ませたのが
聖書で語られるイスラエル民族です。堕落
した世界に選民という名を与え育ててこ
られました。その結果が独り子、神様が共
にすることのできる、神様の血統を持った
独り子でしたが、独り子だけでは駄目でし
ょう？このように4千年という期間を経
て準備された環境は不信によりどうなり
ましたか？結局、彼等は待ち続けましたが

（時を）逃してしまいました。
その時代はカイン圏世界、ローマ帝国が世
界を支配していた時代です。イスラエルは

（独立した）国もありませんでした。当時、
メシヤを通して国を立て、巨大なローマと
共に歩む道を模索しなければなりません
でしたが、摂理を知らなかったイスラエル
民族とユダヤ教、イエス様の周囲の人物が
責任を果たすことができませんでした。マ
リヤが重要なその責任を果たせませんで
した。また、今日のキリスト教文化は責任
を果たせなかった人物たちが根となりま
した。それを知らなければなりません。
イエス・キリストは十字架に架かり亡く

なられながら何と言いましたか？再臨し
て何をすると言いましたか？小羊の婚
宴！これは、再臨したら真の父母になる
ということです。しかし、2千年間のキリ
スト教文化圏の摂理はこの核心を知りま
せんでした。今まだ既成キリスト教徒た
ちはイエス様が天の雲に乗って天からや
って来ると信じています。これが問題で
す。そのような降臨では蕩減復帰が完成
されません。
神様の血統を失ってしまいました。再臨さ
れる真の父母様により、祝福を受けて血統
転換しなければなりません。そうすること
により、祝福家庭として神様の息子娘とい
う名が与えられるのです。そうではありま
せんか？このような驚くべき摂理歴史が
成されました。しかし、世界はまだ夜中で
す。今日、世界で起こる宗教紛争、人種問
題、国境線問題は深刻です。より豊かな国
々が欲を出します。これをどのようにして
解決しますか？人間が責任を果たせない
ため、神様の美しい被造世界が破壊されて
います。深刻ではないですか？
このような全ての内的、外的問題を解決
することができるのが真の父母です。歴
史において人類が知らずとも真の父母を
求めてきた代表的な証拠が四大宗教でし
ょう。堕落世界の悪人たちの心を浄化し、
本然の原因となる場所へ連れて行くため
の教育が、地域に合った形で現われたの
が四大宗教ですが、彼等には摂理の中心

がありません。本流からとてもかけ離れ
ています。そうなるしかないでしょう？
キリスト教もそうですが、神様を正しく
説明する宗教がありません。私たちはそ
れらとは異なります。そうでしょう？

私たちは天一国を創建する人々

皆さんは祝福を受けた立場にあることを
忘れてはいけません。今どのように感じ、
考え、生活しているか分かりませんが、今
回の期間に各自が自分なりに父母様に対
する、また天の父母様（神様）に対する感
謝の気持ちを持ったと聞き、嬉しく思い
ます。皆さんは知りませんが、全世界的に
その間の50年の宣教歴史、40年の宣教歴
史が大きく根付いているのは事実です。
皆さんはより成長しこれを世界の前に、
天の前に誇らなければなりません。
私たちは真の父母様に侍り、天一国を創
建する人々でしょう？天一国は天の父母
様に侍り、世界70億人類が共に生きる国
です。それなのに、皆さんは座っている場
所にじっと待っていて良いのですか？走
って歩まなければなりません。飛び回ら
なければなりません。そして、世界各地で
真の父母様を知らずに可哀想に死んでい
く皆さんの兄弟たちを救わなければなり
ません。
幾度も言いましたが、今の時代は一人で
は何をしても長続きしません。共に歩ま
なければなりません。世界の国々全てが
同様です。巨大なアメリカや中国、インド
のようにたくさんの人口を抱えた国も一
人では生きられません。周辺の国々と疎
通しなければなりません。一つにならな
ければなりません。その中心に父母様が
おられるのです。そのため、外的、内的に
世界各地で起こっている全ての問題を解
決することのできる処方があるのです。
それを皆さんが天一国本流の中心に立
ち、世界の前に堂々と叫ぶことを願いま
す。誇らしいジーティージー(GTG)一期生
の皆さんとなるよう願います。
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秋夕節記念歌競演大会およびユンノリ

PHOTO

歌競演大会で踊りと歌の実力を発揮する参加チーム

歌競演大会をご覧になられながら喜ばれる真のお母様
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ユンノリを共に楽しまれる、真のお母様

金賞を受賞した韓国教会チーム 銀賞を受賞した世界本部チーム 銅賞を受賞した韓国原理研究会チーム

真の父母賞を受賞した天宙清平修練チーム 大賞を受賞した日本教会チーム
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秋夕節坡州原殿参拝

ろうそくに点火する文善進世界会長

原殿を参拝した国内外の指導者および食口たち
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天正宮博物館でのりんご収穫

真のお母様に侍り、リンゴを収穫した記念撮影

収穫の時になったリンゴを選別される真のお母様



尊敬する天一国最高委員会委員の皆様、
今日この場に皆様と共に天の父母様（神
様）と真の父母様をお迎えし、第6次天一
国最高委員会に参加できたことを嬉しく
思います。

憲法修正と運営法を審議する会議

私たちは歴史的な時である第6回天一国
最高委員会を開催することとなりまし
た。去る数日間、真のお父様の聖和3周年
記念行事が行われました。真のお母様を
中心として、第1回鮮鶴平和賞授賞式、
UPFのワールドサミット、ピースロード、

天一国最高指導者会議、青年学生世界総
会、真の父母経出版記念式などが行われ
ました。これらの記念行事を通して、真の
お母様のリーダーシップにより私たちの
運動が発展していることを確認すること
ができました。
同時に、私はこれらの行事を通して天一
国憲法を天の父母様と真の父母様、そし
て全世界の兄弟姉妹が誇ることのでき
る、未来のロードマップとなるよう発展
させなければと思いました。真の父母様
が生涯路程を通して天の父母様と人類の
ため不屈の情熱、献身、愛、心情と犠牲に

より根を下ろされたために、私たちはこ
の場に集まることができました。ご存知
のように、一度根を下ろし神様の愛と真
の父母様の祝福の樹液を吸うと枝が育ち
始めますが、その枝は根と連結されなけ
ればなりません。
これを忘れることなく、私たちの運動に
よる天一国憲法が後代まで真の父母様と
固く連結された支柱とならなければなり
ません。第4次と5次の天一国最高委員会
につづき、私たちには今回の集まりで解
決しなければならない重要なことがあり
ます。その中の一つは、天一国憲法の修正
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後代のためのハーモニーと平和、
そして愛の根本

第6次　天一国最高委員会　基調演説 │ 2015年9月7日、天正宮博物館

世界会長のみ言



案と5苑の運営法を審議することです。そ
の過程において、真のお母様の指導を忘
れてはいけません。
また、全世界の兄弟姉妹のフィードバッ
クを考慮しましょう。天一国憲法が奉呈
された後に、真のお母様も私たちがこの
歴史的な憲法を持続的に検討し発展させ
ることを願われました。私たちが憲法で
修正が必要な部分を発見したら、真のお
母様に訊ねなければなりません。これに
あたり、どのような修正事項だとしても
私たちが直接訊ねることができる真のお
母様が私たちと共にいらっしゃるという
ことは本当に幸いです。今回の会議で以
下のような基本的な問題を考慮すること
をお願い致します。

1) どのようにして天一国憲法が真の父

母様の遺産を継承することができる

か？

2) どのようにして天一国憲法が全世界

の食口たちに有益となるか？

3) 天一国憲法の適用範囲はどのように

なるか？

4) どのようにして天一国憲法が真の父

母様のみ言、祝福、伝統の根幹となり

私たちの運動の持続的発展に寄与す

るか？

5) どのようにして天一国憲法が統一の

原則となるか？

以前の大会が終わった後、天一国最高委
員会事務所と5苑のスタッフたちと共に
修正が必要な部分を綿密に検討してきま
した。私はその過程と修正のための提案
にとても励まされました。私たち自身の
考えよりも、修正に必要な提案のため体
系的に接近しました。私たちは以下のよ
うなガイドラインに従って作業し審議し
ました。

1) 力のバランス

2) 憲法と運営法の論理的な一貫性

3) 憲法と運営法の実用性

4) 組織の持続性

5) グッド・ガバナンス

6) 柔軟な継承

今回の第6次天一国最高委員会は憲法の
修正と細則の施行を審議し投票するとて
も重要な会議となります。私たちが審議
した結果は真のお母様の裁許を受けるこ
ととなるでしょう。今回の会議の重要性
を鑑みる時、私たち皆が知恵、知識、経験
と心血を注がなければならないと思いま
す。また、皆が自由に意見を語り、良心に

従って投票して下さることをお願い致し
ます。
私たちは一つのチームメンバーとして、
真の愛を中心としてお互いを信じ合い
尊敬しています。より重要なのは、私た
ちが天の父母様と真の父母様を中心と
した一つの家族だということです。私た
ちは皆天一国の実現のために孝子と孝
女となるよう努力しましょう。私の願い
は天一国憲法が後代のためのハーモニ
ーと平和、そして愛の根本となるよう私
たちの全ての愛、祈祷、知恵と希望で憲
法を修正することです。私たちは地上で
真のお母様の賢明なるリーダーシップ
に従うことのできる恩恵の時間は余り
残っていません。そのため、私たちには
緊急なる責任があります。もし、私たち
が一つのチームとして心血を注ぎ天一
国憲法審議過程で天の父母様の下に一
つの家族として最善を尽くすならば、後
代は私たちの努力に感謝することでし
ょう。今一度、真のお母様に侍り、天一国
最高委員会の委員として献身して下さ
ることに感謝致します。この二日間、天
の父母様、真の父母様、そして祝福家庭
と70億人類のため最善を尽くして下さ
ることをお願い致します。誠に有難うご
ざいました。
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第六次天一国最高委員会に参席した委員たち



世界平和統一家庭連合韓国連合は9月12
日、ソウルオリンピック公園SKハンドボ
ール競技場(旧 フェンシング競技場)で ソ
ウル及び、首都圏の食口約7000人が出席
する中、「天宙聖和三周年記念愛の分かち
合い連合礼拝」を開催した。
本連合礼拝は、真のお父様聖和三周年の
意味を振り返り、真の父母様の愛と平和
の人生を隣人と分かち合おうという趣
旨で準備された。また宗教を通して、平
和と統一の時代を開き、悔い改めと許し
を通した食口の調和の場を開こうとし
た。
この日の礼拝は朴正鎬(パク・チョンホ)
本部教区長の司会で、ソウル及び首都圏
の25の教会連合聖歌隊250人の恩恵ある
賛美と柳慶錫韓国会長の「天の恋しさ」と
いう題目の講話と決意の祈祷へと続き、

参加した全食口が『使命』に対する覚悟を
新たにした。
柳会長は説教の中で「天宙聖和三周年を
迎えた今年、文総裁が一生涯固く貫いて
来られた、許しと愛、一つとなる精神を社
会的次元で共に称え、分かち合おうとこ
のような行事を準備した。」と語りなが
ら、「文総裁は宗教・理念・国家・民族な
ど、数多くの障壁を越え、世界で最も奥ま
った場所、最も低い所から愛を実践して
来られ、平和世界の具現に一生を捧げて
来られました。その遺されたご意向を受
け継ぎ、私たちは世界の前に愛溢れる祝
福家庭として、希望に満ちた神氏族メシ
ヤとして、希望溢れる家庭連合を作りま
しょう!」と力説した。
愛の分かち合い連合礼拝はソウルの首都
圏を始めとして、10月4日には釜山・ベク

スココンベンションホールで慶尚道圏、
10月25日には忠南・牙山にある李舜臣体
育館で中部圏、そして11月1日光州金大中
コンベンションセンターで湖南圏の順に
4回開催される予定だ。また、家庭連合は
天宙聖和三周年を記念し、全国の22の教
区本部傘下の教会と平和文化センターの
主催で11月までバザー、愛のお米収集と
伝達式、青少年家長への助け、ボランティ
ア活動などを展開する計画である。
世界平和統一家庭連合は真のお父様の聖
和三周年前後から、『第1回 鮮鶴平和賞授
賞式』を含む自転車で世界120カ国を縦
走し、平和のメッセージを伝える『ピース
ロード2015』、『World Summit 2015』、『世
界青年学生総会』、『夢の種コンサート』
等、約20の多様な行事を開催して、真のお
父様の生涯の業績を称えた。
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天宙聖和三周年記念の意味を
刻んだ連合礼拝

連合礼拝

連合礼拝の会場全体の様子



「平和で世界を連結しよう」というタイト
ルで真のお父様の天宙聖和3周年を迎え、
世界平和統一家庭連合(家庭連合)世界本
部と韓国協会、日本教会、そして各大陸本
部及び摂理機関を中心に、40回余りの記
念行事が行われた。今回の天宙聖和3周年
についてのメディア報道は、選択と集中
を通して真の父母様の平和思想と世界平
和活動の業績を再照明させた。その結果、
メディアがみる家庭連合は真のお父様が
聖和され3年が過ぎたが、真のお母様を中
心として一つとなり、世界的な平和活動
が持続的に推進されているということを
正確に認識させた。
先ず天宙聖和3周年に先立ち、去る8月末
に柳慶錫・家庭連合韓国会長と日刊紙宗
教担当記者たちとの懇談会がプレスセン
ターで開催された。柳慶錫韓国会長は信
仰の祖国である大韓民国で、今回の天宙
聖和3周年を迎え、開催された様々な記念
行事を一目瞭然に紹介し、宗教担当記者
たちは「真のお父様の天宙聖和3周年記念
式」と世界平和のための真の父母様の生
涯業績を称え、その崇高なるみ旨と精神
を継承・発展させるため制定された「第
一回鮮鶴平和賞授賞式」と、韓半島統一と
世界平和のため121カ国で展開されてい
る「ピースロード2015」などの様々な行
事に深い関心を示した。そして、柳慶錫韓
国会長の日刊紙及び週刊誌、月刊誌特別
インタビューを通して、天宙聖和3周年の
内容を詳細に紹介した。
関連記事は中央日報、東亜日報、韓国日
報、文化日報、京郷新聞、毎日経済、韓国経

済、ヘラルド経済、連合ニュース、ニュー
シス、週刊京郷、月刊中央などを通して報
道され、真のお父様の天宙聖和3周年を
知らせるシグナルとなった。毎日経済は

「地域社会が認める宗教となるだろう」と
いうタイトルで柳慶錫韓国会長の言葉
を引用し、「これからは地域社会が認め、
求める宗教になるでしょう。国益に助け
となり、国民が必要とする宗教になりた
いと思います。世界の信徒は毎年5～6パ
ーセント成長を維持しています。」と報道
した。

真の父母様の生涯業績を再認識させる

メディア報道

今回の天宙聖和3周年を通して、初めて世
界に公開した意味深い行事がある。世界
平和のための真の父母様の生涯業績を称
え、その崇高なるみ旨と精誠を継承・発
展させるため制定された鮮鶴平和賞授賞
式は、真の父母様が誰よりも世界を愛さ
れた方ということを認識させる意味深い
時間となった。特に、未来時代のため気候
環境と食糧問題を話題にし、キリバスの
アノテ・トン大統領とインドのモダドゥ
グ・グプタ博士を第一回鮮鶴平和賞共同
受賞者として選定したことを通しても、
メディアは意味深い平和賞と認めた。
この結果はメディア報道を通して証明さ
れた。第一回鮮鶴平和賞授賞式は韓国の
放 送 局KBS(2回 報 道 )、SBS(2回 報 道 )、
MBC(3回報道)、YTN、JTBC、MBN、SBSC-
NBCなどで集中的に放送され、日刊紙は
朝鮮日報、中央日報、ハンギョレ新聞、京

郷新聞、ソウル新聞、文化日報、毎日経済、
韓国経済、ソウル経済、ヘラルド経済、亜
州経済、世界日報、連合ニュース、ニュー
シスなどで報道された。また、週刊誌と月
刊誌は、週刊朝鮮(2回報道)、週刊東亜、時
事IN、週刊韓国、新東亜、月刊中央、フォー
ブス・コレアなどで鮮鶴平和賞の制定の
意味と初めての共同受賞者について詳し
く報道した。
メディア報道を通して、第一回鮮鶴平和
賞授賞式を真の父母様の平和思想と生涯
業績を客観的な平和像として世間に知ら
せ、未来平和の新しいビジョンを提示す
る世界規模の平和像であることを大々的
に伝えた。真の父母様の御尊名でつくら
れた‘鮮鶴’平和賞であるため、心血を注ぎ
メディア報道に集中した結果だった。
続けて、韓半島統一と世界平和を祈願し
世界121カ国から参加した「ピースロー
ド2015」統一大長征は、去る5月30日ア
メリカ・ラスベガスと南米のチリ・サ
ンティアゴ、南アフリカの喜望峰から同
時に出発し、ソウルの光化門広場と国会
の行事を通して真のお父様の天宙聖和3
周年記念日である8月30日まで、93日間
の全ての日程を成功裏に終えた。真の父
母様は1981年11月10日、第10回科学の
統一に関する国際会議で国際ハイウエ
イ構想を提案された後、直接120カ国を
巡回されながら世界首脳たちを含めた
各界各層の人々に国際ハイウエイ構想
の重要性を宣布された摂理的意味が含
められた。
メディアでは世界121カ国から30万人が
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メディアからみた
天宙聖和3周年の意味

統一財団　対外協力本部

メディア



参加し、3万キロメートルを縦走したピー
スロードの出発式と縦走完了式が、KBS、
SBS、MBC、中央日報、連合ニュース、ニュ
ーシス、ニュース１、日韓トゥデイ、マネ
ートゥデイ、Presidentなどを通して報道
された。全世界の食口が真のお父様の天
宙聖和3周年を記念して直接参加するこ
とのできるプロジェクトとして立てた今
回の「ピースロード2015」には30万人以
上が同参し、真のお母様は成功裏に完了
したと宣布されることにより、より深い
意味を持った。
今回の40個余りの天宙聖和3周年記念行
事の頂点は天宙聖和3周年の当日に開催
された記念式だった。真の父母様のみ言
と愛と業績を振り返り、彼等の生涯と教
えに従って平和の天一国を定着させる
決意をする時間となった「天宙聖和3周
年記念式」は、KBS、SBS、TV朝鮮、チャンネ
ルA、JTBC、MBN、連合ニュースTV、YTN、
OBS、朝鮮日報、中央日報、韓国日報、ソウ
ル新聞、ハンギョレ新聞、京郷新聞、世界
日報、毎日経済、ソウル経済、ヘラルド経
済、アジア経済、連合ニュース、ニューシ
ス、ハフィントン・ポスト、デイリー韓
国、コレア・ヘラルド、コレア・タイム
ズ、京都通信、eトゥデイ、マネートゥデ

イ、日韓スポーツなどが報道し、真の父母
様の天宙聖和3周年の意味を全世界に伝
えた。
特に、メディアは真のお父様の天宙聖和3
周年を迎え、北朝鮮の金正恩国防委員会
第一委員長から送られた弔電と弔花を集
中的に報道することにより、真の父母様
が1991年に金日成主席との単独面談を
通して、南北統一のため精誠を尽くされ
た内容が再確認され、最近、南北韓が冷戦
から和解モードへ変化する時期に、真の
父母様が南北統一のため重要な役割をさ
れていることを全国民に再度認識させる
報道だった。
朝鮮日報は、「文鮮明総裁の3周忌を迎
え、金正恩第一委員長は弔花を通して『世
界平和連合文鮮明先生のご逝去3年を迎
え韓鶴子総裁と遺族の方々に深い哀悼
の意を伝えます。文鮮明先生は民族の和
解と団結、国の統一と世界平和のためた
くさんの努力を尽くしました。韓鶴子総
裁と遺族の方々が文鮮明先生の遺志を
受け継ぐことを願います』と伝えた。」と
して北朝鮮から送られた弔電の全文を
報道した。

ドキュメンタリー3編放送

最後に、驚くべきことは「鮮鶴平和賞」と
「ピースロード2015」についての放送ド
キュメンタリー3編が放送されたことだ。
真の父母様が設立された「鮮鶴平和賞」を

主題に、SBSCNBC特集ドキュメンタリー
「未来の平和を準備する人々」が9月12日
午後5時と14日午前1時(再放送)の50分間
にわたって2度放送され、MBCNETドキュ
メンタリースペシャル「鮮鶴平和賞、新し
い平和のメッセージ」が9月24日午後8時
と9月25日午前9時(再放送)の40分間、2度
にわたって放送された。また「ピースロー
ド2015」を主題にMBCNETドキュメンタ
リースペシャル「平和のための旅程、
2015 PEACE ROAD」が9月25日午前10時
30分と9月26日午後8時(再放送)の30分
間にわたって2度放送されるなど、6回放
映された。
放送ドキュメンタリーの内容の中には、
真の父母様が直接国際ハイウエイ構想を
地図に表示され宣布される映像と、食糧
問題の解決と地球温暖化問題解決の重要
性を世界指導者たちの前に宣布される場
面、食料問題解決のため真の父母様が主
導されたフィッシュパウダーとクリル食
品などの場面が紹介され、放送を通して
真の父母様が平和世界を建設されるため
心血を注がれた姿が明白に伝えられた。
この放送の映像を韓国語、英語、日本語、
スペイン語などの4ヶ国語に翻訳し、世界
宣教国家の国々に伝え、現場での伝道資
料として使用できるように支援される予
定だ。
天地人真の父母様の勝利の基盤の上にこ
の全ての結果を得ることができた。私た
ちは天宙聖和3周年の勝利をきっかけに、

「ビジョン2020」勝利のために天上の真
のお父様と地上の真のお母様に侍り、中
断なき前進するつもりだ。天地人真の父
母様の平和思想と平和活動のみが、争い
を治癒し紛争を終息させ、環境問題を克
服する答えであるとメディアを通して伝
える予定だ。客観的事実報道を通して世
界に天地人真の父母様の本然なる価値を
堂々と明かし、家庭連合が韓国社会を超
え世界が認める世界宗教へと成長する日
が来ることを確信している。
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1 鮮鶴平和賞授賞のニュースを報道した中央日報
2 聖和三周年記念式を報道したTV朝鮮
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2015年9月14日、世界女性平和ネットワ
ーク(Global Woman’s Peace Network)ニュ
ージーランド支部の創設大会がニュージ
ーランド、オークランドのクオリティホ
テルで開催された。世界平和女性連合
(WFWP)ニュージーランド支部創立メン
バーのルース・クリバーの司会により、
WFWPについての紹介とUNでのWFWP
の活動及び地位、GWPNの目標について
の説明が始められた。
本格的な創設大会に先立ち、晩餐と音楽
公演により雰囲気を盛り上げた後、
WFWPとGWPNを紹介する映像を視聴し
た。参加者達は皆全世界的に世界平和と
人類のためWFWPの絶えぬ活動と奉仕に
大きな感銘を受けた。

次に、パネル討論会が開かれた。「21世紀
の平和実現において女性の役割」につい
ての発表と質疑応答は、ニュージーラン
ド多文化協議会のアレクシス・ルーガー
連合会長とダイアン・ワインダー元ニュ
ージーランドUN協会副会長が中心とな
り行われた。
続く基調演説で文姸娥会長は、「私たち女
性が属した地域社会の低い段階から教育
していきながらネットワークを形成しな
ければならない。」と強調し、ニュージーラ
ンドの女性指導者達がWFWPと共に平和
のため努力していくことを願うと伝えた。
WFWP「平和の橋」セレモニーは、ニュー
ジーランドのフェリシティ会長が進行を
担い、各大陸を象徴する4人の代表女性が

姉妹結縁を結んだ。「平和の橋」は異なる
人種、民族間の争いを解決し、和合と和解
を図るWFWPを象徴する代表的なプロジ
ェクトだ。最後は、アン・ベラバンス
WFWPオセアニア会長の「志を持った女
性が力を合わせれば平和な新しい文化時
代を開くことができる。」という閉会の辞
によって締めくくられた。
GWPNは女性の地位向上と全世界の女性
の平和ネットワークを形成し平和世界を
実現するため、2012年7月16日、清心平和
ワールドセンターで真の父母様により創
設された「アベル女性UN」を全世界的に
拡大し、大陸と国家ごとに創設大会が進
行中であり、以下は文姸娥会長が英語で
発表した基調演説文を翻訳したものだ。
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世界女性平和ネットワーク
ニュージーランド支部創設大会

世界平和女性連合

ニュージーランド GWPN創設大会の会場全体の様子



尊敬する女性指導者、貴賓、平和大使、そ
して紳士淑女の皆様！先ず、きょう夕方
に参加された全ての方々に感謝の言葉を
伝えたいと思います。この場で皆様に世
界女性平和ネットワーク(GWPN)を紹介
することができ光栄です。パネル討論会
で意見を発表して下さったニュージーラ
ンド多文化協議会アレクシス・ルーガー
会長と、超宗教牧師でありニュージーラ
ンドUN協会のダイアン・ワインダー副
会長、そしてGWPN出帆式に参加した全
ての女性指導者たちに感謝致します。
ニュージーランドの指導者である皆様
には、21世紀に世界を導いていく責任が
あります。未来の平和と繁栄は今日の私
たちが結ぶ協力にかかっています。事前
に開かれたパネル討論会で、偉大な女性
指導者達の現場経験を共有しました。皆
様が平和文化を成す現場で、より具体的
な計画を立てるための助けになると思
います。
GWPNのビジョンと目的、そして創設背
景について語ろうと思います。21世紀の
平和運動において、その中心的役割は女
性が担当しなければなりません。皆様が
社会と国家、そして世界でどのように平
和文化を実現するかを討議する動機を付

与したいと思います。そして、皆様のネッ
トワーク形成のためのアイディアを提供
し、他の女性団体と協力しニュージーラ
ンド女性の力を結集することができるよ
うお願い致します。
今年はUN創設70周年です。そして、世界
平和と人類一家族の実現のため生涯を捧
げられた文鮮明先生の聖和3周年を迎え
ました。世界平和女性連合(WFWP)の共同
創設者であられる韓鶴子総裁は、文総裁
の平和ビジョンと世界の全ての分野にお
いて平和を成そうとされた彼の努力を継
承されています。韓鶴子総裁はそのよう
な努力の一環として、去る8月に第一回鮮
鶴平和賞授賞式を開催しました。未来時
代のための平和を成すことに寄与したキ
リバスのアノテ・トン大統領と、インド
のモダドゥグ・ヴィヤイ・グプタ博士が
共同受賞しました。
平和を愛するニュージーランドの女性指
導者の皆様、今は女性の考えと努力が平
和を成すにおいて必須となる時代です。
1992年、文総裁と韓総裁は女性時代の到
来を宣布されました。それ以来、平和と幸
福の世紀を準備する女性指導者を教育し
てこられました。その目的のため、2012
年GWPNを創設されました。今や女性指

導者とNGOの指導者は奉仕と教育、そし
て和解の平和文化のための共同基盤を磨
くため一つとなっています。
2012年3月、WFWPは33カ国から600人
余りの女性指導者が参加するGWPNの総
会を韓国で開催しました。その後、中東、
ヨーロッパ、北米と南米、アジア、ロシア
を中心とした東北大陸で支部が創設さ
れ、今日はオセアニアでニュージーラン
ド支部が出帆します。きょう、私たちが未
来の平和共同体を成すため集まったのは
とても重要なことです。GWPNニュージ
ーランド支部の出帆は、平和と人類の幸
福のため、全世界の女性の努力に大きな
支えとなるでしょう。
紳士淑女の皆様、女性が主導する平和運
動のビジョンは何でしょう？文鮮明総裁
のみ言を引用すると、それは為に生きよ
うとする母性愛と、陰陽を代表する神様
の男性と女性により成される家庭を中心
とした平和と和合を成す真の家庭の理
想、そして世界平和の根本は一人の男性
と女性の愛と尊敬を通して成される理想
家庭です。文総裁の家庭を中心とした女
性の役割についてのみ言を紹介したいと
思います。(2012年GWPN出帆式での真の
お父様の基調演説引用部分 省略)
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基調演説をしている文姸娥会長



先ず、全ての組織の基本となる家庭で
平和が成されなければなりません。世
界平和の核心的内容は家庭の平和をど
のようにして成すかということに掛か
っています。真なる父母と夫婦、そして
子女が神様に侍り平和な家庭を成し、
更にはそのような家庭が氏族と国家、
そして世界的に拡散すれば平和な世界
が成されます。
家庭の和平のための母の使命、また婦
人の役割は絶対的です。今日のように
不倫と退廃が蔓延し、青少年の放縦と
夫婦の離婚など家庭が崩壊する状況
で、私たち女性連合が世界的に展開す
る祝福運動と青少年純潔教育は根本的
な平和運動です。神様の真の愛による
唯一なる救国、救世の平和運動なので
す。宇宙の公法と原理に立脚して家庭
をしっかり成し、社会を再建し、国を正
すことに使命感を持ち歩まなければな
らないでしょう。
そのため、女性の参加が政治外交から
経済と法律制度の改善など、社会の全
ての分野において必要です。また、女性
はNGOの様々な活動だけでなく教育文
化、芸術とスポーツ分野においても活動
しなければなりません。しかし、何より
も重要なのは、真の愛と真の家庭運動だ
けでなく正しい価値観でもって社会を
教育することです。私たちは為に生きる
生活を奨励しなければなりません。

尊敬する女性指導者、特に青年の皆様！
きょう、私が紹介した文総裁のみ言を熟
考されることをお願い致します。このビ
ジョンを通して女性運動が新しい次元
へと発展するでしょう。今回、GWPNニュ
ージーランド支部の出帆を通してニュ
ージーランド女性たちの協力のための

非常計画として、GWPNの年次総会やシ
ンポジウムのための計画が樹立される
ことを願います。次世代の平和と幸福の
ためのGWPNの発展のため、WFWPニュ
ージーランド支部と協力して下さるこ
とをお願い致します。ありがとうござい
ました。
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文姸娥会長と記念撮影したWFWP代表者たち 空港の待合室で文姸娥会長歓迎記念撮影

WFWP「平和の橋」行事で姉妹結縁を結んだ代表女性

聖地を訪問した文姸娥会長と代表者たち



去る2015年8月6日から12日まで、天宙平
和士官学校の宣伝と2016年度の新入生
対象者たちの面接のため、南米大陸3ヶ国

（ブラジル、ボリビア、アルゼンチン）を訪
問した。シン·ドンモ大陸会長の案内で、ブ
ラジルのサンパウロ本部協会に到着し、
旅程を解いた。初めて訪問した南米大陸
の旅程であったため、多くの期待と疑問
があった。最近、南米大陸で活発に展開さ
れているホームグループ活動に対して大
陸会長と南米大陸の他の指導者たちから
多くの話を聞いていたところだったの
で、現場で直接経験するのと同時に、どの
ような要素がその運動を成功へと導いて
いるのか調べる機会を持ちたかった。

ブラジルの教会システムが南米大陸に定着

到着した次の日の朝、本部教会で行われ
た訓読会に参加したが、聖殿を埋め尽く
す約200名の若者たちが韓国語で聖歌を
歌い、韓国語の指示に合わせて敬礼式を
一糸違わず行っていた。早朝から多くの
若者が澄んだ瞳でみ言を読み、涙で祈祷
する訓読会を眺めながら、多くの感動に
襲われた。始めは何人かの2世たちから始
まった教会生活と公的な道に従う伝統
が、今では一般化されただけでなく、伝道
された若者たちと共に文化を創造し、爆
発的に成長していた。
始めに少数の2世たちが公的な信仰の道
を出発したときは、父母たちの疑いの目と
反対があったが、今では祝福家庭の父母た
ちが自発的に子女たちを教会の信仰訓練
プログラムに参加させ、縦的な伝統の道を
行くにあたって先頭を切っているという

話を聞いた。2世たちによって信仰的伝統
を守り相続させるという、モデル的な道を
作り上げるまで、指導者たちはどれだけ多
くの精誠と努力を傾けたのだろうと考え
ながら、ブラジルの指導者たちに対する尊
敬の思いが湧いた。今では2世圏の信仰的
基盤を中心として、大学キャンパスに精鋭
伝道チームをつくり、大学生たちを本格的
に伝道を始めた姿をみて、ブラジルの大学
地区に心情文化運動が奇跡的に繰り広げ
られていくことを祈った。
天宙平和士官学校の入学対象者たちの面
接の日程を終え、翌日ボリビアのサンタ
クルーズ行きの飛行機に乗った。イ·ジョ
ンムン特使と協会長の温かい歓迎を受
け、食口たちが直接建てたという教会に
到着した。翌日の礼拝後、私のために準備
したという文化行事に参加することにな
った。ボリビアの首都であるラファージ
ュで、協会長ご夫妻と天宙士官学校の支
援者、そして他の地域の教会から集まっ
た若い食口が準備した歌と踊りを中心

に、ホームグループを紹介するパフォー
マンスを見つめながら、全員が真の父母
様に侍る一つの兄弟姉妹だと感じられ
た。ボリビアの伝統衣装を着て精一杯公
演する若者たちを見ながら、言語と風習
は違っても、一つの心情と文化で共感す
る渾然一体の時間の中で、胸に刺さる感
動の時間を過ごした。
長い間、大学地区の伝道に邁進してきな
がら、ボリビアの宣教の転換期が始まっ
たという。大学生伝道を始めて何年かの
間は、ほとんど伝道が進まなかった。初め
に伝道された少数の学生たちを徹底して
原理と伝統で教育するため、韓国と日本
の草創期に教会で実施されていた方法を
そのまま適応させようと努力した。若い
食口たちを開拓伝道に送るとき、片道の
交通費のみを与えて現地において生存し
ながら伝道をさせたというのだ。うまく
いかなかった所もあったが、1年半の間に
120名の食口たちを伝道する成功事例を
たて、確信をもって今日までこの伝統を
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南米大陸の成功事例が
宣教戦略のモデル

南米大陸　巡回報告

ブラジル、サンパウロ教会で、金ドンウUPA校長歓迎記念撮影



固守している。
現在、全国に12個所の教会があり、持続的
に開拓伝道に送っている。新任会長の赴
任以来、このような基盤の上にホームグ
ループ運動を接ぎ木させ、関係性伝道と
一対一の原理教育の方法を適応した結果
で、食口たちが父母と親戚たちはもちろ
んのこと、周囲の多くの人々に原理をも
って伝道する門が開かれているという。
今は、ボリビアの食口が400名ほどだが、
来年までに1000名の食口を目標に、組織
をまとめ、食口達を再武装させ、活動をし
ている。ボリビアの教会で感じた点は、発
展する共同体が全てそうであるように、
＇生きている＇ということだ。若い食口
たちの霊的な基準がはっきりとしてお
り、情と愛が充満し、み言と伝統には絶対
的な雰囲気が、まるで私が入教した当時、

学舎で感じた心情共同体に戻ったような
感覚を受けた。
翌日、食口たちの名残惜しむ見送りを受
けながら、アルゼンチンのブエノスアイ
レスに向かった。アルゼンチンの教会に
は、協会長を中心として1世と2世がお互
い共助しながら、2世中心の教育と伝道に
重点を置いていた。現在南米大陸の別の
国々から集まった2世圏の若者たちが共
に信仰生活をしながら、教育を受け、活動
する姿を見ながら、ブラジルの教会シス
テムが拡散し、南米大陸全体に定着され
てきているという印象を受けた。アルゼ
ンチンにおいて最も年齢の高い2世が、コ
ルドバの大学地区を開拓しながら伝道し
ているという話を聞きながら、深い感銘
を受けた。先輩2世たちが信仰的に模範と
なり、公的な道を先頭に立って行くのを

見ながら、これからもっと多くの2世たち
が未来の摂理を担っていく場に立ってい
く時、大きな希望になるということを確
信した。

神氏族メシヤの活動が

活性化されつつあることを確信

アルゼンチンの日程を終え、帰国する道
程で、少しの間サンパウロに一時経由し、
大陸会長に出会い、嬉しい内容を聞いた。
真の父母様が精誠を尽くされたソロカバ
サッカーチームの幼少年チームが、平壌
の国際サッカー大会に招待され、行くこ
とになったというのだ。選手団のビザと
行政処理など、目をまわすほどの忙しい
日程の中、パラグアイのソ·ソンジョン特
使に会い、喜びを分かち合った。真の父母
様が見せてくださった北朝鮮の同胞に対
する愛の実践を、真の父母様の代身とい
う心情で北朝鮮入国を準備している姿を
見ながら、全世界の統一家の食口たちが、
北朝鮮に対するアベルとして、無条件的
に愛を表現する大陸別プロジェクトを開
発し実行するなら、摂理的統一を準備す
る近道となるだろうと考えたりもした。
6泊7日の短い旅程だったが、帰国便の飛
行機の中で巡回の結果を整理しようと苦
労した。現在南米大陸の成長事例が世界
の宣教戦略にあって、一つのモデルに成
りうると考えている。ホームグループ運
動を発展させ、教会を再活性化させるこ
とで、全ての食口たちを原理とみ言の主
体として立つことが出来るようにする基
台の上に、一対一の原理伝播の方法を開
拓することによって、実体的伝道基盤を
構築して、神氏族メシヤの活動が活性化
してきているのを確認することが出来
た。また、2世たちが恐ろしいほどの速度
で成長しているのを見たとき、彼らに世
界摂理に対するビジョンと希望を与える
ことによって、世界的な指導者に育てる
ことの出来る可能性を見いだした。
キム·ドンウ │ 天宙平和士官学校　校長
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UPA校長を歓迎するボリビア食口たち

アルゼンチン食口たちの歓迎記念撮影



当法人名が「世界平和統一家庭連合」に改称されました

2015年8月26日をもって、当法人の名称であった「世界基
督教統一神霊協会（統一教会）」が、正式に「世界平和統一家
庭連合」に改称されました。当法人の所轄庁である文化庁
から8月26日、名称変更のための規則変更の認証書が交付
され、それに基づき、8月27日をもって当法人は、「世界平
和統一家庭連合」に名称変更の登記手続きを行いました。
なお、今回の名称変更に当たり、当法人としては、今年8月

26日から来年同日までの1年間、教会の看板、出版物、公式文
書などに新名称と共に旧名称も併記いたします。新名称に
伴う当法人のロゴデザインは、追ってお知らせいたします。
当法人の創設者である文鮮明師は1997年4月8日、「世界基
督教統一神霊協会」の名称を「世界平和統一家庭連合」に変
更すると明かされ、その意義として、以下のように語られ
ました。「長子権復帰、父母権復帰を完成したので、キリス
ト教統一だけでなく、世界統一時代へと越えていくので
す。それで今日から名称が統一教会の名を替えて、世界平
和統一家庭連合を1997年4月10日付で使用しなければな
りません…家庭の救いを通した、神様を中心とした世界平
和統一家庭文化運動に転換します」
このような文師のみ言に基づき、すでに1997年5月19日
以降、世界の教会では、「世界平和統一家庭連合」に名称変
更を完了していました。これまでに当法人の信徒や信徒組
織による献金や勧誘活動などの問題で、当法人の使用者責
任が問われた司法判断がありましたが、今後もこのような
問題を問われることのないよう、日本社会と国家からより
信頼を受けることが出来るように、宗教法人として適正な
管理運営に努めて参ります。

世界平和統一家庭連合 会長
（旧 世界基督教統一神霊協会）

徳野英治

当法人の正式な略称とロゴマークに関するお知らせ

2015年8月31日に当法人名が「世界基督教統一神霊協会
（統一教会）」から「世界平和統一家庭連合」に改称されたこ
とをお伝えしましたが、その正式な略称は「家庭連合」にな
ります。

また、家庭連合のロゴマークは、すでに世界各国の家庭連
合で使用されているものと同様です。
1997年4月10日、文鮮明師が韓国教会の名称を「世界平和
統一家庭連合」に変更された際、「世界平和家庭連合」のマ
ークを「統一マーク」と併記して使用するように指示され
ました。それ以来、こちらが「世界平和統一家庭連合」の公
式ロゴマークとなっています。家庭連合のマークは、「神様
を中心とする真の家庭」の理念を視覚的、象徴的に表現し
たもので、「神様と真の愛を中心とする真の家庭が真の宇
宙の根本」であることを示しています。
家庭連合はこれからも、「真の愛を中心として“神の下の人
類一家族”という理念に基づき、ために生きる生活と真の
家庭運動の推進を通して、自由・平和・統一・幸福の世界
を実現します」とのミッションを果たすよう取り組んで参
ります。
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法人の改称と
ロゴマークに関するお知らせ

次の内容は日本家庭連合のホームページに掲載された、法人名称改称と、ロゴマークに関連した内容である。

日本



他人。特に文化と年代が違う人の気持ち
を知ることは、簡単ではない。どんな人に
対し、何が動機となるかを、漠然と考える
ことはできても、その動機が特別な場合
には、理解することは難しい。例えば、な
ぜ教会の多くの食口たちが断食するのか
を知っているが故に、他の食口が断食す
る心情に共感するのである。私たちが、神
様が用いるに相応しい器であるなら、神
様のみ旨を成すためにさらに多くのこと
を成し得ることを願い断食を始める。三
日、もしくは一週間の断食を始める前に
は、私たちを囲んでいる霊的雰囲気を通
して狭い門を通過するのと同じである。
このように私たちは断食する人たちがそ

のような通過儀式を通して新しい出発の
ため断食するということを推察すること
ができる。
しかし、教会の食口たちの共通した経験
から、極端な選択をする人々に対して、何
がその人たちをそのような状況に追い立
てるのか、十分に理解するのは難しいで
あろう。2006年12月発行された「トゥデ
イズワールド(Today’s World)」に、40日断
食を終えた井口康雄食口に関する記事が
載せられた。1984年にも、彼は真のお父
様がアメリカで収監された事に対する抗
議の意味を込めて40日断食をした。1984
年から2006年の間に彼は40日断食を8回
もした。彼が2年間で断食をした期間を合

計すると、1年1ヶ月にもなる。
‘トゥデイズワールド’の記事は、彼が10回
目の断食を終えた後、発行されたのだが、
その記事と共に載せられた写真に共に写
っている公職者たちは、彼の10回目の断
食を支持する後援者もしくは友人だと描
写されている。前の列で、少し離れたとこ
ろにいるのが町田松夫氏であったが、彼は
何がそんなに頻繁に長期の断食をさせる
のかについて理解している可能性が強い。
最近、写真に載っていた町田氏を訪ねた。
彼と共に写真を撮ったほとんどの人々は
座っていたが、彼は心情と信仰の現れと
して、様々な国家を旅行しながら数千キ
ロを移動した二本の足で立っていた。そ
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平和のための歩み
この文章はTPマガジンのスタッフが寄稿したものである。

リポート

アメリカ大陸を徒歩で横断する町田松夫食口
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のように彼が立っている最も大きな理由
は、町田氏が徒歩旅行者であるからだろ
う。最近では、サンフランシスコからワシ
ントンモニュメントまで歩き、9月13日
に旅程を終えた。
彼は韓国でも3回にわたり縦断したが、そ
の距離を全て合わせると数千キロに及
ぶ。彼は60年ほど前、真の父母様が北朝鮮
から釜山まで南下されながら歩かれた路
程を同じように辿ってみたかったと語っ

た。町田氏が日本列島を二回縦断した距
離まで合わせると、7千6百キロにも及ぶ。
2004年にも、彼はアメリカのハワイとア
ラスカを除いた48州を徒歩で横断したこ
とがある。その当時、カリフォルニア州サ
ンフランシスコからコネチカット州ダン
ベリ─まで歩いたが、今年と同じくサン
フランシスコのツイン・ピークス聖地か
ら出発した。2004年徒歩行進を始めたと
きにはかなり多くの規模の食口たちが集
まり、共にゴールデンゲートブリッジに
到達すると、警察がその平和行進をデモ
隊の行列に間違えたりもした。彼らが警
察にゴールデンゲートブリッジ上で、交
通を妨害する意思がまったくない、とい
う確信をもたせた後に、やっと行進を進
めることができた。町田氏がダンベリ─
に到着するまで103日かかったが、彼は

大部分の距離を一人で歩いた。初めて始
めたときは蒸し暑かった夏であったが、
旅程を終えるころには初秋になってお
り、その間彼は毎日4千2百キロを歩き、又
歩いた。
そうして、今回のように車両チームが彼
に着いてくるシステムを導入した反面、
彼の言論インタビューの約束をとり、路
程と関連した問題点を修正し、旅程中に
彼に会いたいと願う食口たちのために日
程を調整した。
町田松夫氏は過去に20回もの地震を経験
した長野県に住んでいる。彼が徒歩の精
誠を尽くすとき以外は、タクシーの運転
手をしているが、しばしば30キロにもな
るリュックを背負い、一日に14時間歩く。
このような食口であったとしても、心の
中には、私たちが知り得ない＂何かが足
らない＂という思いがある。
井口氏は10回目の断食を終えたときに、
その部屋のなかで40日間、食物を口にし
ないという驚くべき遺業を共に成した他
の7名についても言及し、「今回、飯田てつ
や氏も私と共に断食しました。梶栗氏は2
回であり、藤本氏は4回の断食を共にしま
した。町田氏は今回が初めてであり、吉野
氏は2回目。鄭充子さんは５回目の断食で
した。」と語った。私たちは、どんな思いが
そのような精誠をさせるに至るのかはわ
からないが、そのような精誠が神様の心
を動かすだろう、と推し量ることができ
る。

松夫食口に昼食を提供するボランティアたち

アメリカケーブルTVニュースチャンネル「FOXニュース」のインタビュー

ワシントンモニュメント到着記念撮影



今週は人間の責任分担、即ち私たちの5パ
ーセントと神様の95パーセントについて
のみ言を語る時間が与えられました。

私が成すことのできる奇跡

バルコム米国家庭連合会長は、真の父母
様をより正しく理解するためには、天宙
聖和3周年の前に少なくとも天一国経典

『天聖経』第4篇の2章と5章を読むように
言いましたが、2章は『私たちの成長と責
任分担』です。私たちは人間の5パーセン
トの責任に重点を置きます。しかし、神様
の95パーセントについてはあまり強調し
ません。これは神様が私たちのために95
パーセントを果たして下さることを信じ
ていないよう思え、そのことは私たちに
とって100パーセントを要求する5パー
セントの責任を成すにあたり一方の橋だ
けを歩くのと同じことです。
私が悟った内容です。私たちが責任分担
を果たせば、神様も必ず95パーセントの
責任を果たされます。理論的には素晴ら
しいのですが、私の心の中に常に浮かん
だ疑問は、『私の責任は何か？』というこ
とでした。私自身の責任は何かを知れ
ば、そこに全てを投入すればよいため、
責任分担はより容易になると思ったか
らです。
この主題について語るため、真のお母様
にお会いした経験について話そうと思い
ます。私はマリーとカタリナ・コネリー
と共に副会長に任命されました。任命さ

れた直後にラスベガスで進行中だった伝
道活動に参加しました。はじめのうちは、
私たちが何をすべきか分かりませんでし
た。週末にそこに泊まり伝道チームと合
流しました。そして、路傍に出て人々を夕
方のワークショップに参加させるため連
れてきました。
その翌日の日曜礼拝を終えた後、真のお
母様が私たちに会いたいという知らせを
受けました。実際は、真のお母様にお会い
するとは知らず、まともに着飾ってもい
ませんでした。その日、私はネルシャツを
着ていました。3人の幹部と共に副会長で
あるマリー・キュリー(米国家庭連合副
会長)とカタリナ・コネリー(世界平和女
性連合副会長)、そして私が真のお母様に
お会いしに行きました。私たちは部屋に

入り正座し真のお母様のみ言を待ちまし
た。真のお母様が私たちにはじめて訊か
れたことは、「伝道をしましたか？」とい
うことでした。伝道をしてきて本当に幸
いでした。これは私たちがラスベガスに
行った理由でもありました。そのため「は
い、お母様！」と答えました。真のお母様
は「その対象者を連れて来ましたか？」と
訊かれました。彼等を連れて来ることが
でき幸いでした。「はい、お母様！」と答え
ました。真のお母様は私たちの答えを聞
き喜ばれたように見えました。
それからお母様はアメリカが大恐慌時代
にどのような状況だったかについて語ら
れました。『フーバーダムはただの美しく
驚異的な建造物ではなく希望の象徴で
す。大恐慌時代にそのような建造物を造
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喜びのための伝道

米国家庭連合副会長が2015年6月26日にニュージャージー州クリフトン教会で伝道の内容を中心に説教した内容を紹介する。

今月の説教

トップガン修練会で修了証を受け取ったミルハン・スティーブンス米国家庭連合副会長



ることは奇跡のようなこと』と仰り、新し
く任命された指導者として奇跡を起こす
ことのできる可能性を持っていると語ら
れました。その時、私は「うわぁ、本当に感
動的だ。」と感じた後、「それは私たちが奇
跡を起こすことを願っていらっしゃるの
だ。」と考えました。
それから真のお母様は『霊の子を生むこ
と』について語られました。その内容はと
ても興味深いものでした。私たちは伝道
についてのみ語ってきましたが、真のお
母様は私たちを通して真の父母様に出会
える人がいなければ、私たちは何も持っ
ていないのと同じだと仰いました。私た
ちが聖和する時に持っていける実体的な
内容が無いということです。聖和する時
に私たちが掴むことのできるものが何も
無いという意味として理解しました。真
のお母様は氏族メシヤの使命についての
異なる側面について示して下さったとい
うことを知りました。真のお母様は私た
ちに伝道の重要性を強調されました。私
は常にそのみ言を心に刻んでいます。そ
のみ言を忘れたことがありません。私が
成すことのできる一番大きな奇跡は霊の
親になることです。

答えて下さった祈祷

最近まで私はこの奇跡のため全力を尽く
してきました。約一ヵ月半前、教会のスタ
ッフ数名と伝道しに行きました。ニュー
ヨークのブライアント公園で人々と出会
う計画でした。金曜日の午後に行きまし
た。その日の午後、出発前に祈祷しまし
た。真のお父様は以前、伝道する前に会う
人々のために祈祷する必要があると語ら
れました。深刻に祈祷すれば出会う人の
名前まで知ることができると仰いまし
た。そのため、心から祈祷したところ、本
当に出会う人の名を知らせてくれまし
た。その名はブライアンでした。私たちが
ブライアント公園に行くと決めたことが
何か影響を与えたのではと思いました。

私はデミアン、カルロス、コウイチと共に
ブライアント公園へ向かい歩いていきま
した。私たちは楽しい時間を送っていま
した。ご存知だと思いますが、男同士で道
を歩くのはとても楽しいことです。私た
ちは歩きながら「神様は私がブライアン
という人に出会うだろうと知らせて下さ
った。」と言うと、皆「そうか？良いね！」
と反応しました。ブライアント公園に到
着してからは各自分かれて伝道をはじめ
ました。ブライアンという人は白人だろ
うと予想し挑戦しました。たくさんの白
人と話をしましたが容易ではありません
でした。白人が伝道に対して閉鎖的だと
いうことは凡そ事実です。数人と知り合
うことができ、良い会話もすることがで
きました。しかし、ブライアンに会うこと
はできませんでした。
一人の白人と出会い話をしました。彼は
ボストンから来た人でした。何かの面接
を受けに来たと言いました。名はブライ
アンではありませんでしたが良い会話を
することができました。帰る道で、デミア
ンが私にブライアンに会えたかと訊いて
きました。私はブライアンには会えなか
ったが良い人々に出会うことができとて
も良かったと答えました。ニューヨーカ
ーに戻る道でデミアンが突然『ブライア
ン』と叫びました。ちょうどその道には二
人の男性が事務所の外に立っていまし
た。デミアンがそう叫ぶと、その中の一人
の男性がイエス、と答えました。その時、
私は「彼がいたずらをしているのだろう。
本気で答えたのではないだろう。」と思い
ました。私の胸は高鳴り少し恐くもあり
ました。その次に何が起こるか予測する
ことができませんでした。そのため私は

「ハイ、神様があなたに会うだろうと教え
て下さった。」と言いました。私たちは皆
笑い雰囲気は軽くなりました。彼の電話
番号をもらい、その翌週に昼食を共にし
ました。
こうして知り合ううちに、彼は私と同い

年で、結婚し4歳の息子がいることも知り
ました。私は緊張し、彼に会う間は不安な
気持ちを取り除くことができませんでし
た。しかし彼はとても自然に対してくれ
て、私たちが多くの共通点を持っている
ということを知りました。フェイスブッ
クを確認すると、私たち二人ともバスケ
が好きで技術に熱狂していることを知り
ました。

伝道は喜びを経験するためのもの

以前、日曜礼拝が終わってから数人の食
口が掃除する姿を見ました。女性食口が
夫と共に建物を掃除していました。4、5歳
程の息子も一緒でした。その姿を見て、私
もそのような環境を望んでいるというこ
とを知りました。子女を望み、そのような
愛の環境を望みました。最近になり、霊の
子についてもそのように考えるようにな
りました。霊の子を望み、その子女が真の
父母に出会うため一歩また一歩進むにつ
れ成長し、原理講論を学び、真理を一つず
つ発見しながら「うわぁ、私が探し求めて
いた神様だ！」と言えることを願いまし
た。伝道とはそのような気持ちから始ま
るのだと思います。
レンダル牧師は霊の子のいる方です。私
はそのように経験のある方々と話すこと
が好きです。レンダル牧師は、伝道とは第
二の自分自身を探し求めることだと言い
ます。私たちの子女は私たちに似るでし
ょう？霊の子たちも私たちに似れば良い
と思います。信仰でもって成長する自身
の姿を見直すように感じると思います。
この言葉は私がブライアンに会ってから
聞いたことです。
私はとても驚き、ブライアンとの出会い
は運命のように感じています。まだ緊張
し、どうなるか分かりません。全てを忘れ
て私たちの関係を切ることもできます。
様々な不安が頭に浮かびます。しかし、神
様が投入されたことは絶対に無駄になら
ないことも知っています。真なる愛は無
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駄にはならず、その人が去って行っても
次の人が全てを相続するでしょう。もう
不安ではありません。むしろ霊の子が信
仰的葛藤により受ける困難の苦痛を共に
したいと思っています。本心から伝道対
象者を愛して私を苦しめる時に、その痛
みを感じることのできる愛をしたいで
す。子女を持つのと同じような関係を願
っています。天一国経典『天聖経』8篇「信
仰生活と修練」第2章、888から889ページ
のみ言を訓読したいと思います。

「私」の心が動いて出発するとき、あるい
は「伝道しよう」と思うとき、望んでする
人がいて、仕方なくする人がいて、死ぬ
かと思って恐る恐るする人がいます。
どのようにしなければならないのです
か。歓迎してするのか、やむを得ずに、死
ぬこともできずに仕方なくするのでし
ょうか、恐ろしくてするのでしょうか。

どうなのですか。それは、みな落第です。
それでは、どのようにしなければなら
ないのですか。心と体が主体と対象の
関係になっていて、その相対の位置と
環境条件が一致しているときは、喜び
で出発するのです。悲しみで出発する
のではなく、喜びで出発するようにな
っています。喜びの内容が最初であっ
て、悲しみの内容が最初ではありませ
ん。堕落とは何でしょうか。悲しみの内
容が最初であり、喜びの内容はスター
トもしなかったというのです。復帰の
運命の道を求めていく私たちとして
は、み旨を喜びの内容として出発し、喜
びの過程として消化させてこなければ
なりません。

真のお父様のみ言によると、伝道は喜び
を経験するためのものです。子女を望む
理由も喜びのためです。伝道も同じです。

北米大陸会長は外部の人々だけを伝道す
るのではなく、外で彷徨う食口たちや離
れていった食口たちを伝道しなければな
らないと言いました。喜びを求めている
私たちの兄弟姉妹のもとへ行き伝道する
ことも重要です。
結論を述べると、私たちの責任は喜びを
経験することです。伝道は神様から与え
られた愛を他の人々と共有することで
す。喜びを経験したいという自己中心的
な観点からも伝道について知ることが重
要ではないかと思えます。私の氏族名簿
を一度見てみました。そして、何人かにフ
ェイスブックで連絡してみてとても嬉し
く思いました。神様は必ず95パーセント
の責任を果たされます。皆さんの責任分
担5パーセントを果たし、真の父母様の愛
を分かち合えることを願います。

ミルハン・スティーブンス │　

米国家庭連合副会長
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ミルハン副会長の家族



「海洋文化創建、アラスカで海洋技術を学
び人格を育成する。」というのがコディア
ック海洋修練会のスローガンだ。去る2015
年7月にコディアックで開催された第7回

「全国海洋チャレンジプログラム(NOCP)」
は様々な面でとても特別だったというこ
とに全ての参加者の考えが一致した。
マイケル・バルコム米国協会長とマイケ
ル・ジェンキンス牧師、マイケル・パリ
ス・オーシャンピース社長、ジョシュア・
ヤシロLLC海洋摂理社長、タカハシ・ケン
サク米国海洋教会長など、家庭連合指導者
の訪問及び激励のメッセージが全ての参
加者にとって大きな励みとなった。
金起勳・北米大陸会長もコディアックに
寄ったが、韓国にいらっしゃる真のお母
様に呼ばれ空港で行き先を変えざるを得
なかった。5日間の修練期間中、参加者た
ちの日程はウシロダ・ナオキミ米国カー
プ(CARP)会長が管理した。バルコム協会
長は『今日、真のお父様はいつにも増して
私たちの近くにいらっしゃる。』と語り、
真の父母様との有機的な関係を強調し

た。ジェンキンス牧師は真のお父様の再
臨により神様は新しい次元で「み言」を伝
えられたと述べ活気付けた。

二世たちが共にする機会

真の父母様の海洋教会ビジョンの成果
を上げるため、絶えず全力を尽くしてい
るクリント・ウッズNOCP責任者がこ
の修練会を準備した。彼は私たちの教会
の海洋に関連する活動を促進させるた
め、センターである非営利団体「インタ
ーナショナル海洋摂理」を設立した。
(www.OPIINC.org 参照)今年のNOCPは、韓
国、日本、カナダ、オーストリア、アメリ
カ、ウルグアイなどから来た参加者によ
り盛況を成した国際的行事となった。
その参加者のほぼ半数は若い女性で、ほ
とんどのチームリーダーは二世だった。
二世食口たちがプログラムを主導し、先
輩とスタッフが必要な時だけ助けに入っ
た。ブランチ・ガーダーが引率した二世
統一食口チームは、真のお父様が設計さ
れた28フィートのディーゼルボート4隻

を準備した。長い間NOCP常任管理者の役
割を担っているカゲヤマ・ミノル氏は、
釣りと航海技術を教え船舶を監督した。
1981年に真の父母様が始められたマサチ
ューセッツ州グロスターの海洋チャレン
ジプロジェクト「コアオーシャンチャー
チ(Core Ocean Church)」の出身者たちが
2009年にはじめてコディアックで修練会
を行った。海洋、特に自然のままのアラス
カの環境は、二世としてのアイデンティ
ティを確立させ、真の父母様が導いてく
ださった心情文化を創建するための理想
的な舞台だと確信を持っていたからだ。
このプログラムのためのボートと教育セ
ンターは、この地を幾度も訪問された真
の父母様の指示により備えられていた。
本海洋修練の初期にコディアックを訪問
された真のお父様は、このプログラムを
成功させるためには強い基盤が必要だと
語られた以外には特別関与されなかった
が、私たちはこの歴史的な努力が真の父
母様のみ言と、先輩家庭が払ってきた蕩
減の根に連結される必要があると考え
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た。これはただのプロジェクトではない
からだ。
その目的を実現させるだけでなく、効果
的な海洋修練のため21日間、毎日真のお
父様のみ言勉強、原理教育、海洋摂理の意
味についての教育、一世と二世食口が真
の父母様に侍ってきた証しなども含め
た。全ての参加者は海岸警備教育、赤十字
からの心肺蘇生法の資格授与、鮭の孵化
場見学、淡水と海での釣り竿使用教育だ
けでなく、ボートドッキングと操縦、魚料
理などを学び、10日の間世界最高の海洋
釣りを経験した。
また、参加者は野営、淡水釣り旅行、ハイ
キングや海岸創作を体験しながら、オカ
氏と調理補佐により、どのキャンプでも
経験することのできない最高の料理を味
わうことができた。今回も最後には賞金
を掛けた海洋釣り大会とピースロードツ
アー、そして終了式とイベントが行われ、
最終日は夜通しお楽しみ会が開かれ、皆

が一つになる時間となった。夫と共に参
加したジェニファー・ヤシロ夫人は、『実
際にこの場に参加できなかった人はプロ
グラムがどれ程素晴らしいか絶対に知る
ことができないだろう』と述べ、『この若
者たちは素晴らしい独創力を備えてお
り、とても楽しんでいる。』と語った。
今まで7年間このプログラムは行われ、全
世界から多くの関心と支援を受けてい
る。寄付者も少しずつ増え始めた。真の父
母様が立てられたオーシャンピース社も
コディアック旅行の経費が高いため、青
年学生のための奨学プログラム開設の準
備に乗り出している。たくさんの寄付者
の支援により、参加者は教育を終了した
後に天の父母様との新しい経験を胸に刻
みコディアックを去って行く。今回の参
加者は家族や親戚へのお土産にキングサ
ーモンやヒラメ、その他の魚が詰められ
た箱をプレゼントとしてもらった。
(www.oceanchallenge.orgで「Donors Hall」

を訪問して下さい。)
このプログラムは二世を中心とした青年
学生たちのプロジェクトであるため主人
意識が必要だ。最近、二世たちとレベッ
カ、デイビット、、ジョン・レイエス、イー
サン・バーカー、カヘ、ユ・ミヨン、ルー
カス・バッシをはじめとしたプログラム
終了者と、プログラム管理者のナリア・
マギーが集まった場で、このプログラム
の目的を達成できたかについて検討し
た。ナリア管理者はほとんどの参加者の
感想が新しい友人と出会い心情文化を創
建でき楽しかったという内容だったと述
べた。また、これは海洋時代のための効果
的なプログラムでもあるが、最も重要な
のは二世たちが共にする機会となったこ
とだと強調し、皆その言葉に同意した。彼
女は「神様の愛を感じられる完璧な環境」
だと付け加えた。

クリス・ピアラ │ 

コディアック海洋修練会責任者
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海洋釣り大会で、魚を釣った参加者たちの記念撮影 魚を釣った後、喜ぶ参加者

祈祷会の時間 室内教育時間



私は生まれたときから今まで、霊界の導
きを受けてきた。私は6歳の時、とても感
覚的な霊的現象を経験した。数千カップ
ルの男性と女性が野外舞台の前に立って
いた。その舞台の上には、温かく美しい愛
を吐き出す巨大な金色の光の塊があっ
た。これは何なのかと質問すると、神様を
中心とした結婚式だという返事が聞こえ
てきた。「ジェームス、お前もこれを願う
のか？」という問いに、「イエス！」と返事
をした。そのような未来の希望と期待を
胸に抱いて育った、イギリスのウェール
ズに住む1世の祝福家庭である。
2007年、ウェールズで霊の父母となるネ
イティ·ジェルマンに出会った。私たちの
出会いも、霊界の影響を受けていた。その

日、私は霊の父母に出会ったことに対し
て、さほど驚きはしなかった。私は特別な
人に出会う準備をしていたし、その人が
私の人生を完全に変えてしまうという事
実も知っていた。しかし、彼の明るい霊的
雰囲気に驚いた。今まで私は多くの霊的
な人々に出会ってきたが、その誰もその2
世ほど自然に光輝いた霊的雰囲気をもっ
てはいなかった。この部分に対して彼に
説明すると、彼は「私自身が特別だと感じ
たことはなかったし、特別に光輝くため
に努力したりもしなかった」と語った。彼
からは、神様の愛が発されていた。それこ
そ、まさに祝福の価値である。
私は、入教した翌年である2008年、アル
バニアの宣教師として派遣された。そし

て2009年、韓国で開催された『真の父母
様10.14 天宙祝福式』においてエロナと
祝福を受けた。彼女はアルバニアから来
た、とても素晴らしい女性であった。その
祝福を通して、少年の時に見た現象が現
実となった。エロナと私は祝福を受けた
後、韓国に残り、210代の先祖まで解怨
し、祝福した。2011年、イギリスに帰る
前、私の睾丸の片側が普段よりも2倍ほ
ど大きく腫れていることに気付いた。私
はイギリスに帰り、癌だという診断を受
けた。その当時に検査を受けていなけれ
ば、治療は不可能であっただろう。3日後
に腫瘍を取り除く手術を受けた。癌の除
去は成功したように見えたが、翌年に再
発した。
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世の中を変えられる証

祝福式で祝祷を受けている、ジェームス・Ｍ・ポウェルと相対者

以下は、清平40日修練会に参加し、癌が治癒したウェールズの祝福家庭の証しである。

清平の証



祈祷と精誠

2つ目の癌は、腹部にあった。血液検査の
結果によると、癌細胞の育つ速度が1週間
に3倍ずつ早くなっていた。医者は、癌細
胞がこのように早く繁殖するのを見たこ
とがない、と語った。医者の計算による
と、2週間以内に科学療法を始めなけれ
ば、治療が不可能となり、死に至るという
ことだった。私は原理的な観点で、様々な
方面からこの問題について考えてみた。
その時私と共にいた父が、早く化学療法
による治療を受けてほしい、と泣きなが
ら頼むにも関わらず、私は他の方法を確
認してから決定したいと語った。
まず、私の妻にこの事実を伝えた。そして
原理を中心として祈祷した。教会の指導
者達と相談し、一番近い兄弟姉妹にも話
した。結論は、清平に行って40日修練会を
受けるというものだった。その時真のお
父様が聖和され、教会の牧会者が、私をウ
ェールズの代表として送ることを提案し
た。そのため、真のお父様の聖和式の時、
ウェールズの代表として天正宮博物館に
おいて真のお父様のご聖体の前で敬礼を
捧げさせていただいた。
真のお父様のご聖体が安置された棺が清
心平和ワールドセンターに運ばれる道
々、そこに集まった数千名の兄弟姉妹達
の泣き声と涙は、きっと忘れることはで
きないだろう。今でも、あの時の心情をは
っきりと覚えている。聖和式が終わると
同時に、私は清平修錬苑での40日修練会
に参加した。本来の計画は、修練を受ける
期間に清心病院で長期的に検診を受けな
がら、癌細胞が小さくなっていくのかを
確認する計画であったが、責任者が「修練
会を受けてからイギリスに帰国し化学療
法を受けるように」と語った。それなら、
修練会を受けている間は検診を受ける必
要がないと考えた。
ウェールズにいた牧会者は、私が修練会
を受けている間、出来るだけ多くの責任
分担を担うといいと勧めた。そのため役
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祝福式後の記念撮影

１～224代の先祖解怨祝福式に参加した筆者



事チームに入った。チーム員たちが、個人
的な問題で葛藤を覚えながらも、彼らの
公的な役割を果たす為、大変な事にも挑
戦し、克服していく姿を目撃した私とし
ては、忘れられない素晴らしい経験とな
った。その全てを成したチーム員達が誇
らしかった。私達の役事チームが特別だ
った理由は、真のお父様が聖和されてか
ら40日後の、始めての清平特別大役事の
役事チームとなったからである。
ウェールズに住んでいた一人の兄弟か
ら、40日修練会の原理講論の試験で1位に
なって欲しいと頼まれた。この兄弟と、も
う一人他の食口も40日修練会の時、原理
講論の試験で1位になったというのだ。普
通、40日修練会の原理講論の試験では、1
位をとった人は『原理講論』をもらえる事
になっていた。その兄弟は、ウェールズの
ための『原理講論』3冊を願った。ところ
で、私が原理講論の試験で1位にはなった
ものの、あるスタッフが「40日修練会にお
いて、一人の人が2冊以上の原理講論をも

らうことは出来ない」という原則につい
て説明した。私はすでに役事チームのリ
ーダーとして1冊もらうことになってい
た。そして原理講論の試験で2位だった人
も『原理講論』をもらえることが決定した。
その年の初め、ヨーロッパの食口たちは
40日精誠の条件として、リスボンの決意
文を読んだ。その決意文の最後の文章は、

『この決意文を完遂するため、真のお父様
の死生決断の似姿になることが出来るよ
うお誓いいたします。』となっていたのだ
が、私はその部分を理解し難く、何週間も
の間祈祷した。40日修練会を終えウェー
ルズに帰国し、化学療法で治療を受ける
よう勧められた時、その修練会の期間中
は私自身に関して考える必要がない、と
思った。そのかわり、私に出来る精一杯
で、天の父母様と真の父母様に侍る事に
焦点を合わせることを決心した。
イギリスの医者たちは、私が韓国で修練
会を終え帰って来る頃には、癌が拡大し、
治療が不可能だろうと考えていた。しか

し、驚くべきことに癌が自然治癒してい
た。医者たちは癌が治癒した原因を探そ
うと、化学療法を後回しにし、幾つかの検
査を行ったが、答えを見つけることがで
きなかった。私は真のお父様の自敘伝を
見せ、「これがその理由だ。」と言い1冊ず
つ渡した。

証しが世の中を変えられる

これで終わりではなかった。全ての出来
事には蘇生、長成、完成の3段階がある。同
じように、象徴、形象、実体がある。私が若
い頃、生命の危機に陥った事があったの
だが、霊的に「生きたい、生きたい、生きた
い！」と叫んだ。紙面の関係上具体的に描
写することは難しいが、当時、私の生命は
救われた。その後、全く同じ路程を実体的
に3回も通過した。
2つ目の癌が完治した翌年に、3つ目の再
発が発見された。その時「私には他に何が
出来るだろうか？今まで清平に行って
驚くべき結果を得た。これ以上の効果が
あり得るだろうか？」と考えた。原理的な
生き方が私の生命を救ったのだ。原理と
真の父母様の心情を中心として、妻の愛
を通して癌が再発する堕落性を脱ぐこ
とができた。天の父母様と真の父母様、そ
して妻の愛がなかったなら、また原理が
なかったなら、今日の私はあり得ないだ
ろう。
私がいまだに生きている唯一の理由は、
真の父母様が行くべき道を示してくださ
ったからだ。天の父母様は、私達が耐えら
れない事は与えられない。時には成功す
るために最大限努力する必要がある。祝
福中心家庭として生きていくこと以外に
も、真の父母様を証していくことが、人生
において最も重要な目的だという結論を
出した。まだ証しをしていない食口がい
るなら、発表することを願う。皆で発表す
れば、世の中を変えていける記録となる
だろう。

ジェームス·M·ポウェル│英国食口
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ジェームス・Ｍ・ポウェル夫妻



フランスではサマーキャンプが6年の間
持続的に開催されているが、年々二世た
ちにとって重要な夏の行事となってい
る。ブリトニーの北方地方で開催された

「2015ブリトニー・サマーキャンプ」に
は40人以上の二世が参加した。「海洋摂
理」というタイトルのもと8月8日から16
日まで開催された。
このキャンプは2009年から若い食口ジ
ョナサン・バフトにより始められ、年を
重ねるごとに発展していった。2009年に
開催されたはじめのキャンプは小さな庭
園で開催され、ブルトン教会の食口数名
が参加した。その後、小さな野営地で開催
されてから、遂に大西洋に隣接した高級
三ツ星キャンプ場で開催することができ
た。今や全国的な行事として発展し、フラ
ンス全域からたくさんの二世が参加する
ようになった。
今年のキャンプは二世のソロジャー・コ
リテア(16)とロホン・ドフビッシュ(17)
が準備した。この二人の姉妹は一週間の

プログラムを組むため、たくさんの時間
を費やした。彼女らは「真のお父様が海洋
摂理にどれ程多くの精誠を尽くされたか
良く知っています。真のお父様は海の大
切さを度々強調されました。大西洋から
近い場所で生活していることは祝福であ
り、ブルトン海岸でこのようなキャンプ
を開催することができ嬉しく思います。
パリに住んでいる食口達は自然と海の美
しさを知る機会がありません。私たちが
この環境の中で生活していることは恩恵
であり、このような祝福を多くの人々に
分け与えられなければと思いました。」と
伝えた。
参加者たちはビーチバレーボール、チャ
レンジデイ、宝探しなど様々な行事に参
加した。皆がこれらの行事に参加し楽し
むことができた。雷が鳴り、にわか雨が降
ったが、この天候を通してむしろ太陽の
有難さを感じることができた。毎日私た
ちは早朝運動で一日を出発し、昇る太陽
の美しさを満喫することができた。続い

て、海洋摂理についてのお父様のみ言を
訓読した。チーム別に朝食を準備し、各チ
ームは他のチームが準備した食事を評
価した。このように他の活動も評価しな
がら和気藹々ながらも競争心を起こさ
せた。
一日の日課が終わる時間には、チームご
とに集まり、その日を象徴する絵を描き

「思い出の記録」を記した。そして、カード
ゲームやクイズで一日を終えた。15日土
曜日、第6次ブリトニー・サマーキャンプ
の最終日は、星々が輝く夜空の下で20本
の蝋燭の灯を海の上に浮かべて送りなが
ら、徹夜祈祷でもって締めくくられた。ジ
ョナサン・マフタンが韓国に行ってきた
証しと、フランスのポール・ラドスなど
数人の証しも聞いた。サマーキャンプで
は両親からたくさんの協力を得た。キャ
ンプ場のマネージャーも机と椅子や冷蔵
庫を無料で貸してくれた。

ドルビッシュ・ローレン │ 

フランスの二世
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2015 ブリトニー・サマーキャンプ

大陸別ニュース　│　ヨーロッパ１

2015ブリトニーサマーキャンプ参加者たちの記念撮影



ベラルーシ祝福二世11名が2015年８月
17日から31日まで、信仰の祖国である韓
国の聖地を巡礼した。彼らにとって最も
印象深かったのは、天宙清平修錬苑で開
催された、3日特別修練会で、真のお母様
にお目にかかり、み言を聞いたことだ。台
風が吹き、雨風を掻き分け、釜山聖地に登
る時には、真のお父様の心情を感じるこ
とが出来た。一行は手に手をとり、雨風の
中で祈祷し、聖歌を賛美した。祈祷と聖歌
が終わった時、風が静まり、雨がほとんど
止んだ。それが一行にとって驚くべき経
験であった。
一行の心の中に、真の父母様をお迎えし
ようとする努力で、天正宮博物館、青坡洞
教会、麗水清海ガーデン、鮮文大学を訪問
した。ベラルーシの二世たちと、ソウルに
居住する二世たちの間で、『平和の架け

橋』という行事も行われた。彼らは聖地巡
礼のモットーである、「神様の下の一家
族」という意味を実感した。
ベラルーシの二世たちは、今回の韓国訪

問のために、今年の初めから原理修練会
と真の父母様の生涯路程修練課程を修了
し、精誠を積みながら、真のお父様聖和三
周年記念式に参席し、故国へと戻った。
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ベラルーシ二世
韓国聖地巡礼

大陸別ニュース｜ヨーロッパ２

青坡洞旧本部教会を訪問したベラルーシ2世たち

釜山聖地で祈祷する聖地巡礼参加者たち



西アフリカ家庭連合において、『カープの
為の第1回21日修練会』が2015年7月27
日から8月16日まで、コートジボアール
の最大都市であり、事実上の首都である
アビジャンにおいて開催された。 6ヶ国
から高校生と大学生57名(ブルキナファ
ソ21名、ベナン9名、コートジボアール18
名、リベリア5名、マリ共和国3名、ニジェ
ール1名)が参加し、真の父母様の教えと
生涯路程を学び、お互いをより深く理解
した。
西アフリカのカープ会長が、松岡ひろき
特使の補助を受けて修練会を主管した。
修練会の目的は、若い食口によって、プラ
カードに書かれているように『ビジョン
2020を成す孝子となろう！』という希望
を成すことが出来るよう、手助けをする
ためであった。難しい環境のなか、二世た

ちが一生懸命学び、和気あいあいとした
時間を過ごした。はじめて学生たちはお
互いを知り、お互いに忘れられない思い
出の時間を過ごした。
7月27日午後3時、コートジボアールの家
庭連合会長と事務総長及び教育局長など
が参席する中、開会式が行われた。家庭連
合会長は歓迎の辞において、二世たちが
共に真の父母様のみ言と生涯路程を学ぶ
ことが出来るようになったのはとても素
晴らしいことだ、と語った。続いて、西ア
フリカのカープ会長が、修練会が開催さ
れた背景を説明した。また、各国の参加者
たちが紹介され、記念撮影が行われた。開
会式が終わった後、オリエンテーション
が行われた。オリエンテーションでは、チ
ームを構成し、リーダーを決定した後、顔
合わせをした。心情チーム、統一チーム、

ムーンライトチーム、平和軍チーム、真の
愛チーム、ニューホープチームと勝利チ
ームなど、7チームに組まれた。

国家基盤づくりの為に最善を尽くすこと

次の日である28日、松岡特使が家庭盟誓
を始めとして、講義を開始した。7月29日
から8月5日まで原理講義があった。毎朝
訓読会に修練生全員が参加した。主に訓
読会では真のお父様の自敘伝を訓読し
た。30分間訓読した後、チーム別に討論の
時間をもった。次第にお互いが心を開き、
互いに何のわだかまりもなく自由に意思
を表現した。訓読会が終わると、朝の運動
に参加し、為に生きる精神と団結心を育
てた。毎夕食時には全てのチームが集ま
って、その日の講義内容を討論し、原理講
義を実習した。
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西アフリカ
第一回21日修練会

大陸別ニュース｜アフリカ１

西アフリカ第一回21日修練会の参加者たち
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8月5日午前9時から10時30分まで、中央
アフリカを巡回し戻ってきたジョ·ドンホ
大陸会長が、修練生に会った。大陸会長
は、真の父母様の生涯路程と現在の摂理
にあって、食口たちの立場について説明
した。ジョ·ドンホ会長は、土曜日である8
日にも訪ねてきて、各国の参加者達と記
念写真を撮影し、修了証を授与した。ま
た、大陸会長は真のお母様の修練生たち
に対する関心と、修練生たちが精一杯努
力し修了証をもらい、韓国の聖地を巡礼
出来る機会をもてるようになった意味を
説明した。8月6日には、9日に開催される
予定だった全国連合礼拝の為のスポーツ
とエンターテイメントを準備した。日曜
日の連合礼拝では修練生全員が紹介さ
れ、合唱をした。即席で構成された合唱団

の歌声が美しかった。一週間、共に生活し
た修練生たちのハーモニーが一段と際立
った。
10日には、礼拝学習及びプロジェクト樹
立と実現に対する教育を受けた。11日か
ら13日までの3日間には、信仰訓練のを
かねて募金活動をした。大部分の修練生
にとって、募金活動は初めてであった。小
学生や中学生の妊娠のような社会問題の
プロジェクトの為に募金活動を展開し
た。3日間の目標は1,000ドルだった。その
金額がチーム別に分担された。全てのチ
ームが目標を達成するため努力し、目標
達成が難しいチームを助けたりもした。
この活動を通して、両親を理解すること
が出来、神様の心情を体恤することが出
来たという証しがあった。3日間、全員疲

れてはいたが朝8時から夕方6時まで最善
を尽くし、最終日にはこのような活動に
賛同するようになったことに対して自負
心を持てるようになった。
14日の朝には、『2015 西アフリカカープ
アセンブリ─』が開催され、各代表たちが
これから4ヶ月の間の活動計画を発表し
た。午後には、若者に対する新しいメディ
ア文化の影響に対するチンス·ペテフト地
域長の特別講義があった。地域長は、今日
広範囲に普及しているインターネットと
携帯電話が、ポルノとジャンクミュージ
ックの道具となっている現実の危険性を
警告した。
15日の金曜日には、修練生全員がアビジ
ャンを観光した。行政機関が密集してい
る地域、セントポール大聖堂、港、空港、国
立大学など36カ所をまわった。その日の
夕方には、閉会式が行われた。ジョ·ドンホ
会長を含む協会本部の教育局長とチンス·
ペテフト地域長を始めとした修練生全員
が、修練会を導いてくださった天の父母
様（神様）と真の父母様に感謝し、摂理の
主人となり、国家基盤造成の為に最善を
尽くす事を決意した。

ユジン·アホンジョ │

西アフリカ カープ会長

ジョ·ドンホ大陸会長とコートジボアールの参加者たち

ギブ・アンド・テイクゲーム時間

ジョ·ドンホ大陸会長とマリの参加者たち



トーゴのカセプビル、エコワスホールで
2015年８月29日、真のお父様の聖和三周
年記念式が開催された。トーゴ家庭連合
会長が記念の辞で、真のお父様の自叙伝
のみ言を引用し、私たちが後世に残すべ
き重要な二点、すなわち伝統と教育を強

調した。
その中で、真の父母様の真の愛の伝統と
真の家庭教育を後世に残すべきであると
結論づけた。続いて、真の父母様の生涯の
業績を紹介するビデオ上映があり、副協
会長が第一回鮮鶴平和賞授賞式のプレゼ

ンテーションを発表した後、真のお母様
が下賜された奨学金を、二世たち４名に
授与した。これを通して参加者たちがト
ーゴを始めとした、数カ国で成就されて
いる真の父母様の業績を確認することが
出来た。
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トーゴで開催された
真のお父様聖和三周年記念式

大陸別ニュース｜アフリカ２

トーゴで開催された天宙聖和三周年記念式の様子

真のお母様が下賜された奨学金受賞者たち 真のお父様の自叙伝を引用しつつ記念の辞を述べるトーゴ協会長



米国のビーバートン市はオレゴン州の北
西側に位置し、約9万2千名の住民が居住
している。ここは約62万名が住むオレゴ
ン州の最大都市であるポートランドの西
側にある小都市だ。オレゴン州は、昔存在
していたオレゴン領土の一部であった。当
時のオレゴン領土には、今日のオレゴン州
とワシントン、そしてカナダのブリティッ
シュコロンビア地域のほとんどが含まれ
る。このひっそりとした山岳地帯は、ヨー
ロッパの移民者がアメリカで一番最後に
定着した地域のうちの一つである。
現在は、有名なフットウェアの製造業者
であるナイキの世界本部がビーバートン
に位置している。しかし、初期の定着者た
ちのように、今の地域住民も自然と戦っ
ていることを思い起させるかのように、
周囲にセントヘレンズ山が見える。この
山は、雪に覆われた火山だ。1980年噴火

した時には、600平方キロメーターの森
を焼け野原にした。多くの人々が生命を
失い、火山灰がフィリピンまで風に乗っ
て飛んだ。このようなビーバートンだが、
全世界的に推進されている『氏族メシヤ』
と呼ばれる領土の開拓の為、様々な方法
が模索されている。

ウェブサイトを活用した伝道

ジョン·ブルクとその妻リズは、インター
ネットを、伝道ではなく様々な人々との
関係を結ぶための道具として利用してい
る。特に、個人的に連絡する場合やイベン
トの宣伝のために利用する。ジョン·ブル
クは「真の父母様を紹介する冊子を作り、
インターネットや後援するイベントなど
を通して周囲に宣伝しています。そのイ
ベントに参加を希望する地域住民のため
に、イベントのプログラムをウェブサイ

トに掲載します。」と語る。
彼は毎月行われるイベントの例として、
寿司パーティーについて触れた。ビーバ
ートン地域の食口たちのなか、日本婦人
たちが開催するイベントだ。そのイベン
トを公立図書館で行い、参加者には着物
を着る機会も与えられる。また、他のイベ
ントとしては父の日のハイキングだ。最
近公園で行われたこのイベントには、50
名ほどの食口たちと20名ほどのゲストた
ちが共に参加した。そのイベントの時、こ
れから6ヶ月間行われるイベントのプロ
グラムが掲載されたパンフレットが配布
された。例えば、『10月30日には衣装パー
ティーを開催します（詳しい内容はウェ
ブサイトに掲載する予定です）』という具
合いにだ。このようにウェブサイトが空
軍の軍事作戦を行い、兵士達を支援する
助けになるように、彼らの活動にも大き
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氏族メシヤ活動

以下は、氏族メシヤであるジョン·ブルク夫妻の活動に関連した文章を、TPマガジンのスタッフが要約·編集した内容である。
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な助けとなっている。
そのウェブサイトの名称はホワイトクレ
ーン学校であり、イベントプログラムを
掲載する以上の効果がある。伝道の一つ
の方法だ。ゲストたちが自ら学べる教育
の資料室だ。ゲストたちがウェブサイト
(www.schoolofthewhitecrane.com)に初め
てアクセスするときに出会うコンセプト
のうちの一つは、ウェブサイトを作った
目的についてであるが、その目的は真の
父母様を紹介することである。
初めはウェブサイトの名称に『学校』が含
まれているため、親しみが湧かないので
はという心配があった。今日、学校、テレ
ビ、そして映画を通して私たちの子供た
ちが学ぶ価値観と関連した内容を教えな
ければならない、という動機があったと
パンフレットに説明が載っている。今で
はウェブサイトは、外部のゲスト達が教
育資料の一部を観覧することのできるプ
ラットホームの役割を果たしている。
このウェブサイトに最近開催されたイベ
ントの写真が掲載された。その写真は色

々な年齢層と民族的な背景をもった、幸
福で活発な共同体を見ることができる。
それは多くの人々が求める核心的な内容
でもある。教育材料は、宗教、歴史、政治、
そして経済の4分野に分かれている。各分
野別に、記事、映像、pptプレゼンテーショ
ン、そして推薦図書を含む資料が掲載さ
れている。そのなかでプレゼンテーショ
ンは、ウェブサイトの会員用のため暗証
番号が必要になるが、他の資料は誰でも
利用することができる。
このようなウェブサイトの利用は伝道活
動と何ら変らない。恐らくコックス夫婦
が、そのような活動を行う代表的な食口
であろう。ジョン·ブルク氏によると、アサ
オカ氏とブルク氏、そしてコックス氏の
家族が協力し、伝道活動を展開している。
アサオカ氏はスペイン語の実力に優れ、
マイケル·バルコム·アメリカ家庭連合会

長の原理講論プレゼンテーションをスペ
イン語に翻訳し、ウェブサイトに掲載し
た。また彼は、ウェブサイトの報道写真家
である。
そして、ジョンは「私の長男であるショー
ンが、私が一週間に一度インターネット
で牧会を成せるよう、映像制作を手伝っ
てくれます。そのように制作された映像
をユーチューブにある真の家庭の価値TV
に上げます。今まで64個の映像を上げま
した。」と語り、「歴史的にとてもすてきな
時代に生きており、今年中に12家庭を祝
福に導けることを期待しています。私た
ちが展開している運動が最も素晴らしい
と感じ、そして私自身もこの運動を展開
する一員だという事実にうっとりとしま
す。神様の恩恵が全ての祝福家庭と共に
あることを願い、全ての活動に反映され
ることを願います。」と付け加えた。
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1 ビーバートン市で父の日のハイキングに参加した
人々

2 ジョン・ブルク食口
3 寿司パーティーで寿司を作る参加者
4 父の日のハイキングで互いをマッサージし合う参

加者たち
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一年前、夫と私は韓国での圓母奨学生プ
ログラムに参加することにした。この奨
学生プログラムは、1年間鮮文大学校語学
院で韓国語を勉強した後、韓国語試験に
合格すれば鮮文大学で自由に専攻を選択
して4年間教育を受けることのできる課
程だ。私の両親はスウェーデン＆イタリ
アのカップルで、夫のムカンディ・ワン
ソン氏はブラジル＆コンゴの家庭で育っ
た。私たち夫婦は、2013年に真のお母様
のマッチングによって出会い、数日後に
祝福を受けた。
当時はお互い通じる言語がなかったが、
19歳の新婚夫婦にとってそれは大きな問
題にはならなかった。翌年、ワンソン氏は
ブラジルを経ちヨーロッパに来て、はじ
めはスウェーデンで私たち家族と共に生
活し、その後イギリスへ渡った。はじめの
うちは夫が英語を全く話せなかったが、6
ヶ月経つと流暢にこなすようになった。

韓国語の勉強による最も大きな報償

私たち夫婦が韓国に来ることになったき
っかけは、真の父母様のマッチングを受
けることにした理由と似ている。真の父
母様に近い場所で生活し、教会の助けと
なり、私たちが信じる目標のため励みた
かったためだ。清平で夫婦としての関係
をより深める意味深い時間を送り、懇切
なる心情で神様を私たちの家庭にお迎え
した後、韓国に留まり共に勉強すること
に決めた。私たちは韓国へ生活基盤を移
すことにより何が伴うか、良く知らない
状態でそのように決定した。
私たち二人とも何度も国家と大陸を移っ

た経験があったが、この新しい国では二
人きりだ。しかし、20歳になった私たち
は、安らかな空間から遠くはなれたこの
場所で独立し、一緒に新しい生活を送る
ことに対する期待でいっぱいだった。私
たちが韓国について知っていることと
は、教会を通しての経験だけだった。私た
ちはたくさんの悟りを得て、驚きの時間
を過ごした。
鮮文大学は私たち夫婦に深い印象を与え
た。食口ではない数千人の学生たちと美
しいキャンプが私たちを歓迎してくれ
た。韓国語学習に挑戦した人ならば、それ
がどれ程難しいか分かることだろう。私
たちのような学生が経る最も困難な瞬間
のうちの一つが、この言語を学ぶために
どれ程多くの忍耐と根気が必要かという
ことを悟ったことかもしれない。完全に
ゼロの状態から始めなければならない。
ワンソン氏と私が話せる言語を合わせる
と8ヶ国語に及ぶため、自分自身を信じ、
共に韓国で挑戦するに先立ち、新しい言
語を学ぶ苦痛の過程を耐えた。しかし、韓
国語の勉強は私たちの教会についての深
い洞察力を与えてくれた。例えば、真の子
女様の名前をようやく区別できるように
なった。私たちは韓国語で訓読会をしな
がら大きなインスピレーションを受ける
ことができた。その内容を完全に理解で
きない時でも、真の父母様と連結された
感覚を得ることができた。
韓国語の勉強による最も大きな報償は、
真の父母様のみ言を聞き、理解すること
ができるようになったことだ。真の父母
様のみ言を直接理解できる満足感は、韓

国語の勉強に対する動機とインスピレー
ションを維持することに最も寄与したこ
との一つだろう。真のお母様のみ言を聞
きながら一文章や単語を理解すること
は、感動そのものだ。もう韓国語は理解で
きない音の障害物ではない。私たちが理
解でき、より深い次元で吸収することに
よる何かがある。まだ教会のリーダーた
ちと疎通するには先が長いが、私たちが
モデルとする外国人学生たちはたくさん
いる。
韓国人と韓国文化に関し得た経験は、こ
の国の年配の方々に感謝する心を持つよ
うになったことだといえる。韓国人を理
解し愛することができるよう熱心に祈祷
した時、私はある年配の方々と素晴らし
い経験をすることができた。彼等が国家
を発展させるため、どれ程努力したかを
知ることができた。彼等はとても厳格な
勤労価値を備えており、外国人にも快く
食べ物と笑いを与えてくれ、韓国語で挨
拶すると喜んでくれる。韓国のおばあさ
んたちは私たちの簡単な韓国語に感嘆
し、食卓に同席することを勧めてくれて、
私たちが言葉を理解できないことを無視
して大きな声で談笑を交わしてくれた。
彼等は家族の伝統と美徳を強調する。
私たちの韓国生活に寄与したもう一つの
要因は、他の外国人食口たちの生活を見
ながら大きなインスピレーションを受け
たことだ。ここにはたくさんの外国人家
庭が住んでいるが、一部は韓国に帰化し
ている。1980年代にこの国で未来を開拓
する決心をし、難しい言語を勉強する過
程を経た後、完全に異なる文化に適応し
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生活している彼等の姿を想像してみよう
と努力した。真の父母様に対する彼等の
愛と深い信仰心に感動した。
特に、東洋的な外見を備えていなくても
流暢に韓国語を使いこなし、韓国の友達
と遊ぶ子供たちがいる家庭は美しい。そ
の子供たちは真の父母様の国で生活する
困難な段階を経た両親の絶対信仰を反映
している。たくさんの食口が真のお父様
が韓国について語られたみ言を胸に刻
み、韓国語を愛し、ここで家族を扶養する
楽しさと困難に毎日向き合っている。こ
こにいるたくさんの美しいアフリカ家庭
は、私の考えの枠を砕くことの一助とな
り、毎日日常で韓国人たちと交流してい

る。これは、神様の下の人類一家族を成す
方法だ。私たちがここで韓国語を学ぶこ
とのできる機会を与えられたことに感謝
している。

真の父母様に対する愛の道を選択する

韓国で生活しながら得ることのできる最
も良い恵沢の一つは、ここで起こる摂理
と活動に緊密に連結されることだ。今ま
で祝福式でスタッフを助けることがで
き、UPFが主催する行事で活動し、清平大
役事に参加し、真のお母様との面談にも
参加することができた。韓国で過ごした
中で最も大切な記憶となったのは、3月に
真のお母様のために歌ったグローバル合

唱団の一員になったことだ。全員外国人
で構成された鮮文大学韓国語語学院在学
生50名余りが、真のお母様から数百人の
学生が奨学金を授与される行事で韓国語
の歌２曲を歌った。数ヶ月間、信仰の深い
日本の兄弟姉妹たちと共に厳しい献身と
訓練が要求される練習に参加した。皆が
共に真のお母様のために歌う場に立てた
ことは、感動的で驚異的な経験となり、ま
た韓国語の勉強に対する決意と真のお母
様を助け私たちの理想を実現することを
表したことでもあった。
全てにわたって、私たちはここで得た経
験と肯定的な面に集中したい。無論、簡単
なことではない。奨学金で学費は充当で
きるが、私たちのような多くの留学生は
生活費を工面するために孤軍奮闘してい
る。外的な状況は困難だが、私たちが得る
主な気持ちは感謝だ。真のお母様と近い
場所で過ごし、食口たちの真なる心情を
経験し、毎日困難を克服するため努力し、
真の父母様を心にお迎えすることができ
感謝している。どの道を行くにしても困
難は常だが、私たちは信仰を持ち、真の父
母様に対する愛の道を選択した。私たち
は韓国で生活しながら、二つの大陸の夫
と私の家族の関係が連結されるよう努力
し、教会の助けになりたいという希望を
抱き生きていくと決意した。私たちの希
望は、職場生活ができるほど韓国語を流
暢に使いこなすことで、真の父母様の教
えと教会を証しすることができるように
なることだ。

アンナ・リベティー │ 

鮮文大学　圓母奨学生
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アンナ・リベティーと夫

スウェーデン＆イタリアの両親の下に生まれ、ブラジル＆コンゴの家庭で育った夫と祝福を受

け、真の父母様と近い場所で暮らしたいという希望により、韓国に来て鮮文大学の圓母奨学生と

して勉強しているアンナ・リベティーが、韓国語の勉強の難しさを克服していく経験を語った。

また、韓国人と韓国文化を次第に理解しながら、神様の下の人類一家族を実現する方法を体恤

し、真の父母様を愛する道を歩みながら、真の父母様の教えと、教会を証しすることができるよ

うになることを希望する。




