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「これからは私たちの摂理、真の父母の摂理は国を探し立てることです。世界を相手にす
るのなら、少なくとも2020年には7か国以上の国家で基盤を造成したにおいて天を迎え
なければなりません。そのような覚悟はできていますか？口先だけで終わってはいけま
せん。実績を見せてなくてはならないのです。私たちの目標は一つです。新生した祝福家
庭となれるよう導かなければなりません。そうするには、私たちに最後にお願いされた
お父様のみ言、氏族メシヤの責任を全うしなければなりません。」
真のお父様聖和3周年を迎え語られた深刻かつ絶体絶命のお気持ちを持たれる真のお母
様のみ言である。食口ならば誰しも全人類に真の父母様の存在を知らせ、新たな生命と
して新生できるよう伝道し、天一国を成す神氏族メシヤの使命完遂を望んでいることで
あろう。

西アフリカ大陸は2014年度末までに、ビジョン2020天一国の勝利に向け全食口を対象に、神氏族メシヤの特別修練
会を完了した。伝道の主力となる地域は田舎町である。村ごとに若い青年が200～300名ほどいて、純粋な心を持ち、新
しい文化に対する関心や情熱が残っている。1970年代の韓国の農村とほぼ似ている。このような小さな村々に真の父
母様の新たな原理のみ言、真の家庭教育、真の愛が伝えられ、神様の役事が起こっている。これまでアフリカは絶え間
ない抑圧、搾取、苦痛や病で悩まされてきた。それにもかかわらず純粋な本心は創造本然の心そのままを伝えて来た。
現在アフリカの青年たちは、天の父母様の恨(ハン)をそのまま感じ、また感動し感化されている。40日間、二人がペア
となり100名以上を伝道している所こそ、アフリカの田舎町である。アフリカでは『2015年末まで食口12名以上、
2016年末まで36家庭以上、2017年末まで120家庭以上、2018年末まで430家庭以上伝道しよう！』という目標のも
と、食口は全力を尽くしている。驚いたことに1年も経たない現在、既に12家庭、36家庭、120家庭まで達成した家庭が
出てきている。
これに歩調を合わせアフリカ大陸本部では、伝道対象者に合わせた教育と教会定着に向けた段階的な教育日程を通
し、最終的に祝福にまでつなげていけるシステムを構築している。すなわち3月から12月末までは伝道を中心に、1月
と2月は祝福を中心にした伝道戦略を立てている。戦略国家であるコートジボワールでは、私たちと結びつきが深い
1000個の村を選び、120の既成家庭と青年36名以上の祝福家庭を準備中であり、2016年まで30万名の伝道を目標に
立てた。2017年度の目標は、3000個の村、430家庭が神氏族メシヤになり、食口100万名を伝道することである。次の
戦略国家はコンゴ民主共和国で、現在食口の数は西アフリカのうち最も多くアフリカの心臓ともいえるところであ
る。先日10月11日に新たに協会長が任命された。食口全員が一丸となり、2017年まで100万名伝道を決意し、段階ごと
に戦略を準備して行っている。
アフリカに希望の花が咲きだしている。3か国以上の天一国を必ず完成させ、真の父母様に実績を奉献する準備ができ
ている。1975年から始まった宣教は今年で40年となる。蕩減の40年は過ぎ、新たな希望の40年が始まる年である。こ
れは実に言葉にできる時であろう。

「真の父母思想の中では、どんな実績を持ちどんな責任を果たしたのか、それが永遠となります。真の主人となり、先駆
者となるのです。天の父母様の前で孝子、忠臣になれる道なのです。我々全員が焦点をそこに合わせていかねばなりま
せん。国家の基盤造りは教会が発展していなければなりません。また教会の発展とは、祝福家庭が多くいなければなら
ないことなのです。そうすることで善の国、神様の祖国となるのです。寝ても覚めても真の父母様を伝えていかなけれ
ばなりません。その道こそ私たちが、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なのです。そうして次
回の基元節を通して、父母様ご生誕の祝賀行事を行うのです。また全世界においてそれぞれの大陸や国において、大々
的に真の父母様とはどのような方なのかを伝える準備をしていかねばなりません。」
以上のような真のお母様のみ言を実行するため、西アフリカでは最善を尽くし、全食口の心を集めている。そして伝え
ていこうとしている。全世界に真の父母様を伝え私の家庭が完成され、私の氏族が復帰され、天一国を成功裏に完成さ
せることである。このために全てのアフリカの食口は真の主人という意識を持ち、全身全力で全うしていくことを決
意する次第である。

アフリカに希望の花が咲きだす
チョ・ドンホ｜西アフリカ大陸会長
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愛する世界の祝福家庭、尊敬する平和大
使と各界の指導者、そして内外の貴賓の
皆様。きょうは「子女の日」を宣布してか
ら四十七年目となる、摂理史において意
義深い一日です。このような意義深い日
を記念し、私たちの覚悟を新たに固める
意味で、きょうは私がこの一年間、世界六
十五億の人類を相手に伝授している天の
メッセージを総体的に要約し、摂理的観
点から見た皆様の位置と使命、そして皆
様の置かれているこの時代的重要性を、
もう一度想起していただこうという意味
で、「神様の絶対平和理想モデルである絶
対『性』家庭と世界王国」という主題で、天
のみ言をお伝えしようと思います。

絶対性は天が人間に賦与した最高の祝福

尊敬する世界平和指導者の皆様。神様が人
間を創造した究極的な目的はどこにある
と思われますか。それは真の愛を中心とし
た理想家庭の完成を通して、喜びを感じる
ことでした。それでは、理想家庭とはどの

ような姿なのでしょうか。神様が創造され
た最初の人間は、男性格を代表したモデル
であるアダムと女性格を代表したモデル
であるエバでした。それでは、彼らが真の
愛の表題となる人格者と主人になる道は、
どのような道だったのでしょうか。一言で
言えば、神様を父として侍って暮らせる、
父母と子女の関係を確保するモデル的な
平和理想家庭でした。神様と一つの家族を
形成し、永遠に喜びを感じながら暮らす道
だという意味です。このように、神様はモ
デル的な平和理想家庭を築こうとアダム
とエバを創造し、人類の最初の先祖として
立てられました。
皆様。ところが、アダムとエバがモデル的
な平和理想家庭を築くためには、絶対必要
条件があります。絶対者であられる神様
が、絶対的基準の上で絶対的価値を賦与す
るために、御自身の子女として創造された
人間は、天道が要求する絶対基準の道を行
かなければならないのです。絶対者であら
れる神様を父母として侍るために行くべ

き、宿命的路程の生活が必要だということ
です。言い換えれば、人間が神様に似て完
成し、絶対者の息子、娘と呼ばれる人格者
の位置を確保するには、天が定めておいた
絶対的基準の道を歩まなければならない
という意味です。その中で最も重要なもの
が、正に絶対「性」の基準です。
第一は、結婚式のときまで守るべき絶対

「性」、すなわち絶対純潔の基準です。人間
は誰もが、生まれてから成長過程を経て
いくようになります。父母の愛と保護の
もと、比較的安全で無難な幼少年時代を
経たのち、周囲のすべての人々はもちろ
ん、万物万象と新しい次元の関係を結び、
新しく躍動的な人生を出発する青少年期
に入っていきます。外的に成人になるだ
けでなく、内的に人格完成を通じた絶対
人間の道に入る瞬間なのです。ここで、人
間なら誰もが例外なく守るべき絶対必要
条件が、正に純潔です。純潔が私たち人間
にとって絶対モデル「性」の必要条件であ
るのは、神様が創造理想を成し遂げるた
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神様の絶対平和理想モデルである
絶対「性」家庭と世界王国

第四十七回「真の子女の日」記念式のみ言｜二〇〇六年十一月二十一日、韓国、京畿道、一山、キンテックス

真の父母様のみ言 1



めに、御自身の子女に下さった宿命的責
任であり、義務であり、天道が、正に絶対
モデル「性」を完成する道だからです。　
神様が人間始祖アダムとエバを創造さ
れ、下さった唯一の戒めとは何だったで
しょうか。天が許すときになるまでは、互
いの「性」を絶対的基準で守りなさいとい
う戒めであり、祝福でした。善悪の実を取
って食べれば必ず死に、取って食べずに
天の戒めを守れば、人格完成はもちろん、
創造主であら
れる神様と対等な共同創造主の立場に立
つようになり、さらには、万物を主管し、
永遠で理想的な幸福を謳歌する宇宙の主
人になるであろうという聖書のみ言は、
正にこの点を踏まえて語ったことなので
す。婚前純潔を守り、真の子女として天の
祝福のもとで結婚して真の夫婦となり、
真の子女を生んで真の父母になりなさい
という祝福でした。
第二は、夫婦間において、生命よりも貴く
守るべき絶対モデル「性」、すなわち絶対
貞節の天法です。夫婦は、天が定めてくれ
た永遠の伴侶であり、子女を生むことに
よって真の愛、真の生命、真の血統を創造
する共同創造主の絶対、唯一、不変、永遠
性の本源地なのです。一人では、千年生き
ても子女を生めないというのが天理だか
らです。婚前純潔を守り、純粋な天の夫婦
として結ばれた人たちが、どうして天道
を外れて浮気をすることができるでしょ
うか。神様が人間を御自身の子女として
創造されたそのみ旨を知っているなら、
想像することもできない背信と悖逆であ
り、自ら破滅の墓を掘る道です。人間堕落
の結果としてもたらされた創造理想圏外
の結果です。
皆様。絶対「性」は、このように天が人間に
賦与された最高の祝福です。絶対「性」の基
準を固守しなければ、人格完成、すなわち
完成人間の道が不可能だからです。さら
には、神様も人格神、実体神の位置を立て
るためには、完成人間を通して真の家庭

的絶対「性」の基盤を確保しなければ、不可
能だからです。絶対者であられる神様が、
私たちの人生を直接主管され、私たちと
同居し、共に楽しまれるためには、御自身
の対象であり、子女として創造した人間
が、神様のように絶対「性」的基準で完成し
た家庭の姿を備えなければなりません。
絶対「性」を中心とした家庭という範疇の
中でこそ、祖父母、父母、子女までの三代圏
を含んだ、人間の本然の人生の理想的モ
デル「性」の関係が創出されるのです。この
基台の上でこそ、神様の永生はもちろん、
人間の永生も可能になることをはっきり
と知ってくださるようにお願いします。

後天時代の祝福家庭となった使命

皆様。天国はどのような所だと思います
か。一言で言えば、天国とは神様の真の愛
が満ちあふれ、真の愛が軸となって立て
られた世界です。真の愛がすべての環境
圏の外形であり、内容である世界です。人
生の始まりと終わりが真の愛で一貫して
いる世界です。誰もが真の愛によって生
まれ、真の愛の中で生き、真の愛の懐に抱
かれ、真の愛の軌道に沿って、次の世界で
ある霊界に移っていく人生を生きる人々
の世界です。
したがって、その世界には反目や妬みが
あり得ず、お互いがために生き、与え合う
ことが自然に行われる世界です。お金や
名誉、または権力が支配する、そのような
世界ではありません。一人が成功するの
は全体を代表して成功することであり、
一人がうれしく思うのは全体のためにう
れしく思うことであり、一人が喜べば全
体が共に喜ぶ、そのような姿の世界です。
天国は、真の愛の空気でいっぱいに満ち
ている世界です。真の愛を呼吸しながら
暮らす世界です。いつどこでも、生命が躍
動する世界です。すべての構成員が、真の
神様の血縁として関係を結んでいる世界
です。全世界が私たちの体の細胞のよう
に、不可分の関係で結ばれている所です。

天国は、神様の本質的愛である真の愛だ
けが治める世界です。
尊敬する貴賓の皆様。人類は今、執拗に苦
しめられてきたサタンの偽りの血統を果
敢に断ち切り、真の父母様の真の血統の
根に接ぎ木されなければなりません。こ
れ以上、野生のオリーブの木として人生
を終える愚を犯してはならないというこ
とです。野生のオリーブの木では、千年生
きても、野生のオリーブの種を生産する
しかない悪循環が続くからです。
それでは、私たちはどこから野生のオリ
ーブの木の立場から脱出する道を見いだ
せるのでしょうか。天の真の血統をもっ
てこられた真の父母様を通して祝福結婚
を受けることが、正に真のオリーブの木
に接ぎ木される恩賜です。血統を変えな
ければ、種を変えることはできないから
です。祝福は、重生、復活、永生の三段階の
祝福を経るようになっています。人種、文
化、国境、宗教の壁を飛び越え、神様のも
との人類一家族をつくる大役事です。
皆様。後天時代は、真の父母様から受ける
祝福結婚を通して、アダムが堕落によっ
て失ってしまった真の血統を取り戻さな
ければならない時代だと言いました。個
人、家庭、氏族、民族、国家の五段階を経
て、祝福摂理を完成すべき時代だという
のです。世界的次元で三代圏の理想家庭
を探し立て、後天時代の祝福家庭の使命
を完遂しましょう。イエス様がこの地に
来られ、死ぬ前に成し遂げようとされた
願いも、正にこの三代圏の理想家庭を探
し立てることだったのです。救世主、メシ
ヤ、再臨主を必要としない永遠の解放と
釈放の世界で、天宙平和の王であられる
真の父母様に侍り、真の孝子、忠臣、聖人、
聖子の家庭の道理を果たし、太平聖代の
平和理想世界王国を創建しましょう。絶
対「性」の戒めを固守して真の家庭を完成
し、真の父母様が勝利された三代圏蕩減
復帰の完成を相続して、堕落圏以前の本
然の世界を完成しましょう。
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皆さんここにどのような思いで来ました
か。父母様にお会いできると心躍らせる
思いでやってきましたか。先ほど、映像で
見た優曇華(うどんげ)の花、この奇跡の花
が本郷苑の横にある菜園で、10月4日に咲
いたのを発見したのです。それで今もま
だ生き生きと咲きつづけています。皆さ
んに、そして人類に、愛の恩恵を与えよう
とされる天の父母様の愛がどれほど大き
いかを感じませんか。

キリスト教二千年の歴史は

独り娘を探して来た基盤

きょうの私の話に題名をつけるとすれ
ば、「宇宙の根本を探して」です。本郷で真
の父母と共に暮らしたいですか？外的な
世の中で起きている出来事からは、希望
を見出すことはできません。今この瞬間、

世界各地で飢餓や天災地変、宗教紛争、思
想戦をもって多くの命が失われていま
す。それを考えると、皆さん一人ひとり、一
家庭、一家庭が大切なのです。この祝福を
皆さんだけで留めてはいけません。天地
を創造された神様の創造の目的があった
のです。願いがあったのです。しかし、人間

（始祖）が責任を果たすことができなかっ
たためにどうなりましたか。今日のよう
なサタン主管圏の世界になりました。神
様が主管される世界は苦痛、悲しみ、その
ようなものは見つけることができませ
ん。幸福でなければならないのです。しか
し、今日の世界はそうなっていません。
聖書で言う、六千年の蕩減復帰摂理歴史
は、失った人間を取り戻すための切なく苦
しい天の父母様の悲しみの摂理歴史だっ
たのです。本来、人間は責任を果たすよう

になっています。神様が願われるままに成
長をするようになれば、神様と同じ位置で
人類の真の父母にならなければならなか
ったのです。しかし、神様から離れた人間
はサタン圏で彷徨うしかないのです。
それでも天は創造なされた目的があった
ために、人間を見捨てることはできなか
ったのです。それで、人間を取り戻すため
の蕩減復帰歴史を始められたのです。そ
れが現在の私たちが知っている多くの宗
教（の歴史）なのです。悪の世界において善
を追及し真となるように生きることを願
われる天は、その地域ごとに、ふさわしい
宗教を立ててくださいました。
それでも人間は創造主である神様が計画
された摂理歴史の囲いの中に入ってこな
ければなりません。キリスト教だけが神
様と人間の関係を父子(親子)の関係と言
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宇宙の根本を探して
2015秋季清平特別大役事のみ言｜2015年10月24日,清平修錬苑 天城旺臨宮殿
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いました。神様を父と呼びました。親と子、
血統が一つでなければならないのに、堕
落したということは血統が間違ったとい
うことです。それで、天の側に来るために
は蕩減を払わなければなりません。
それが天がイスラエル民族を選民として
育てられてきた、四千年という期間でし
た。イスラエル民族が四千年という、とて
も長い歳月をとおして出てくるまでの天
のご苦労は、言葉で表現できません。です
からイスラエル民族が国の形態を備える
ことができるときに合わせて、神様は「メ
シヤを送る」と言われました。
このようにしてメシヤは来られました。神
様は(メシヤのことを)「独り子」と言われま
した。「この堕落した世の中に人間たちは
多いが、私が対することのできる唯一の息
子だ。独り子だ。」と。そうであれば、堕落し
た人類はこの独り子に侍らなければなら
ないのに、どうなりましたか。準備された
イスラエル民族、ユダヤ教、イエスの周り
にいた人々、マリヤまで責任を果たせませ
んでした。（果たせなかったので）、イエス
は十字架に架かるしかありませんが、亡く
なられる時に、何と言われましたか。「再び
来る。」と言われました。再び来られて何を
されると言われましたか。「小羊の宴をす
る」と言われました。結婚するということ
です。神様の願いであり、人類の願いは人

類の真の父母を迎えるということです。そ
うしてこそサタン圏に落ちた人間が、天の
側に重生し、再び復活できるのです。しか
し、その機会を逃してしまいました。
私たちは歴史をとおし、イスラエル民族
がどんな迫害にあったか知っています。
当時、ローマ帝国は世界に通じると言わ
れるほどの強大な国でした。イスラエル
民族はローマ帝国下にいました。彼らが
イエス様に侍り一つになっていたとした
ら、ローマ帝国を吸収して世界に出て行
っていたことでしょう。そうなれば、その
ときに善主権の神様を中心とした善の版
図は成されていたでしょう。しかし、その
機会を逃してしまいました。
それでも全知全能なる神様は、ただ待つ
ことはできません。それで、キリスト教二
千年の歴史は聖霊の降臨、聖霊の役事に
よって導かれてきた歴史でした。それは
どういう意味かと言うと、独り娘を探し
出すための基盤であったということを知
らなければなりません。わかりますか。今
日のキリスト教徒たちはわかっていませ
ん。天の摂理歴史がこのように科学的に、
本当に明確に進められてきているのに、
これをわかっていません。

蕩減復帰摂理歴史が真の父母によって完成

それで、少しここでイエス様以降、人類の

文明史をとおし、この韓半島がどのような
責任を果たさなければならないかを説明
しようと思います。人類の文明史は大きく
見れば、半島文明を通って大陸に、島国に、
そして再び半島に戻って来るようになり
ます。ですから、キリスト教文化の出発は
イタリア半島から始まりましたね。その
後、そしてヨーロッパ大陸を経てイギリス
に行くようになりました。それで、イギリ
スは何と呼ばれましたか。イギリスは「世
界の日が沈まない国」であると豪語しまし
た。また、17世紀初頭、キング・ジェーム
スが聖書を英語に翻訳させることによっ
て、一般信徒たちが聖書を手に取ることが
できるようになりました。当時、キリスト
教はとても腐敗していまいた。制度のもと
に、天も人も縛り付けていました。
その時、心から天に侍ろうとする清教徒
運動が興きるようになりました。それで、

（彼らは）自由に神様に侍ることができる
信仰の自由を求めて大陸に移動しまし
た。それがピルグリム・ファーザーズで
す。清教徒がアメリカ大陸に行き、アメリ
カはキリスト教民主主義の国家として世
界をリードする位置に立ったのです。
それは天が再臨のメシヤのために基盤を
整えられたのです。イエス・キリストの
その当時のように無知な人間たちによっ
て天を悲しませた、そのような歴史とな
ってはならないので、民主世界を築いて
おかれたのです。信仰の自由、それは再臨
のメシヤを迎えるための基盤であったの
です。その一方で、天は先ほど私が話した
ように、キリスト教基盤は独り娘を探し
出す道だったと言ったのです。
なぜこの国が韓国という名前を持つよう
になりましたか。この国の歴史を見てみ
ると、高句麗時代にとても栄えていた歴
史を持っています。それゆえにその次に
建国された高麗は「高句麗」から引用して

「高麗」と言いました。李氏朝鮮は「古朝鮮」
から引用して「朝鮮」と言いましたね。韓国
の歴史においてとても栄えた、そのよう
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な文明のときがあったということなので
す。皆さんは、本当に勉強しなければいけ
ないことがたくさんあります。しかし、残
念ながら韓国の歴史は中国と日本に歪曲
されています。
しかし、天の摂理として、独り娘を探し求
める摂理があったというのです。四千年
間イスラエル民族をとおし独り子を誕生
させた天が、独り娘を準備されなかった
はずがないでしょう？ イエス様が亡くな
られる前の紀元前四百年から八百年の間
に、東夷民族という人々がいました。東夷
民族を知っていますか。東夷民族は、中国
とは少し違います。東夷民族による韓氏
王国があったのです。輝かしい王国があ
ったのです。そのことが『詩経』に出てくる
のですが、「その王朝が衛満に滅ぼされ海
を渡って来た。それが韓半島と日本に広
がって下りて来た」という話です。
この話が重要なのではありません。天が
最後となる再臨のメシヤ、真の父母をそ
のようなひどい国で誕生させることがで
きますか。サタン圏に対して文化民族と
して堂々と誇ることのできる、そのよう
な民族や国を探し立ててこられるはずで
しょう？ そのような点で、結論から話せ
ば、韓半島は再臨のメシヤ、独り娘を誕生
させた国であるのだというのです。
全ての宗教は根本であられる天の父母様
を父母として侍る位置にまで進まなけれ
ばなりません。この世の中に出てきた宗
教の中では（そのような立場にあるのは）

「世界平和統一家庭連合」、「統一教会」しか
ないのです。先ほど、人類の文明史につい
て話しましたが、イギリスも責任を果た
せませんでした。ですから、再びアメリカ
大陸に渡っていったキリスト教文明圏は
アジアを訪ねて来なければなりません。
アジアを訪ね、日本を経て韓半島、韓国に
根を下ろさなければならないということ
です。注意深く皆さんに話しますが、私た
ちの責任がどれほど大きいのかというこ
とを知らなければなりません。

この驚くべき天の摂理歴史、6000年の蕩
減復帰摂理歴史が、真の父母によって完
成しました。そうして、真の父母によって
新しい時代が開かれました。それが天一
国です。それほどまでに人類が待ちこが
れ、天の父母様が待ち望んでこられた中
心が顕現したのですが、この真の父母を
知らない70億の人類が（いまだに）いると
いうことは、私たちの責任ではありませ
んか。そうですか、そうではありませんか。
1960年代、世界の人口は30億だったと言
います。50年で70億になりました。彼らも
良心の作用によって、天を探し求め、善良
に、誠実に生きていこうと努力してきま
したが、環境がそのようになり得ないサ
タン圏では、整理ができないのです。ただ
真の父母をとおしてのみ、一つになれる
のです。これが、この民族が6・25動乱を
とおして体験したことです。しかし、この
民族も知りません。天の摂理がどのよう
に展開しており、私たちの未来がどうな
るか、分からないのです。とても残念なこ
とです。為政者も宗教界の人たちも知り
ません。唯一、私たちだけが知っています。
どのようにしなければなりませんか。皆
さんが声を上げ、知らせなければなりま
せん。真の父母様の顕現を世に知らせな
ければならないのです。孤独の中で死ん
でいく悲惨な生命を救わなければいけな
いでしょう？ 真の父母を知らず生きて霊
界に行くようになれば、あの世に行って
も難しいのです。子孫に蕩減を残すこと
になるというのです。ですから、知ってい
る人がどのようにしなければなりません
か。全力投球しないといけないでしょ
う？ 皆さんが全員。

清平は野生のオリーブの木を

真のオリーブの木に作り変えるところ

本当に興味深いのです。この韓半島は天
が選ばざるを得ない国です。今、外的に、政
治的に、多くの困難があります。それでも
この民族は、中心を知らなければなりま

せん。地図を見ると、この清平は、人体で言
えば子宮にあたります。本当に興味深く
ありませんか。子宮は新しい生命を宿す
ところです。清平は堕落した人類である
野生のオリーブの木を、真のオリーブの
木に作り変えるところです。そうでしょ
う？ 違いますか。世界の全ての人たちが
この清平に押し寄せて来なければなりま
せん。そうして新しい命を救わなければ
なりません。真の父母によってです。ある
一個人によってではなく、真の父母によ
って摂理歴史が成し遂げられるというこ
とを知らなければなりません。
私たちの永遠なる本郷はどこですか。「真
の父母のおられる場所。そこで真の父母
様と一緒に暮らしたいのです」というこ
とが、私たちの願いではありませんか。で
すから、天も、お父様も、私たちに、「優曇華

（うどんげ）の花」のような三千年に一度咲
くという、その実体、実物を私たちに見せ
てくださったのではありませんか。私た
ちだけが真実を知っていますね。私たち
だけが天の摂理を知っているのです。
それ故に、私たちが知らせなければなりま
せん。どんな方法を使ってでも、「真の父母
を知らなかった」という人がいないように
しなければなりません。そうしてこそ、後
になって皆さんが讒訴を受けないのです。

「なぜ、おまえは知りながらも私に教えて
くれなかったのか。」こんな讒訴を受けて
はいけないでしょう？ですから、そのため
に皆さんは一生懸命、何をしなければなり
ませんか。氏族メシヤ（の使命）を完成し
て、国家復帰しなければなりません。
この国の主人は、大統領でも、政治家でもあ
りません。誰ですか。真の父母です。神様の
祖国、天の父母様に侍る国になってこそ、過
去においてイスラエルが経たような途方
もない蕩減を免れられることを知らなけ
ればならないのです。先ほど私が決めた題
名について、少し理解できましたか。そのよ
うにしますか。では立ってください。皆さん
一緒に「統一の歌」を歌いましょう。
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私は、今日皆さんの40日修練会の報告と、
飾り気のないはつらつとした若い皆さん
に会うので、とても気分が良いです。

霊肉の大きな役事が力となり得る源泉

天の父母様が理想とされた夢がおありで
した。天地創造以後、待ち望んできた夢を
お持ちでしたが、アダムとエバが責任を果
たせずに、堕落するようになった時、天は

どれだけ苦痛であったかわかりません。し
かし全知全能であられる神様であられる
ため、失敗という単語が天の前にはあり得
ません。そのため必ず摂理を終結させなけ
ればならない辛さこそ、私たちが勉強した
六千年の蕩減復帰摂理歴史です。堕落した
人間世界において、御自身が対することの
できる個人、家庭、国の基準まで探したて
るまで、四千年かかりました。

四千年を経て約束されたメシヤを送って
下さいましたが、どのようになりました
か？ 再び人間は天の前に痛み、苦痛、許さ
れ難い罪を犯しました。しかし、イエス様
が十字架に亡くなられながら、「再び来
る！」とおっしゃいましたが、再び来て何
をなさろうとするのでしょうか？ 小羊の
婚宴を行うとおっしゃいました。その言
葉は、イエス・キリスト以降の2000年キ
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天一国完成を繰り上げる、
トップガンたちとなるように

アジアトップガン特別集会のみ言｜2015年10月９日,　天正宮博物館宴会室

ビジョン2020を勝利するために、アジア大陸の未来指導者養成コースである、アジアトップガン修練会を清平で開催した。真
のお母様はアジア各国から参加した40日トップガン修練会を修了した115名の未来指導者たちを天正宮博物館に招待し、修
練会のすべての日程を締めくくる時間を共に過ごされた。以下の内容はアジアトップガンたちに語られたお母様のみ言である。
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リスト教摂理歴史は、独り娘を探し来る
摂理歴史でした。このように言うことが
できます。
私の歳、16歳の時。天の召命を受けて出発
する時に決心しました。私でなくてはこの
うんざりとする恨み多き蕩減復帰摂理歴
史を終えることができないので、私が必ず
や勝利しなくてはいけないと決心しまし
た。それが1960年の真の父母様の御聖婚
でした。皆さんは講義を通して学んだでし
ょう？ その時、皆さんは原理を通してお
母様の7年路程という言葉を聞いたこと
でしょう。この7年路程は、過去エバが失
った六千年摂理歴史を蕩減復帰し、勝利し
た土台を準備すべき母としての行く道で
した。お母様がこのことをなしえなかった
ならば、神の日を設定することができなか
ったのです。
お母様の勝利は神様の勝利、誰もお母様の
使命を代わりに行うことができないので
す。そのために摂理的に私がすべきであっ
たことは、私が率先してなしてきました。
皆さんは「基元節」と言えば13日であるこ
とを知っているでしょう？ なぜ、神様の
日があるのに基元節は13日として定めら
れたのでしょうか？ この13数が重要なの
です。この失った13数を探したてるのが
真の父母様の摂理歴史です。

そのため、私一人の血筋の13数を超える
14人の子女たちを私一人の身から誕生さ
せました。旧約摂理歴史において、私たち
が数字で語る内容がたくさんあります。そ
れを私は、真の母として統一しました。一
つにしました。これもまた お母様の偉大
な業績です。そして、神の日を宣布した時
が24歳でした。今日、皆さんの代表として
二人が出てきて決意を表明しましたが、私
は、皆さん全員が真の父母様の前に子女と
して、「必ず、勝利します！」と誓うことの
できる皆さんになることを願います。
皆さんは祝福された人々であり、選ばれた
人々であり、幸福な人々です。全てをもつ
人は分け与えなければなりません。そうし
てこそ、より多くの祝福を受けることがで
きるのです。それは皆さんと同じような人
をたくさん育て、誕生させなければならな
いという意味です。ひいては、皆さんがど
んなミッションを受けるにせよ、430家庭
以上復帰する、氏族メシヤの責任はもちろ
んのこと、国家復帰においても先頭に立つ
皆さんにならなければなりません。そのよ
うに決心して、父母様を中心に侍り、皆さ
んが行うところには、奇跡のような驚くべ
き摂理歴史が起こる祝福されたこの時で
あると言うことを肝に銘じてください。
勿論お父様がいらっしゃいましたが、私の

責任があるため、一人で闘ってきました。
けれども、皆さんには兄弟が多くいます。
120名です。皆さんの友軍です。皆さんが
一つとなり、一つの目標に向かって進んで
いくなら、恐れることなく、不可能なこと
なく、勝利できないという保障もないと言
うことを肝に銘じてください。
皆さんが私に質問することも多いことで
しょう。しかし、私がそのことに全て答え
てあげたようですね。皆さんは真の父母様
を中心として、四位基台がすべてなされま
した。真の子女の中で、孝進お兄さん、興進
お兄さんは父母様の前で、真の孝子たちで
した。忠臣の道理を果たした息子たちで
す。皆さんのお兄さんです。常に共にする
心で皆さんが第一線において生活するな
らば、霊肉が皆さんに大きな役事と力にな
ることができるこの源泉です。
それゆえ、皆さんが毎日を生活すること
において、父母様に侍り、『私たちが必ず、
天の父母様を中心とした一つの世界を成
し遂げよう』と決意しなければなりませ
ん。一つの世界は地上天国です。地上天国
は天一国の完成です。その日を繰り上げ
ることのできる、偉大なるアジアのトッ
プガンたちであることを誇りに思い、勇
気百倍で必ずや勝利する皆さんになるこ
とを願います。
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公苑で記念植樹をされる

親和公苑開苑式で祈祷される、真のお母様

清平秋季大役事

PHOTO
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清平湖の展望台で日本指導者たちが真のお母様をお迎えし、記念撮影 

公苑で案内の説明を聞いておられる、真のお母様
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特別集会記念撮影

特別集会で語られる、真のお母様



尊敬する来賓のみなさま、そして愛する
兄弟姉妹のみなさま、本日、皆様と共に世
界平和統一家庭連合日本出帆記念大会に
参加できたことを、身に余る光栄に存じ
ます。これは、日本そして、世界の統一運
動にとって大変喜ばしく、重大な勝利で
す。真のお父様聖和三周年記念の時にこ
の勝利をもたらすことができたのは、こ
とさら意義深いことと思います。来年二
月に祝賀される基元節三周年記念にむ
け、これは素晴らしい前進であり、私たち
の心を希望で満たしてくれます。この勝
利のために尽力してくださった全ての兄
弟姉妹の皆様に歓喜と感謝の拍手を捧げ
ましょう。

スーパームーンのように完全な成就を

成すことを願われる、真のお母様
今回の来日直前に、私は真のお母様と真
の家庭とともに過ごしながら、とても素
晴らしく感動的な体験を致しました。ご
存知の通り、今年の秋の満月は18年に1
度のスーパームーンでした。真のお母様
は、私たち真の家庭三代と祝福中心家庭
を天正宮博物館に呼ばれ、一緒に外を歩
きました。スーパームーンの光を近く浴
びながら、私たちは天の父母様と真のお
父様のぬくもり、真の愛と知恵を感じま
した。夜空に輝く栄光の光が、私たちの歩
く道を照らしてくれるのを見ながら感動
しました。

その日の夜、真のお母様とともに歩いた
記憶は、永遠に忘れることができません。
私たちは夜道を歩きながら、天の父母様
と真のお父様、そして聖和した家族や先
祖のために愛と精誠の歌を歌いました。
光輝く秋の月のもと、みな各々が、願いを
かけました。
散歩の終わりに、私たちは二匹の美しい
北朝鮮産の犬、アンジュとジョンジュに
挨拶をしました。この雄犬と雌犬は、
2012年真の父母様ご聖誕記念のプレゼ
ントに北朝鮮の金正恩第一書記から真の
父母様に贈られたものです。犬の名前の
由来は、真のお母様の故郷・安州と真の
お父様の故郷・定州です。
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日本家庭連合時代の到来

文善進世界会長のみ言



真の父母様は、このアンジュとジョンジ
ュに祖国統一の夢を懸けながら大切に育
てられました。この二匹は兄弟だったの
で、交配することはできませんでした。そ
こで、以前、金正日総書記が金大中元大統
領に贈呈した同種純血のウリと繁殖をす
ることになりました。アンジュが産んだ
子犬の一匹をウリに帰すというのが条件
でした。ウリとアンジュのお見合いを何
度も試みましたが、なかなか成功できま
せんでした。しかし、真のお父様聖和三周
年記念の一週間前に、アンジュは二匹の
雄犬を産んだのです。
お兄さんの方は、約束通りウリのもとへ
と寄贈され、韓国政府が運営する動物園
に引きとられて行きました。真のお母様
は下の子はじっくりとご覧になられ、ジ
ョンパルと名づけられました。「ジョン」
はお父様の故郷・定州の「ジョン」、「パ
ル」は数字「八」で、完成と永遠を意味する
数字です。
ジョンパルと遊んでいると、私たちが真
のお父様の故郷を抱き、そして祖国統一
の夢を抱いているような気になりまし
た。この小さな子犬の命の賜物を通し、世
界平和という理想が実に生きていて、現
実に感じられたのです。そして、煌々と光
るスーパームーンの光の中に誕生から死
という生命の周期を感じ取ることができ
ました。霊界へ旅立つまでの間に、私たち
は人生を通し、この世界を善くすること
ができる機会と名誉に与っていることに
感謝の念を覚えたのです。
この瞬間、スーパームーンのもとで、真の
お母様とともに、そして真のお父様の子犬
とともにいられることに、とてつもない祝
福を感じました。私たちの心は一つとな
り、真のお父様をはじめ聖和した真の家庭
に永遠の愛と感謝を捧げたのです。このス
ーパームーンの周期は、成長、解放そして
新しい始まりのためのエネルギーを与え
るとも言われています。このスーパームー
ン現象に月蝕が含まれていますが、それは

一つの時期の終焉と新しい時期の始まり
を示しているようです。いまは、成長とバ
ランス、そして中心性を整える時です。こ
の魔法のような夜に、天の父母様と真の父
母様を完全に中心とした一つの家族とな
ることにより、喜びとさらなる偉大な祝福
の新時代を迎えたのです。
この特別な日は、韓国では秋夕（チュソ
ク）と知られる日で、家族が集い、聖和し
た先祖たちの墓前で敬拝を捧げ、秋の収
穫を分かち合う感謝の時です。聖和した
人々の人生を振り返ると、みなそれぞれ
が平和という希望と夢をもっていたこと
を思います。そうした彼らの希望を成し
遂げるために生き、努力することを私た
ち一人一人は誓いました。
命の尊さ、一つ一つの息吹の尊さを深く
感じました。命は素晴らしい祝福です。秋
夕の午餐会で、真のお母様はみ言をくだ
さいました。スーパームーンが18年に一
度のことであることに触れられながら、
お母様は、私たち一人ひとりに次の18年
をどのように生きていくのか考えるよう
にとおっしゃいました。次の18年の間に
私たちは何を成し遂げるのでしょうか。
お母様は、私たちがスーパームーンのよ
うに（個性）完成にむけ努力し、真の愛、生

命、血統により真の父母様から祝福を受
けたことを知り、希望と喜びをもって生
きるようにと語ってくださいました。

満月を見ながら思います。私と私の家
庭と教会と国も摂理のみ旨完成のため
に責任を果たし、地上に真の父母様が
いらっしゃる間に、その日を迎えるよ
うに。それまで、どれほどの年月を要す
るのだろうか。どのようにして再びあ
の満月を見ることになるのだろうか。
皆さんは、どう考えますか。まずは、
2020をおいて父母様の前に私たちはそ
れをなすことができます。可能性を見せ
てあげる責任を果たさないといけない
でしょう？だから全世界70億人類が天
の父母様に侍り、今日のように感謝と祝
賀と愛を分かつことができる幸福なそ
の日を迎えましょう。皆さんの苦労と精
誠により、満月となる時間をできるだけ
少なくすることができます。私たちが個
人から全体まで、食口と家庭が責任を果
たしながら、一つの心、一つのみ旨、一つ
の精誠で天の父母様に侍り、真の父母様
とともに宴を開くことができる一つの
世界、地上天国をこの地上の民たちに見
せてあげましょう。
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本日、日本家庭連合の勝利を祝うにおい
て、この体験を皆様と共有し、少しでも真
のお母様の光、喜び、そして、愛と知恵を
お伝えできればと思いました。

理想世界は家庭を通して実現

天の父母様のもとの地球一家族となり、
この理想と平和と愛に満ちた現実を世界
にもたらすという真の父母様のみ旨成就
に私たちは実に近づいているのです。こ
うして皆様の前に立つと、皆様一人ひと
りに対する甚大な感謝と尊敬の念と深い
謙虚さに私の心は満たされます。皆様が、
天の父母様と真の父母様に侍りながら生
涯を通し、壮烈かつ犠牲的な路程を歩ま
れたことを思い起こします。皆様の犠牲
と不変の決意なくしては、今日のような
勝利的一日を私たちは祝うことができな
かったでしょう。兄弟姉妹の皆様、ありが
とうございます。皆様は、天空の星のよう
に輝いています。
真のお父様の聖和三周年記念を中心とし
て、私たちはみな、改めて真のお父様が明
確に完成された絶対的な勝利路程を再確
認しました。特に最近の『真の父母経』と
三大経典の発刊を考えると、私たちが否
定的な態度や恨みを越えることができ、
光輝く愛と希望、信仰による善なる道を
歩めるようになりました。私たちはみな、
真のみな、父母様の真のオリーブの木と
して接ぎ木された、真の孝子・孝女とな
ることができるのです。
地上にいらっしゃる真のお母様と天上に
いらっしゃる真のお父様を中心に、父母
様の真理のみ言により、私たちは、ビジョ
ン2020と天一国実現の成就にむけ、前進
することができるのです。この二つのゴ
ールを果たす上で、最も重要となるのが
神氏族メシヤの使命です。この責任成就
を通し、私たちは真のお父様に栄光を捧
げることができ、万物と調和統一を果た
し、世界70億人類に真の父母様の真理を
もたらすことができるのです。この栄え

ある秋に日本家庭連合の喜ばしい勝利を
祝いながら、真のお父様が語られた統一
教会時代から家庭連合時代への転換に関
するみ言を再度思い起こしましょう。

「世界平和統一家庭連合」の創立は、アダ
ム家庭で失敗した母と息子、娘を糾合
し、祝福の位置に導くためのものです。
祝福の家庭的時代を中心として、これか
ら氏族的時代、親族的時代に越えていく
のです。「世界基督教統一神霊協会」の時
代は、アダム家庭を復帰してくるための
時代でした。そうして、アダム家庭を一
元化して、宗親連合を求めていくのであ
り、宗親連合が連結されれば、国家連合
を求めていくのであり、国家連合は世界
連合を求めていくのです。そのような大
転換期に入ったので、統一教会はなくな
り、「世界平和統一家庭連合」に転換する
のです。

（『真の父母経』第12篇第１章1節一1）
今の時代は、統一教会が個人を収拾し、
家庭、氏族、民族、国家を収拾する時で
す。一つの国を収拾すればよいのです。
それが国連国です。私たちが国連機関を
収拾すれば、すべて終わるのです。韓国
の南北統一も重要であり、アダム・エバ
国家が一つになることも重要ですが、そ
のような時代はすべて過ぎ去ります。

（『真の父母経』第12篇第１章1節一2）
祝福を受ければ、「世界平和統一家庭連
合」に加入しなければなりません。それ
が氏族メシヤの責任です。今のこの時
に、真の家庭を中心として直接主管圏に
連結されます。真の父母を中心として完
成するのです。
（『真の父母経』第12篇第１章1節一10）

それで、統一教会で、神様と連結させる
真の愛、真の生命、真の血統を中心とし
て、祝福式を行ってきたのです。
（『真の父母経』第12篇第１章1節一16）

宗教が定着する所は、神様の家庭です。
エデンの園で失った家庭を取り戻すた

めに、宗教が出発しました。
（『真の父母経』第12篇第１章1節一16）

神様が天地創造を通して計画された理想
世界は「宗教」ではなく、「理想家庭」を通
して実現するのです。この部分を明確に
しなければなりません。こうした真のお
父様の尊いみ言が、本日の大会の意義を
理解するうえで助けになると思います。

私たちの使命は祝福の恩賜圏を

70億人類に拡大すること

皆様もご存知の通り、救済の道は、困難な
復帰の道でした。人類が天の父母様と再
び一つとなることができるために堕落の
反対の経路を行く道です。救済のための
魔法（奇跡）はありません。実際、復帰路程
とは真の父母様が、皆様とともに歩んだ
犠牲（と蕩減）の足跡でした。
真の父母様は、天の父母様の真なる愛の
心情、そして堕落の真実、また復帰の原則
を私たちに示してくださいました。暗黒
の世界を復帰し、天の父母様の愛の光に
よる直接主管圏という新しい世界を築く
ために、摂理歴史の公式を示してくださ
り、堕落を逆転する道を教えてください
ました。天の父母様は、人類を真の愛の対
象として創造されたのです。天の父母様
と人間が真の愛を中心に関係を結ぶ時、
復帰が成されます。
こうして考えると、真の父母様ご自身だ
けでは、復帰摂理を完成することができ
ないのです。真なる絶対愛、絶対信仰、絶
対服従で相対できる家族、真の家庭を必
要とされたのです。祝福中心家庭として、
私たちは真の父母様の対象として接ぎ木
され、父母様の孝子・孝女となる使命と
責任を与えられました。
真の父母様が復帰歴史のすべての重要な
段階で勝利できたのは、真の家庭と世界の
兄弟姉妹が孝の道理をもって、真正かつ絶
対なる愛と精誠と努力のおかげでした。そ
して、中でも日本の兄弟姉妹の皆様の精誠
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は格別でした。真の父母様は、自らの子女
を育てただけでなく、一世代のうちに地球
家族を確立するために世界中の息子娘た
ち、私たちの兄弟姉妹を育ててこられたの
です。父母様は、祝福圏を全ての大陸、全て
の国、全ての人種、宗教、国籍、文化の人々
へと広げられたのでした。そのために世界
平和統一家庭連合を世界的な祝福家庭の
運動体として設立されたのです。
その基盤のうえに、世界70億人に祝福圏
を広げるのが私たちの使命です。今日、皆
様のお顔を拝見して、天の父母様、そして
天にいらっしゃる真のお父様、地上にい
らっしゃる真のお母様はとても喜んでい
らっしゃると感じます。皆様が父母様に
お返しした絶対愛と信仰、そして孝行に
よって、天の父母様と真の父母様は癒さ
れ、支えられているのです。

真の父母様のビジョンが成就することが

出来るよう全力を尽くしてこそ

私は、この特別な機会に真のお母様に特
別な感謝を捧げたいと思います。真のお

母様が、何十年間にもわたる復帰摂理の
路程として歩まれた、天の父母様と真の
お父様に捧げられた精誠と絶対的犠牲の
生涯なくして、私たち誰一人として、真の
家庭または祝福中心家庭として今日ここ
に立つことはできませんでした。私たち
が今日こうして愛する真の父母様の真の
愛、生命、血統を相続した立場に立てるの
は、真のお母様の絶対的な真の愛、信仰、
従順によるものなのです。
真のお父様とともに真のお母様は、天の
父母様の本然の理想、三大祝福そして本
然の四位基台を完成されたのです。これ
が私たちの統一運動の根源なのです。真
のお父様が聖和された今、真のお母様は
休みなく働かれ、世界平和統一家庭連合
の定着と安着を勝利されたのです。そし
て、世界統一運動が永遠に繁栄できるよ
うにとビジョン2020と天一国完成にむけ
私たちを導いてくださっているのです。
真のお母様の路程は決して簡単で単純な
ものではありませんでした。真のお母様
は、自らの生涯を深い海に例えられまし

た。水面下には、お母様が越えないといけ
なかった多くの困難と想像を絶する犠牲
があったのだと。真のお母様が私たちを導
き、愛してくださっていることはまさに天
の祝福なのです。真のお母様が地上にいら
っしゃる間にお母様の愛と犠牲と勝利を
称えないといけません。天にいらっしゃる
真のお父様が何よりも願われるのは、子女
たちが愛と一体感と喜びをもって永遠な
る真の父母様と生きることなのです。
愛する日本の兄弟姉妹の皆様が、完全なる
犠牲の道を歩んでこられたことを私はよ
く存じております。ですから、皆様こそ真
のお母様の心情を理解できると思ってい
ます。真のお母様と同じように、皆様は母
の国として、絶対愛、信仰、服従の基準を守
ってこられました。こうした愛情と苦労の
基準により皆様は、真のお父様より祝福を
受け、父の国だけではなく、世界の全ての
国を支えるように心情が開かれ、世界中の
失われた子女たちに救済を与えることが
できるようになったのです。皆様は、天の
栄光の生きた証しであり、誠実なる心情、
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ために生きる真の愛の体恤であり、真の父
母様の真理の実体なのです。真のお父様の
聖和三周年記念を祝ったとき、真のお父様
の愛の苦難とその深さを日本のメンバー
がミュージカルで表現しました。本当に素
晴らしい公演でした。真のお母様も感動さ
れました。そこで、世界を抱き、救済をもた
らそうとする真のお父様の変わらないみ
旨の歴史を目撃しました。お父様は、当時、
敵国とみなされていた日本を命を懸けて
愛され、許されたのです。
真のお父様が不正と屈辱の苦難の道を歩
まれながらも、怨讐を愛することを忘れず
に、真の愛と赦しを実践され、自然屈伏を
勝ち取られる姿を俳優たちが演じるのを
みて涙しました。真のお父様は、真の愛の
基準を立てられたのです。そして、私たち
はその基準を体恤するようにと、天から召
命されたのです。私たちが召命されたこの
道は、真のお父様による絶対的な信仰と苦
難により敷かれました。全ての分裂を統一
され、天の父母様を中心に全てを一つへと
復帰するために敷かれた道だったのです。
真の父母様の犠牲の道を振り返った時に、
父母様は私たちに祝福をくださるために、
その道を行かれたのがわかります。私たち
がこれ以上の蕩減と苦痛が要求されない
世界を建設するためにこの路程を歩まれ
ました。私たちが与えられた真の愛、真の

生命、真の血統という賜物に私たちはどの
ようにお返しできるのか考えてみましょ
う。私たちは、救いと祝福を与えられ、天の
父母様のもとの一家族というビジョン
2020を与えられ、天一国実現を迎えると
いう栄えある名誉を与えられたのです。
真のお父様は、聖和される前に、答えを教
えてくださいました。真のお父様は、全て
の祝福中心家庭に神氏族メシヤの使命を
授けたのです。真の父母様が復帰摂理の
ため生涯を通し、精誠を捧げ、勝利された
ように私たちも神氏族メシヤの使命を通
し、同じように勝利しないといけません。

日本家庭連合に大きな期待を

かけておられる、真のお母様

日本において家庭連合時代を迎えなが
ら、私たちは真の父母様の勝利の路程を
再確認することができます。これは、日本
統一運動史に残る喜びの瞬間です。真の
お母様とエバ国日本が真のお父様と完全
に一つとなり、絶対的な犠牲の道を歩ん
だため、復帰摂理は前進することができ
たのです。真のお母様は、エバ国ととも
に、深い根をこの地球に下ろし、祝福を通
して世界中の何百万人もの人々に再生と
新生を与えたのです。
栄光なる真の父母様と共にある皆様は、
ヒーローであり、チャンピオンです。真の

孝子・孝女、そして、忠臣、聖人として多
くの蕩減を払われ、無数の困難を乗り越
えて、天の父母様の恵み、愛、そして真理
をこの世界に分け与えることができる方
々なのです。私から、皆様に心の奥深くか
ら愛と感謝を捧げます。真のお母様をお
迎えし、ビジョン2020を勝利しましょ
う。真のお母様は天におられる、真のお父
様に約束されたことがあります。それは、
この地で真の父母様の摂理的な使命を完
成されることです。
真のお母様はフィリピン、ネパール、タ
イ、そして他の国々に拡散している、神氏
族メシヤの活動をご覧になられ、大きな
希望を持たれ、天の勝利を国家的次元と
して成さなければならないことを強調さ
れました。母の国である日本であるため、
真のお母様は日本家庭連合に大きな期待
をかけておられます。日本の食口の皆様
が真のお母様を積極的に助けてくださる
ことはよく知っています。
真の父母様に向けた私たちの永遠なる愛
と統一された私たちの姿をお見せするた
めに、隣の人の手を握って下さい。私たち
皆の愛のエナジーがどれだけ温かく、強力
なのか感じてみてください。一つとなった
家庭連合の家族たちの無限なるエナジー
を感じてみてください。秋のスーパームー
ンのような新たな周期、あらなた勝利の時
代を迎え、真の父母様の夢である、世界平
和と統一を実現することを決意しましょ
う。必ず一つとなった私たちの心情と精神
で神氏族メシヤの使命を完遂し、ビジョン
2020を勝利して、実体的天一国創建を実
現しようという真実なる決意を真の父母
様に捧げましょう。共に情熱を込め、大声
で勝利を叫びましょう。勝利、勝利、勝利！
皆さんの夢と願いが叶い、全天宙に勝利、
愛、平和、そして統一が成されることを祈
願します。天の父母様と真の父母様の祝福
と愛が、皆さんと皆さんの家庭にいつも共
にあるように祈願します。ありがとうござ
います、愛しています、ナマステ！
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日本家庭連合に伝授された、世界平和統一家庭連合旗



10月12日（月・祝）、「幸せな家庭、躍動す
る日本、希望の世界へ」をメインテーマ
に、世界平和統一家庭連合（家庭連合、
旧：統一教会）の「出帆記念大会」が千
葉・幕張イベントホールで盛大に開催さ
れ、先輩家庭や平和大使をはじめ、牧会者
や婦人代表など約1万人が集まった。 
8月末に当法人の名称が「世界基督教統一
神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」
に変更したのを受けて行われた今大会
は、宗教を通じた個人救援の時代を超え、
理想家庭づくりを通じて世界平和を実現
する新たな時代の到来を強く印象づける
機会となった。式典の模様は日本全国の
教会のほか、全世界の教会員に向けイン
ターネット配信され、共に新しい出帆を
祝った。
大会は、南東京教区成和学生部によるパ
フォーマンスと鮮鶴合唱団の愛らしい歌
声、そして首都圏の青年学生による歌で
開幕。家庭連合の希望溢れる未来を予感
させた。映像上映に続いて、徳野英治・日

本家庭連合会長が登壇。文鮮明師の聖和3
周年記念式において「み旨完遂」への決意
を表明された韓鶴子総裁のみ言を紹介し
ながら、「この真のお父様（文鮮明師）への
誓いの心情を相続して、VISION2020を必
ずや成就するため、未来への希望溢れる
前進をして行きましょう」と呼び掛けた。
来賓紹介の後、「希望プレゼンテーショ
ン」では、祝福二世の佐野忠國・全国成和
大学生部長が、「子供たちの笑顔が溢れた
人類一家族世界」という夢を実現させる
ため、二世圏が先頭に立っていく決意を
表明した。宋龍天・全国祝福家庭総連合
会総会長は激励の辞で、神と人類のため
に生涯を捧げられた文鮮明師の業績につ
いて証言。その上で、今大会のテーマであ
る「幸せな家庭、躍動する日本、希望の世
界へ」を創り出す主役となろうと訴えた。
基調講演の文善進・世界平和統一家庭連
合世界会長は、時折感極まって声を詰ま
らせながら、韓鶴子総裁のご心情を証す
と共に、日本の教会員を慰労するメッセ

ージを贈られた。その中で、文善進世界会
長は「真の父母様が復帰歴史のすべての
重要な段階で勝利できたのは、真の家庭
と世界の兄弟姉妹が孝の道理をもって、
真正かつ絶対なる愛と精誠と努力のおか
げでした。そして、中でも日本の兄弟姉妹
の皆様の精誠は格別でした」と強調。世界
70億人類に祝福圏を広げるのが私たちの
使命です、と語られた。
基調講演の後、文善進世界会長ご夫妻か
ら宋総会長へ、宋総会長から徳野会長に

「連合旗」が授与された。大会フィナーレ
では、文師の聖和3周年記念式典のために
日本が総力をあげて準備したミュージカ
ル「誰よりも日本を愛した人」の一部が披
露。最後に「み旨の応援歌」を歌う場面で
は、会場が総立ちとなり、家庭連合時代の
出発を皆決意してムードは最高潮に達し
た。最後は、全体で「サランヘ」を合唱。本
山勝道 W-CARP Japan 会長の力強い掛け
声で、億万歳四唱を行い、大会は感動的な
雰囲気の中で幕を閉じた。
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日本家庭連合出帆大会
日本
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韓国大学原理研究会が主管し、世界平和統
一家庭連合、世界平和青年連合、天宙清平
修錬苑が後援した『2015カープ大同祭お
よび全国連合礼拝』が10月3日から4日の2
日間にわたって清平で開催された。初日は
大同祭と世界平和女性連合の文姸娥会長
による特別講義、讃美祈祷が行われた。

2学期を新たな決意で出発する

晴れ晴れとした秋空のもと全国のカープ
のメンバー384名が集まり、午前10時よ
り雪岳体育公園で行われた大同祭は、開
会式を皮切りに『一丸となったカープ！
統一に向けた喚声！』という主題で大同
チーム(ソウル圏/忠清道/江原道)、団結チ
ーム(鮮文1)、和合チーム(鮮文2)、統一チ
ーム(京畿道/仁川/韓国南部(嶺南、湖南)に
別れ、サッカー、キックベースボール、バ
スケットボール、ドッジボール、綱引き、
バトンリレーなどのゲームを行った。
それぞれ種目別に予選を経て決勝戦まで
行い、種目別に点数を加算し総合優勝チー
ムを決めた。チームの名前のように全員が
大同団結し、和合統一を成すためゲームを
行った。最後に私たちの愛する真の父母様
の所願である南北統一を念願する気持ち
で全体写真を撮り大同祭を締めくくった。
続いて、世界平和女性連合の文姸娥会長

を天宙清平修錬苑の親和館Ｂ館にお招き
し、特別講義のみ言を聞く時間を持った。
文会長は「真の父母様の為にお捧げでき
る気持ちを持って信仰生活するよう願
う」と述べられ、「本人が楽しく勉強でき
る分野を探し出し、専門家となり周りの
兄弟と共に成長できる原研の者となるよ
う願う」というみ言で締めくくられた。2
時間余りみ言を語ってくださり、団体写
真と共に学舎別、チーム別にも記念写真
を撮ってくださる有難い時間だった。ま
た、おいしいパンやケーキを準備して下
さり、全員が感謝の気持ちで分かち合っ
て食べた。最後に鮮文学舎が準備した讃

美祈祷会で初日の日程を締めくくった。
二日目は訓読会、統一財団の就職説明会、
連合礼拝が行われた。早朝の訓読会の時
間には、統一に関する内容を訓読した。こ
のみ言を通して、南北統一を成そうと再
度心に誓う時間となった。続いて統一財
団担当者が統一グループ傘下にある機関
及び企業体を説明し、2015公開採用に関
する簡単な説明を行った。
文善進世界会長および朴仁涉世界副会長
ご夫妻、文姸娥会長を始め、天宙清平修錬
苑の李基誠苑長、李命官副苑長、世界本部
の趙誠一事務総長、ワールドカープのイ
ム・ドンソン事務局長など多くの指導者

韓国カープ大同祭および連合礼拝開催

特別講義をする、文妍娥会長挨拶の辞を述べる、文善進世界会長

カープ
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が参加する中、2015年度2学期勝利に向
けたカープ連合礼拝を行った。『汽笛の音
ミュージックコンテスト』で大賞を受賞
した『清心』を清心バンドが讃美し、鮮文
学舎のフンタリョンチームが南北統一を
主題としたパフォーマンスを公演した。
また中央学生会のシンミョンバンドによ
る『喜ばれる神様』の歌を讃美した後、嶺
南学郡の原研メンバーによる代表祈祷で
礼拝が始まった。
去る1学期から夏休み中活動を通して感
じた感想を発表する時間を持った。嶺南
学郡の昌原学舎の代表は、経済力を備える
ために勉強し活動しながら中国を訪問、経
験したビジネスチャレンジに関する発表
をした。ソウル圏の学群の代表は、夏休み
中行われた短期研修生の訪中活動の報告
をした。忠清学群の代表は、統一を念願し

『白頭山から漢拏山まで』というテーマで
行われた訪中活動に関する報告を行った。
中央学生会副会長は、1学期から現在まで
行われたすべての活動を報告しまとめる
時間を持った。これを通し参加者全員が、
1学期と夏休みを整理し、互いが互いの気
持ちを共有しあって2学期を新たな決意
で出発する意義深い時間となった。
前日の体育大会の授賞は、文善進世界会
長および朴仁涉世界副会長ご夫妻が行わ
れた。団結チームが総合優勝、大同チーム
が準優勝の賞品を受賞した。統一チーム
と和合チームは共同3位だった。引き続き
文善進世界会長による激励のみ言があっ
た。真のお母様のご指示により500名余
りの原研メンバーを集め修練を勝利した
ことと、バンドの活性化がきちんとなっ
ていると褒めていただき、「韓国カープの

原研メンバーが統一運動を成していける
ような希望的な雰囲気でとても良かっ
た。南北統一は天の父母様と真の父母様
を始めとして全世界の夢である。2学期の
統一運動の新たな出発となることを祈願
する」と述べられみ言を締めくくられた。
讃美祈祷では清心バンドによる『清心』
と、江原学群所属Ｎ分の１バンドによる

『ウリガ』を讃美した。続いて韓国カープ
の文相弼会長がみ言を語られた。文会長
は「今回の2015カープ大同祭は前学期を
整理し、新たな2学期を新たな気持ちで出
発できる決意の時間となった。『一丸とな
ったカープ！統一に向けた喚声！』とい
う主題の今回の大同祭を通して、私たち
は今後どのような姿で真の父母様のお呼
びに応えていくのか？今まで以上の熱い
情熱と覚悟、実際に変わった姿をお見せ
しなければならない。統一という主題を
おいて、対内外的に力強く出発すること
であろう。誇らしいカープの者として、各
々の現場において勝利するカープ原研メ
ンバーになることを願う」と激励した後、
祝祷を以て締めくくった。
感謝の讃美で中央学生会のシンミョンバ
ンドが『イジェヤ』を歌った後、2学期をど
れだけ懸命に活動するかを参加者全員が
天の父母様と真の父母様に熱烈に誓う祈
祷をお捧げすることができた。決断の讃
美として『統一、その日に向けた歌』を振
り付けと共にシンミョンバンド演奏に合
わせ力強く歌い、億万歳三唱は江原学群
の代表原研メンバーが先唱した。
1泊2日間によるプログラムを通して、
400名ほどの韓国カープ原研メンバーが
南北統一を念願し夢を抱き作っていく勇
気を持つことができた。このような時間
を持てたことを天の父母様と真の父母様
に感謝申し上げ、2学期も対内外的に多く
の統一運動を展開し勝利し、栄光と喜び
と新たな希望をお返しすることを約束す
る。

<記事提供：韓国カープ>

縄跳び大会で最善を尽くす、参加チーム

二日目、連合礼拝の賛美の時間



プロローグ

今日は6月末日である。真のお父様聖和3
周年記念追慕の日まで丸2ヶ月残った。い
つも尊敬してる金榮輝会長が聖和記念日
を前に真の父母様の行跡地を踏査できた
らいいなということを言われたので共に
同行することにした。
金榮輝会長と金ビョンホ会長ならびに筆
者の三名が一行となり、3泊4日の旅程で
全羅南道麗水を中心に、真の父母様が非常
に精誠を尽くされた巨文島と青海ガーデ
ンを訪ねることにした。最初の目的地は麗
水市三山面德村里324番地、南方の海洋天
正宮である。ここは麗水の旅客船ターミナ
ルから乗船し2時間ほどで到着する。麗水
と言えば、感電したように全身に戦慄が走
る。入教後、公的路程を出発し全羅南道で
19年を過ごす間、麗水では9年間生活し
た。1981年から1986年までの5年を過ご
し、真のお父様が聖和された後真のお母様
がその地域の復帰のため責任を与えられ
4年を過ごした。み言に従い海洋教区を新
設し、教区長と清海研修院長を歴任した。
そこは私にとって第2の故郷のようであ
る。地形地物や食口に見慣れているからで
ある。暖かな故郷を訪ねていく軽い足取り
は実に感慨深い。午前8時53分に出発した
KTX(新幹線)は2時間40分を疾走する。昔
は5時間もかかっていた所が国際海洋博
覧会が開催された後、世界4大美港町とし
て選ばれ、交通の便が補強され今では2時
間40分で到着する。元老の方が来られる

という事を聞いた 株式会社イルサン海洋
産業のシム・ワンソク常務が親切にも出
迎えてくれた。シム常務は3泊4日間ずっ
と同行しながら、真のお父様が構想されて
いた国際海洋観光タウンに関するプロジ
ェクトを時折説明し、陸地では車の運転も
しながらこの場を去るまで親切と好意で
案内してくれて、負担もなく真の父母様の
行跡を辿ることができた。
この地域の特性を概括的に調べてみれば、
まずは真の父母様が後天時代開門の中心
地として祝福され、国際海洋観光タウンの
造成に向け多くの財源を投資されたこと。
二つ目は4大美港町として選ばれたこと。
三つ目は李瞬臣将軍の激戦地でもあり孫

源牧師の殉教地であること。四つ目は、
麗水・順天事件で多くの良民が犠牲とな
ったところでもある。五つ目は韓国で最初
の会場ケーブルカーが開通したところで
あり、六つ目は全国観光名所50ヶ所のう
ち多島海海上国立公園である巨文島と百
島が3位に選ばれ、麗水を訪れる観光客が
年間1千万人を超える名所として特徴づ
けることができる。
麗水地域社会に向けて物心両面で投資し
て来られた真の父母様に、麗水に住む徳望
のある著名人や市民らは感謝し、その恩を
忘れてはならないと異口同音に語る。真の
父母様のお陰で麗水に住む多くの失業者
が救われ、人口30万人も満たなかった麗
水市が世界へ雄飛する契機となったから
である。天が未来と我々子孫のため選ばれ

た全羅南道麗水南海岸、今回の真のお父様
聖和3周年追慕の前に、在世の時に責任を
果たせなかった我々自我の姿を省察し、真
のお母様に忠孝の道理を誓いながら、麻の
喪衣をまとい伏して処罰を待つ気持ちで
出発した。

1日目

旅客船ターミナル付近の食堂で昼食をと
った後、船の汽笛の音が聞こえ、午後1時
40分巨文島行きに乗船して４時頃、巨文
島に到着した。我々一行が乗船した旅客船
はジュリアアクア号で、300名以上が乗船
することができる。この旅客船は統一グル
ープが所有するものである。1年前までは
旅客船を運営していた会社が２ヶ所あっ
たが、セウォル号の事故により前セモグル
ープのユ・ビョンオン会長が死亡したこ
とで清海鎮(チョンヘジン)海運に運営停
止処分命令が下され、ジュリアアクア号は
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真の父母様の行跡を求め①

許煬(ホ・ヤン) │ 天一国特別巡回師

許煬(ホ・ヤン)巡回師は1965年度入教後、国内外において教区長など要職を務めて来た。2010年度から真の父母様の随行補
佐を受け持ち、真の父母様が行かれるところは一つも残さず同行し、最近では天一国特別巡回師として祝福家庭の導きに余念が
ない。

巨文島での許氏

特別寄稿



単独で運行されることとなった。真のお父
様が準備して下さった旅客船であったの
で、乗船して到着まで真のお父様の深い愛
を感じることができた。
巨文島は人口約３千名、面積は１２平方キ
ロメートルである。麗水と済州島の間に挟
まれており、多島海の最南端で東島、西島、
古島に分かれている。海洋天正宮の場所は
韓国でも有名な海水浴場が一望できる多
島海海上国立公園の陰達山の麓にある。こ
こは一本の花のように美しくもあり、鯨の
背のように盛り上がって雄大でもあり、大
理石で建てられているので見る者の心を
静かにまた平安な気持ちにさせた。「一本
の菊の花を咲かせるためにコノハズク(フ
クロウ科)はそれ程にも悲しく泣いたよう
だ。」というある詩の一文のように、未来と
子孫の為に巨文島を聖地に選び祝福の通
路を準備するために2004年１月15日、ご
自身で作られた天勝号に乗り、巨文島と百
島を見回った後、巨文島天正宮建立の重要
性を強調された。
真の父母様が奉献式の前にここを何度行
き来されたかは想像もできないが、奉献式

（2011年天暦8月15日中秋節）後、聖和され
る前の最後の訪問（2012年天暦6月6日～
9日滞在）までその回数は24回にもなる。

当時は主にヘリコプターで往復されてい
たが、時には車で天正宮博物館から金浦空
港まで、金浦空港から麗水まで旅客機で、
そこから清海ガーデンまで車で、清海ガー
デンから巨文島まで天正号で往復（片道2
時間所要）され、巨文島海洋天正宮のため
に精誠を尽くされた。風水地理に無知であ
る筆者が見ても、左に青龍、右に白虎、南に
朱雀、北に玄武がしっかり守っているよう
な天恵の場所である。
正門に入ると奉献式当日に記された「圓母
平愛財団」という大きな字体の揮毫が視界
に入ってくる。 2011年天暦7月19日、米国
ラスベガスにおいて特殊工法でご自身で
製作された圓母船進水式を終えられた後、
真の父母様の平和思想さらに人類共栄の
業績を永遠に称え、その価値を永久に保存
しなければという意味を込めて圓母平愛
財団の設立を宣言された。その揮毫をここ
で記されたのである。
また2012年天暦閏月3月12日～13日に
は、日本の地区長団25名を巨文島海洋天
正宮に呼びだされ、釣り道具セットを１セ
ットずつプレゼントしてくださり1泊2日
の間、訓読、実体のみ言で霊性訓練と海洋
訓練を行われ新たな出発の意欲を高めて
くださった。特に巨文島天正宮の正門と裏

門に掲げられている圓母平愛財団の揮毫
を具体的に説明され「私の生涯の総体的な
決算である。永久なる平和財団として保存
させ育成させていかなければならない。君
たちがこの財団に栄養分を提供しなけれ
ばならないし、さらには祖国や民族の主役
になり旗(基準)になってこそ日本という
国がなくならずに済むのだ。」というみ言
を語ってくださった。
玄関ロビーの床に描かれているロゴにつ
いても説明してくださった。丸いウォン(圓)
は地球を象徴し、青色で鉄線のように繋が
れているのは海の波とうねりを象徴する
と言われた。波とうねりは五大洋を満遍な
く経て波長を起こす、その中心点が海洋天
正宮だというみ言を語ってくださった。
次は五大洋六大州の海洋の気と真の父母
様の力強い気がサンライト(Sun Light、日
射し)のように伸びていく絵が描かれてお
り、中央には一対のタツノオトシゴが描か
れている。昔からタツノオトシゴは海の龍
を象徴してきた。本来お父様のお名前は

「ヨンミョン（龍明）」であった。「ソンミョ
ン（鮮明）」というお名前は私たちが知って
いる如く海と陸地、太陽と月を象徴する。
従ってタツノオトシゴは真の父母様を象
徴する。このようなみ言を想起し切に祈れ
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巨文島海洋天正宮



ば、海洋の気と真の父母様の気、つまり天
運を授かることができるというみ言をよ
く聞かせてくださった。巨文島は天と地が
ぶつかり合ったところで、精誠を尽くし祈
祷すれば全て成就していくと語られた。
ここは逃避所の一環で、ここでは許されな
い罪はなく、許してあげられない罪もな
い。誰もが生きてきた生涯を反芻し、ここ
で整理して霊界に行かなければならない
という訓育をされた。祈りの答えを聞いて
くださる中心となる位置が、気が最も強い
ロゴの前である。2007年11月13日、イー
ストガーデンでの訓読会では、巨文島に大
きな文氏が家を構え道を修める所だと新
たな意味を付与され、島という字を道に変
えなければならないと述べられ、ここは逃
避城でありいくら罪があってもここでは
許される所であることを強調されながら、
ここに天正宮を作らなければならないと
述べられた。聖書に出てくる逃避城という
み言を探ってみよう！

「主はモーセに告げて仰せられた。 『イス
ラエル人に告げて、彼らに言え。あなた
がたがヨルダンを渡ってカナンの地に
はいるとき、 あなたがたは町々を定めな
さい。それをあなたがたのために、のが
れの町とし、あやまって人を打ち殺した
殺人者がそこにのがれることができる
ようにしなければならない。この町々
は、あなたがたが復讐する者から、のが
れる所で、殺人者が、さばきのために会
衆の前に立つ前に、死ぬことのないため

である。あなたがたが与える町々は、あ
なたがたのために六つの、のがれの町と
しなければならない。ヨルダンのこちら
側に三つの町を与え、カナンの地に三つ
の町を与えて、あなたがたののがれの町
としなければならない。これらの六つの
町はイスラエル人、または彼らの間の在
住異国人のための、のがれの場所としな
ければならない。すべてあやまって人を
殺した者が、そこにのがれるためであ
る。…』」(民数記35章9節～15節)

私たちはここに到着するや否やロゴの前
で懇切に祈った。金会長は代表祈祷で、恨
(ハン)の神様を解放し人類救援のために
様々な精魂を傾けられた真のお父様の苦
労で胸を痛ませておられ、残りの人生でみ
言にふさわしい生活を営んでいくことを
決意され、霊界で真のお父様を中心して真
の子女様と指導者と祝福家庭が一つにな
ったかのように、地上界でも真のお母様を
中心として真の子女様と指導者と祝福家
庭が一つになり、いち早く天一国が可視化
されることを懇切に願われた。
案内係りの説明で、お母様が新しい家具を
購入し格調高く配備されたVIP教育室、グル
ープ討論室、相談室、コーヒーショップ、訓
読室、執事室、浴室など真の父母様の香りを
感じることができる意味深い時間を持っ
た。筆者は、毎日真の父母様に侍り訓読しス
ポーツ中継を見て、世界各地から送られて
来る報告書も朗読し、真のお父様のご指名
に従い報告し歌った美しい思い出が走馬

灯のように頭をかすめ、欽慕の情が満ち潮
のように押し寄せてきた。「お父様、どこに
いらっしゃいますか？呼吸の音、足音、咳の
音でも一度でいいからお聞かせくださ
い！」という気持ちで一杯になり両頬をつ
たう涙を抑える術がなかった。真のお父様
がいらっしゃらないこの虚しさを痛感し
た瞬間だった。しっかりと設計された海洋
天正宮。内側から見ても外側から見ても少
しも劣らない宮城に作ってくださった。
真のお父様は、耳がすり減るまで語られた
み言を筆者は記憶している。「パインリッ
ジなどで教育施設を完全に備え、指導者た
ちはそこで、VIPはここで教育させて最終
的には清平の清心平和ワールドセンター
につなげ、3万人または30万人単位で教育
生を輩出しなければならない。いつになっ
たら70億もの人類を救うつもりか？」と
聖和される直前まで海洋天正宮の周辺に
宿泊施設の建設を指示され、このような意
味を強調されたのだった。
清平の天正宮博物館が米国の国会議事堂
を象徴した建物であれば、海洋天正宮は米
国のホワイトハウスを象徴する建物であ
る。設計自体をそのように指示されたので
ある。言い換えれば、男性と女性を象徴す
るということである。そのため、ここの海
洋天正宮は韓国の女性が履いていたゴム
靴の形がそれぞれの柱の角に刻まれてお
り、天一国の国花である薔薇や百合の形で
装飾されているのを所々で発見すること
ができる。
ここに到着した日の夜には、お二方と共に
夜更けまでも海洋天正宮のラウンジに座
り、真の父母様のみ言を想起し愛されてき
た過ぎさりし日々を回想しては目頭が熱
くなり、時には大笑いしながら静かで寂し
い夜を過ごした。自我の姿を深く省察しな
がら今までの生涯を反芻した時間だった。
真のお父様と霊的な交感をし精誠に没頭
していると、何でも全部聞いてくださるよ
うな気がした。

(次号に続く)
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海洋天正宮の地面に描かれたロゴ



世界平和統一家庭連合(FFWPU)と天宙平
和連合(UPF)は9月17日～21日、タイのバ
ンコクで第15回アジアリーダーシップカ
ンファレンス(ALC)を開催した。これに宗
教指導者、社会の代表、インドネシアのイ
スラム教の最大である女性団体、NGO、弁
護士、マスコミ、軍人や学生など様々な分
野の幅広い年齢層から28名が参加した。
開会式ではアジアUPF龍鄭植会長、ロバー
ト・キトル教育局長、タイUPFパシト・シ
ミマライ事務総長がカンファレンスのテ
ーマである『UPF平和原理：世界平和と断
続的発展の基盤』を紹介した。
今回のカンファレンスはアジアのVIPに
公共マインド、結婚、家庭と祝福の価値を
教育する5日間の修練会だった。ネパール
9名、インドネシア7名、カンボジア6名、パ
キスタン3名、バングラデシュ2名、フィリ
ピン1名の計6ヶ国から28名(男性22名、

女性6名)が参加した。最後に参加者は幸
せに満ちた気持ちで純潔誓約をした。彼
らは婚前の純潔、夫婦間の貞節を守るだ
けでなく周りにもこの理想を伝播するこ
とを約束した。参加者全員が自分の宗教

のみならず他の宗教の伝統においても純
潔や家庭の価値を重視するということを
知ることとなり、家庭に戻り真の愛の家
庭と社会と国家の建設に協力することを
約束した。
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第15回アジアリーダーシップ
カンファレンス

アジアリーダーシップ・カンファレンス 記念撮影

参加者の意見発表

アジア



感想文

UPFの貢献は全世界の人類和合において
称賛のレベルを超越している。「全世界は
二つでなく一つ」であるというUPFのスロ
ーガンが素晴らしい。

ティワラ・シュバ・ドゥッタ（ネパール)

カンファレンスを通して以前悟れなかっ
た自分の中の実体と環境について多くの
ことを学んだ。私の宗教(イスラム)の観点で
は純潔と貞節の重要性を学んだだけでな
く、この修練会を通して考える範囲を広げ

てくれて新たな観点も学ぶことができた。  
パティマサン（インドネシア)

この修練会に参加しファザー・ムーンが
人間を悲しみと苦痛より助け出し、戦争
をやめさせるため地上に降臨した神様の
ような方だと感じた。この方は平和と和
解のために来られた。この方が地上から
いなくなられたことは残念である。

キン・ベンドリス（カンボジア）

結婚後妻に対する愛だけでなく真誠な愛

について多くのことを学んだ。ある人々の
ケースのように、婚前交渉は非常に有害で
あり夫婦の関係を断絶させる。我々は離婚
率を減少させ偽った愛を防止するため全
分野、地域でこれを教育し実践していく。

ブハグァン・ダス（パキスタン）

この修練会は実際に私自身を大きく変化
させた。以前私は結婚しないと誓ってい
た。しかし今は私自身のためだけでなく
社会のモデルになれるよう結婚をしよう
と固く心に決めている。
イムラン・アッサン（バングラディッシュ）

今回この修練を受けてから、私たちが学
んだことを更に高いレベルの多くの人々
の前で発表できる自信を持てた。私が学
んだ全ての講義の資料を持ち、さらに多
くの専門家に幾度も教育していくつもり
である。

ペリシタス・シカム（フィリピン）
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閉会式で終了証を授与された、参加者たち

<カンファレンス日程表>

1日 2日 3日 4日 5日

9月17日(木) 9月18日(金) 9月19日(土) 9月20日(日) 9月21日(月)

午前7:00

到着

ホテル
チェックイン

登録

朝食 朝食 朝食 朝食

午前8:00 開会式
何故原理が必要か？

龍鄭植会長
プレゼンテーション発表

セッション9 
真の父母様の人生、

ビジョン、業績

解散

午前9:30 休憩 休憩 休憩

午前10:00 セッション2
神様の二性性相と創造

セッション5
悪の根源と人間の苦痛

セッション10
純潔誓約および超宗教祝福式

午前11:30 休憩 休憩 閉会式
修了、感想発表

修了書授与午前11:45 セッション3
授受作用と人生の目的

セッション6
偽りの愛の結果

午後1:00 昼食 昼食 昼食
午後2:15 グループ活動 グループ活動

自由時間
買い物

午後2:30 セッション4
人間の成長段階と霊界

セッション7
超宗教平和祝福の意味と価値

午後4:00 休憩 休憩

午後4:30
龍鄭植会長

プレゼンテーション発表
セッション8

アジアUPF活動紹介‐超宗教
平和祝福フェスティバル‐

午後6:00 夕食 夕食 夕食
タイ伝統ショー観覧午後7:00 歓迎晩餐会 自由時間 自由時間



シカゴは田舎の風景のなかに成り立った
都市である。草創期にはこの都市の中心
地でも農業を営む光景を目にすることが
できた。1880年、あるユーモラスな作家
は、「シカゴ北部の住民は男性、女性、子
供、犬、雄ヤギ、豚、猫とノミとで成り立っ
ている。」と書いた。また「その住民の間で
最も大きな比率を占めているのはノミで
ある。」と書き足した。
1871年、2日間も消えなかった大火によっ
て都市の中心地は燃え尽きてしまった。当
時撮影された写真では、火災というより空
から爆撃を受けたような光景である。この
大火はキャサリン・オレアリー が所有す
る牛小屋から始まった。オレアリ―夫人が

牛の搾乳をしようとした際にランタンが
牛に蹴られて倒れ出火したとされた。この
夫人は商業地域からはそう離れていない
地域に住み牛を飼育していた。多くの近所
の人々がこの牛乳を飲んでいた。
この大火にも関わらず1893年、世界博覧
会を開催する当時のシカゴは完全に復旧
されていた。石油ランタンで大きな被害
に遭った都市だということを勘案し、世
界博覧会で紹介された革新的な内容は電
気照明だった。博覧会に来場した2600万
人の人々は、それまで電球というものを
一度も目にしたことがなかった。博覧会
が開催された６ヶ月の間、20万個の電球
が博覧会場を照らした。エリック・ラソ

ンという作家はこの効果を「来客が一ヶ
所で同時に多くの光を見ることができる
美しさ、それ自体が気に入った。建物には
電気が照らされた。それまで作られてい
た探照灯のうち最も大きな探照灯が周り
を明るく照らした。まるで天国を見てい
るようだった。」と表現した。

世界宗教議会

電気が世界博覧会を照らしたように、宗
教指導者たちは霊的な悟りと光をシカゴ
と世界に反映したかった。宗教議会の提
案はある弁護士から始まった。その弁護
士の信仰はスウェーデンの神学者エマヌ
エル・スウェーデンボルグから多くの影
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信仰者の統一を求める場

家庭連合が開設したブースにかかっている垂れ幕

この記事は、19世紀末に宗教を束ねようと試みた内容に関連する記事である。最近、世界平和統一家庭連合を中心とする関連機
関は、この精神をもとに展開した二つの活動に賛同した。

世界宗教議会



響を受けた。『原理講論』でもこの神学者
について「著名な科学者でありながら、霊
眼が開き天界の多くの秘密を発表した。」
と描写している。
一方、世界宗教議会の企画委員会は、プロ
テスタントの14人とローマカトリック司
教1人とユダヤ人のラビ1人で構成され
た。史学者たちはこの宗教議会の意図を
ユダヤーキリスト教の業績のショーケー
スと解釈する。それはクリストファー・
コロンブスがアメリカ大陸に関するニュ
ースを欧州に広めて以来、アメリカが発
展した姿を披露しようとした世界博覧会
の意図と一致したためである。
その努力は高貴でありながらも、宗教家
たちの目標は達成されなかった。キリス
ト教の保守的な団体が参加を拒否したた
めである。参加者のうち数人の傍聴者は、
キリスト教の発表者が正統ではない内容
を発言しているとして、阻止したりもし

た。特に、別の発表者がそれぞれの国で宣
教師のせいでキリスト教が受けた苦難を
批判し始め、その傍聴者らはさらに激怒
したのだった。
そういう中、数人の非キリスト者の発表は
深い印象を受けた。それは、その行事が行
われた新築のシカゴ美術館の建物で受け
た傍聴者の印象を超えるものであった。釈
宗演(しゃくそうえん)(1860～1919）禅師
は仏教の教えを因果法で説明した。
1998年、ニューヨーク・タイムズに掲載
された回顧記事は、スワミ・ヴィヴェー
カーナンダで知られるヒンドゥー教改革
家ナレンドラ・ナート・ダッタ(ヨーガ
指導者)（1863-1902）の発表を思い出させ
た。その記事は、『世界宗教議会という宗
教間の集まりでインドのコルカタから来
た30歳の僧侶が壇上に上がり「自分が信
じている宗教は寛容を強調し、他の宗教
もまた真のものと認める。」と公言した。

彼の優れた容貌と身にまとっていたサフ
ラン色のターバンや垂れ下がったコート
が聴衆に影響を与えたようだった。「アメ
リカの兄弟姉妹たちよ！」と語った彼の
最初の言葉に、聴衆は立ち上がって拍手
で迎えた。』と書いている。
その行事の期間中、ニューヨークワール
ド誌は『世界が仏に借りをする』というタ
イトルで講義したスリランカの小乗仏教
指導者を、「ダルマパーラ学僧は宗教議会
で最も関心の行く人物だった。常に白い
服を着て、髪を真ん中から分け、後ろ髪は
巻かれて垂れ下がっており、穏やかで洗
練された顔はイエスの肖像画のようだっ
た。」と描写した。またセントルイスアッ
プサーバー誌は彼について、「彼の広い額
から後ろへとなでつけた黒い巻き毛、聴
衆に固定された鋭い目と活気に満ちた声
が、仏の弟子たちを一つにし、世界に「ア
ジアの光」を広めるために先頭に立った
宣伝員の姿だった。」と記述した。

我々の運動への賛同

1893年、世界宗教議会が終わった後、次回
の行事を準備するために企画委員会が構
成された。次の行事は1900年にパリで開
催される世界博覧会と同時に開催される
予定だった。しかし実際には100年が過ぎ
た1993年8月28日から9月4日にかけて開
催されたのだった。その時、米国統一運動
の摂理機関である世界平和宗教連合がそ
の議会を後援する機関の一つとなり『世
界宗教経典：他の伝統より学ぶ』という
主題で二日間シンポジウムが開かれた。
1988年、プロテスタント、カトリック、イ
スラム教、仏教、ヒンズー教、バハーイー
教とゾロアスター教の信仰者たちが集っ
た中、その行事の100周年記念行事が企
画されたのである。彼らは世界宗教議会
の委員会を構成した。世界平和宗教連合
が共同で後援し、2日間のシンポジウムを
開催することになった。
1893年に開催された世界宗教議会では、
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家庭連合ブースに展示された天一国経典

家庭連合ブースで関係者たちの記念撮影



各発表者の信仰や世界観を説明した時間
だったと評価すれば、1993年に開催され
た100周年記念行事では、信仰者たちの
間で対話を促進することが目的だった。
その行事はシカゴの中心にあるパーマー
ハウスホテルで行われた。事前に登録し
た参加者は参加費200ドルを支払い、後
で登録した参加者は350ドルを支払っ
た。1893年には400人が参加したのに比
べ1993年には6,000人以上が参加した。
最初に企画者が想像したより二倍以上も
の人々が参加し、盛況を博した。
数百人もの講演者が発表した。スケジュ
ールではセミナー、ワークショップ、公
演、イベント、映画鑑賞が含まれていた。
その行事にダライ・ラマが参席し、米国
のイスラム指導者であるルイス・ファラ
カン氏も参加した。トゥデーズワールド
1993年11月号でトーマス・ウォルシュ
博士が私たちの運動の参加について次の
ように説明した。

世界平和超宗教連合は、世界宗教経典
とダイアログ・アンド・アライアンス
(Dialogue and Alliance）など多くの出版
物を展示した。展覧会ではRYS奉仕団、
世界宗教総会、そして最近インドのデ
リーで開催された超宗教連合を含む活
動を映像で紹介した。展覧会には数千

人の来場者が観覧し、スタッフは来場
客の質問に答えたりパンフレットを配
ったりと朝から夕方まで休む暇がなか
った。

以降、世界宗教議会は、1999年南アフリカ
共和国で開催され、2004年スペイン、そし
て今年は9月9日から19日まで米国ユタ州
ソルトレイクシティのソルトパレス・コ
ンベンションセンターで開催された。今
年の行事には80カ国から1万人以上の来
場者が訪れ、50個の多様な宗教が参加し
た。宗教議会理事会のイマーム・ムジャ
ーヒディーン会長は、宗教間の行事につ
いて「全世界で憎しみ、恐怖、怒りが増幅す
るこの時点で信仰共同体がするべきこと
は、互いに異なる点を愛と配慮とで受け

入れ関係を結んでいくこと」と説明した。
世界平和統一家庭連合はコンベンション
ホールにブースを設置した。過去数年間、
マスコミを通して私たち教会から働きか
ける様々な活動を向上させるために努め
てきたチャン・シニョン氏が訪れた日に
は、米国協会長がそのブースを担当して
いた。協会長は彼女に、「人々に祝福結婚
の伝統について説明していた。これにつ
いて多くの人々が関心を見せている。」と
述べた。コンベンションホールで金起勳
北米大陸会長は末日聖徒イエス・キリス
ト教会のハンティントンビーチ・カリフ
ォルニア教区の公務局長である友人に会
った。このように世界宗教議会は、多様な
宗教を持つ者の出会いの場となっている
のである。
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行事開催記念公演



2015年10月3日土曜日、米国全域の教会
と教区で祝福結婚式が開催され、123双が
神様と真の父母様の前で婚姻誓約を行い
祝福家庭として新たに出発した。ラスベガ
ス国際平和教育センターで開かれたこの
行事と共にニュージャージー州、フロリダ
州のレイクランド、ワシントン州のシアト
ル、ロサンゼルスなどで祝福式が挙行さ
れ、現地のキリスト教の牧師が主管した

「ファミリーストリートフェスティバル」
も共に開催された。日曜日だった10月4日
は、ニューヨーク州のヨンカーズ、バージ
ニア州のペアフィックス、ミシガン州のデ
トロイトの教会で祝福式が行われた。以下
は主要地域で開かれた行事のスケッチで
ある。詳細な内容は世界平和統一家庭連合
アメリカ協会のデイリーニュースと週間
アップデートの映像で確認できる。

ネバダ州ラスベガス

ラスベガスでは、新婚のカップル3組を含
めた36組が国際平和教育センターで開催
された祝福式に参加した。アメリカ全域
から来た参加者の中には4組の前国会議

員夫妻をはじめ、キリスト教の様々な教
派出身の牧師及び司教もいた。参加者全
員が神様に似る結婚生活をすることを再
誓約することを神様と真の父母様の前に
誓い、心に固く決意した。

『キリストの中の神様新たな生命中央教
会』のTLバレット常任牧師は、「この祝福
式は私にとってとても重要である。現在
シカゴにある私の教会では純潔集会の真
っ最中だが、私はこの祝福式の為にここ
までやって来た。神様は家庭の中に全て
のことを作っておかれた。人類一家族を
作ることは人間に託された。」と語った。
金起勳北米大陸会長夫妻が祝福式を執り
行った。聖酒式と祝福式を紹介する映像
が上映された後、聖酒式が行われた。アメ
リカ宗教指導者協議会(ACLC)の牧師らの
祈祷と証しに引き続き、祝福を受けるた
めカップルが国際平和教育センターの広
い大理石の階段を降り始めた。スジリア
ナ・マクドナルド氏による祝賀公演から
始まり、マーク・アバーナシ牧師の礼式
の辞、ジェシー・エドワーズ牧師の開会
祈祷、アンドリュー・コンターン牧師の

祝辞、聖酒儀式、聖婚問答、金起勳会長の
祝祷そして祝福リングの交換の順で行わ
れた礼式で多くの夫婦と来賓たちが喜び
の気持ちで参加した。
ラスベガスの連合バプテスト教会のレ
イ・キデンス牧師は、「今日私たちは神様
が定められた通り結婚を受け入れ敬意を
表した。祝福式を通して、人間が語ったの
でなく主である神様が語られたことを行
っているのである。重要なことは教派や信
仰でなく神様との真なる関係である」と強
調した。祝福式が終わった後には国際平和
教育センター2階で祝賀午餐会が開かれ、
この場に市民指導者と多くの宗教指導者
が祝福式に対する感想を発表した。
この日、多くの人々が多くのインスピレー
ションを与えられ、教会でも祝福式を行う
ようになった。ボルティモアから来たキー
ス・プレット・アロン夫妻は、ラスベガス
の祝福式に参加した後、『レホボス・イエ
ス・キリストの中の神様使徒教会』の人々
と共に祝福式を行うため土曜日の夕方の
飛行機で帰省した。他の参加者も今後祝福
行事を開催する予定である。
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米全域で祝福式開催
123双の祝福家庭が新たに出発

ラスベガス国際平和教育センターで開かれた、本行事の記念撮影

アメリカ



イリノイ州シカゴ

10月3日の祝福式の日を迎え、シカゴ家庭
連合祝福家庭局が全ての祝福家庭を対象
に祝賀の場を準備した。70名が参加した
行事でスギヤマ・モトコ姉妹が、真の父母
様と共にした人生について素敵な証しを
語り、マエダ・サダコ姉妹も夫が霊界に行
く前に共にした時間や現在も共に作って
いる経験について証しを語った。祝福家庭
の夫婦が自分たちの祝福式前後の写真を
見せ合うなど楽しい時間を送った。行事の
最後は全員でダンスを踊る時間となった。
二つ目の行事は10月4日日曜日にシカゴ
の『キリスト教連合ペンテコステ派教会』
で行われた。ACLC早朝草創祈祷会と牧会
者フォーラムによく参加していたマキシ
ム・ウィリアムス牧師が行事を主管し
た。合計34名が聖酒式に参加し、そのうち
の3分の1は既成家庭だった。ケン-カズ
ミ・モーレイ牧師夫妻が祝福式を執り行
い、全ての夫婦が純潔と真の愛を誓う四
つの問答に大きな声で「イエス！」と答え
た。参加者たちは全員真の父母様に感謝
と喜びと幸せを表した。

カリフォルニア州ロサンゼルス

10月3日、ロサンゼルス市のある地域で犯
罪、暴力、ギャング団、人種間との緊張感が
高い所で有名なサウス・ロサンゼルス(旧
サウス・セントラル)で開かれた祝福式に

驚くべき方法で聖霊が臨んだ。4組の夫婦
と祝福を準備する若者をはじめ100名の
参加者やボランティアが、福音平和フェス
ティバルと祝福式に参加するため、プレザ
ントヒルMBCの駐車場に設置された24メ
ートルの大型テントの下に集まった。ある
参加者は「このような野外で真の父母様の
神聖なる祝福式が開催されるのを見て、神
様は感動されたことだろう」と述べた。
祝福の行事が行われる1週間前、ロスの家庭
教会の食口と地域社会のボランティアの人
々が、教会と祝福式が開催される予定であ
る駐車場の周辺を清掃し聖別した。祝福式
ではマイケル・サイクス牧師とジェーナ・
サイクス牧師が共に司会を引き受け、神様
の本然なる計画に従って挙行される祝福結
婚を理解するのに新たな時代が完全に開か
れたと強調した。キャロル・タイア食口は

「この場に参加した人々全員が家族のよう
な感じがした。私たちは平和と愛のために
基盤を準備している。」と述べた。

ニューヨーク州ヨンカーズ

10月4日、ニューヨーク州のヨンカーズ
の『第一アラブバプテスト教会』で35名が
祝福式に参加しとても特別な日曜礼拝を
捧げた。司会を引き受けたジュリア・オ
カモト氏の開会の辞より礼拝が始まっ
た。彼女は参加者全員を温かく迎え、エン
マ・ロピン-ウッズ共同牧師を紹介した。

エンマ・ロピン-ウッズ牧師は喜び迎え
入れながら礼拝に参加してくれたことに
感謝の挨拶を述べた。『ユダの使者ヘブラ
イ・セファルディム連合』の創始者であ
るラビ・サラ・ハダサ氏が祈祷を捧げた
後、参加者の祝福と栄光を祈願した。また
ウェストラック家庭教会のタチナカ・キ
ョウコ姉妹が歴史的な意味のある歌「愛
の春園」を美しい歌声で歌った。み言、祈
祷、祝賀へと続き雰囲気も高潮し、また祝
福式が挙行されたラスベガスより到着し
たばかりのジェシー・エドワーズACLC
アメリカ巡回師が祝福のみ言を述べた。
ジェシー・エドワーズ牧師の祝福のみ言
は参加者に、イエス様の人生と死につい
て、固定概念から外れてさらに広がった
次元の考えができるよう働きかけた。彼
の説教は信仰深い人々にとって考えたこ
ともない内容だった。「イエス様が亡くな
っていなかったとすれば・・・？結婚さ
れていたなら・・・？子供がいたならそ
の子供は原罪がないのか？」という質問
が会場に集まった人々に提示された。エ
ドワーズ牧師のみ言は、地上天国を建設
しようとされた神様の意図である本然の
願いについて様々な想像を描いてみるの
に良い働きとなった。
エドワーズ牧師のみ言が終わった後「真
の愛の力」という題目の映像が上映され
た。タチナカ姉妹の美しい歌に続き聖酒
式が行われ、教会の信徒らと共に3組のカ
ップルが聖酒式に参加した。ブルース-ダ
ービー・グロードナ牧師夫妻が祝福式を
執り行った。マイク・チャンプマン-スギ
ョン・チャンプマン家庭が主礼に花束を
奉呈、新たに祝福を受けたカップルが前
に出てケーキカットを行った。ナギ・ユ
セフ・ヨンカーズの『第一アラブバプテ
スト教会』の共同牧師は閉会式と祈祷を
行い、その教会で準備した祝賀宴に全員
を招待した。ヨンカーズの『第一アラブバ
プテスト教会』の信徒と参加者全員にと
って思い出に残る日となった。
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ヨーロッパ全域の指導者約60名が『一つ
になった欧州：ビジョン2020に向けて』
というテーマのもと、真のお父様聖和3周
年後初めて開催された会議に参加するた
めバード・カンベルクに集まった。10月
2日(金曜日)の軽い夕食をはじめに4日(日
曜日)の昼食が終わるまで、参加者は幾度
も鼓舞激励のメッセージを聞いた。土曜
日の訓読会の時間には朴 熙特使が韓国
訪問に関して報告した。
最初のセッションで、新しく任命されたジ
ャック・コーリー大陸会長は初めてヨーロ
ッパ指導者会議を主宰することとなり簡単
な挨拶を行った。彼は安ヨンシクヨーロッ
パ会長の後任として任命され、現在、安会長
は世界本部の副会長並びにドイツとオース
トリアの特使を兼務している。参加者が充
実した討議ができるようテーブルの周りに

小グループ用の椅子が置かれた。二番目の
セッションでは祝福家庭の状況を検討しな
がら、ビジョン2020に対する真の父母様の
期待に応えるにはどうしたら私たちの状況
を向上させていくかを討議した。
三番目のセッションは祝福及び青年教育
のデイビッド・ハンナ局長が主宰し、韓
国において開催されたグローバルトップ
ガン修練会に関するヨシコ・パンマー氏
とゲニー・アロシー氏の報告と彼の責任
分野を語った。その内容はデイビッド・
ハンナ局長が準備する祝福局の行事、ウ
ィリアム・ヘインズ氏が実施するヨーロ
ッパ青年の状況調査、ヨーロッパSTFのデ
ボラ・カーラチーム長の報告やマーティ
ン・アレクセイ氏によるヨーロッパ2世
局(ESGD)に関する報告などがあった。
四番目と五番目のセッションでは、参加

者が4個のグループに分かれ私たちの活
動の全状況について討議した。ハイナ
ー・ヘンチョン氏とマテ・ヒューイッシ
ュ氏を中心に2個のグループに分かれ家
庭連合の状況に関する討議、ジャック・
メリアン氏を中心に天宙平和連合(UPF)
に関する討議、そしてキャロリーン・ヘ
ンチョン氏を中心に世界平和女性連合
(WFWP)に関する状況を討議した。
公的に東西ドイツ統一25周年を迎えた3
日には、ドイツのディター・シュミター
協会長がベルリンの壁崩壊に関する事件
や統一の過程について報告し、この日の
最後は参加者全員が聖地に蝋燭を持って
集まり祈祷を捧げて締めくくった。
4日の昼食の前の最後のセッションでは、
それぞれのグループの討議の結果報告と
大陸会長による感謝の挨拶があった。
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次は10月2日～4日にドイツのバート・カンベルクで開催されたヨーロッパ指導者会議に関する報告である。

一つとなった欧州、ビジョン2020に向けて

ヨーロッパ指導者会議 参加者たちの記念撮影

ヨーロッパ(ドイツ)



オーストリア指導者は、ザルツブルクか
らそれほど遠くない絵画に出てくるよう
な村で2日間にわたって開催された会議
に参加した。初日のプログラムは『神氏族
メシヤ』に関する修練だった。最初にピー
ター・ツフラ協会長は『韓国で開催され
た真のお父様聖和3周年記念行事』という
題目のプレゼンテーションを発表した。
その中心となった内容は『氏族メシヤ』と

『未来の指導者』だった。
その次に私本人が、南米の申東謀大陸会
長の講義『氏族メシヤの再活性化への方
案』と清心神学大学院のユン・ドヨン教
授の『神氏族メシヤ勝利に向けたグロー
バルスタンダード考察』に関する主題を
発表した。続いてこの内容に対してグル
ープ討論会を行った。
午後にはピーター協会長がポール・カル
ソン博士の『氏族メシヤ：西洋の観点』に
関するプレゼンテーションを発表した
後、再びグループ討論会を行った。この時
の主題は、どうしたら氏族メシヤの活動
を改善し、新たなアイディアを
適用させるかという問題だっ
た。また氏族メシヤの活動経験
や証しもあった。
また韓国で開催された祝福家庭
セミナーに参加したヨハネス・
テンピン氏から、どうしたら結
婚生活を改善するかという主題
の報告を聞いた。参加者全員が
深い関心をもって耳を傾けた。
そしてオーストリア協会長夫
人、ゲビー・ツフラ婦人は祝福
家庭局長でもあり、バート・カ
ンベルクで開催されたヨーロッ

パ祝福家庭局会議に関する報告をした。
２日目の日曜日の主題は『未来指導者の養
成』だった。17名の参加者のほとんどが祝
福家庭だったが、未婚の2世も参加してい
た。事前にピーター協会長夫妻は彼らに会
って会議に参加することを勧めていた。そ
の目的として、2世がオーストリアの摂理
を導いていけるよう準備するための委員
会を構成するためだったのである。
最初のセッションで、韓国のトップガン
修練会に参加したヨシコ・パンマー氏と
オスウィン・ボルフ氏はこの修練会に関
する感動的な報告をした。結論として彼
らはそのようなワークショップをヨーロ
ッパで開催したいと述べた。続いてピー
ター協会長は、真のお母様がヨーロッパ
宣教50周年記念式に参加するため5月に
ウィーンを訪問された時、準備委員会を
構成する計画が決まったと語った。また
会議の目的は、若者がさらに責任感を持
ちオーストリア摂理の決定過程に賛同さ
せるためであり、彼らが定期的に会わな

ければならないのだと説明した。
若者の討論時間が続いただけでなく、教
会幹部との会合もあった。その討論時間
の主題は『ビジョン2020を超えて - どう
したら若者が統一運動を展開させ国家を
復帰するのか？』というものであった。そ
の一方1世の指導者たちは、世界平和女性
連合(WFWP)と天宙平和連合(UPF)オース
トリア支部が10月10日、11日、29日、30
日にウィーンで開催する予定である国際
会議に関する論議を行った。
最後のセッションは若者の会議に関する
報告だった。その委員会の名称を「オース
トリア準備委員会(ATC)」と決め、この組織
がしっかりと構成されるまでは時間が必
要であると発表した。また現在の状況を把
握しどのようなサポートが必要であるか
分かるように、先輩指導者に力となってく
れることを頼んだ。私たちは3週間内に準
備を整えることに合意した。その雰囲気は
開放的であり、尚且つ積極的、希望的であ
り、11月末に再び集まることに決めた。
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未来摂理に向けた指導者会議

エリザベス・クック｜オーストリア副協会長

オーストリア指導者会議の記念撮影

ヨーロッパ(オーストリア)



1492年8月3日、スペインのイザベル女王
の後援を受け、海を越えインドを訪ねる
ため出航したコロンブスは、3ヶ月の航海
の末、10月12日、現在の西インド諸島に
あるバハマ群島のある島に到着する。彼
はこの島をサン・サルバドール(San Sal-
vador)と名付け、最初にアメリカ大陸に足
を踏み入れた人物である。以降にもスペ
インから多くの艦隊を送りカリブ海の島
国を含めた中南米地域で本格的な領土拡

張の歴史が始まる。その出発地域が現在
の中米地域に他ならない。
1519年、メキシコ湾のベラクルスに錨
を下ろしたコルテス(Hernan Cortes)は
1521年、アステカの皇帝モクテスマ
(Moctezuma)を処刑しアステカ帝国を崩
すことを筆頭に、1537年、インカの最後
の皇帝であるマンコ・カパク(Manco
Capac)を処刑することで中南米地域の
先住民は完全に歴史の中に消えてしま

った。
実際、スペインの中南米征服は先住民にと
っては不幸な歴史の始まりだった。中南米
全体で5千万人から約1億人と推定されて
いた先住民が、征服された後、間もなくそ
の数の90パーセントが消えたのだった。
1520年代スペインはマヤの領土を征服
しながら、南方にはメキシコからコスタ
リカまで拡張していった。しかしコロン
ブスは、死ぬまで彼が発見したこの大陸
の一部がインドではなく、未知の大陸だ
ったという事実を知らなかった。
約300年間収奪を受けていた中米に独立
の風が吹いたのは中米地域で生まれた白
人支配層、すなわちクリオーリョ(criollo)
の変化から始まった。スペインからアメ
リカの植民地が分離した独立戦争が
1810年にメキシコで始まり、25年間で24
ヶ国が独立した。
中央アメリカはアメリカの中央部にあ
る地域で、北アメリカと南アメリカをつ
なぐ。この地域を地理的に北アメリカの
一部として見る時もあれば、文化的には
ラテンアメリカで南アメリカの一部と
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北米と南米をつなげる中米大陸

金サンソク｜中米大陸会長

コスタリカ

パナマ

ドミニカ共和国

バルバドス

アメリカ
太平洋 大西洋

メキシコ キューバ

グアテマラ
エルサルバドル

アンティグア・バーブーダ

トリニダード・トバコ

ジャマイカ

ニカラグア
ホンジュラス
ベリーズ

2015中米指導者会議で参加者たちを激励する大陸会長

特集｜中央アメリカの摂理



して見ることもある。要するに北米と南
米を結ぶ重要な地理的要衝地が中米地
域である。
1995年5月16日、真の父母様は中米大陸
の主要国を巡回してみ言を宣言された。
コロンブスが初めて中米地域に到着して
から500年ぶりの事だ。様々な殺戮や侵
奪という過去の歴史を、人類の真の父母
様が真の愛と真の生命に変化させてくだ
さったのである。
プロテスタントを基盤にする北米の摂理
をカトリック圏の中南米に結びつけ、旧
教と新教を中心とした宗教文化の和合を
成そうと中南米の各国を幾度も訪れてみ
言を語られ、ブラジルのジャルジンのニ
ューホープ農場で始まり8度も続いた宣
言は、中米大陸を含む南米  に注がれた真
の父母様の汗と涙そのものだった。
そのような基台の上に、昨年5月8日、真の
お母様はカリブ海の島国を含む中米大陸
21ヶ国を束ねて中米大陸と新たに定めら
れ、南北米の和合と中米大陸各国の復帰
を懇請された。昨年まで中米地域では戦

略国家としコスタリカとドミニカ共和国
の２ヶ国が立てられていた。しかし今年
真のお父様聖和3周年を迎え、ニカラグア
を戦略国家として新たに追加された。つ
まり現在の中米地域は３ヶ国が戦略国家
である。
中米地域のほとんどの国はカトリックが
国教である。どこへ行ってもキリスト教
文化が基盤となっている。言い換えれば、
神様の国として復帰できる準備された国
々だということである。それゆえ原理修

練を開催すれば参加者は原理のみ言を素
早く理解し受け入れるのが見受けられ
る。原理のみ言は我々にとって最高の武
器である。
中南米のどの国に行っても、真の父母様
の汗と涙と真の愛が感じられない所はな
い。それ程どこよりも真の父母様は中南
米を愛され、中南米の為にすべてを投入
された。したがって国家基盤の造成を通
したビジョン2020勝利は、我々が成就す
べき宿命的使命なのである。
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今号では中央アメリカの摂理的現況を特集で紹介する。北アメリカのキリスト教基盤と南アメリカのカトリック基盤をつなげ
ようと摂理された、真の父母様のみ言を成就させるのに重要な立場に置かれているが、私たちは多くの事を知らない所である。
今号の特集を通してこの地でも真の父母様の真の愛とみ言の根がしっかりと張り、実体天一国を成就する摂理が意気盛んに展
開していることを確認できる。

中米指導者会議参加者たちとの記念撮影

ヘラルド・ソリス副大統領候補に平和大使任命状授与



コスタリカは摂理的目的のためサンホ
セA、サンホセB、サンホセC、アラフエラ、
カルタゴ、ヘレディア、リモン、プンタレ
ナスワ、グアナカステなど９ヶ所に分か
れている。またビジョン2020勝利に向け
て最も活動が盛んな地域であるサンホ
セ、カルタゴ、アラフエラとヘレディアの
4つの地域に集中している。ビジョン
2020目標達成への戦略はホームグルー
プ、一対一原理講義、そしてオイコス伝道
である。

1. ホームグループ

本部があるサンホセには7つのホームグ

ループがあり、ヘレディアには3つ、アラ
フエラには6つで合計20個のホームグル
ープがある。

2. 一対一原理講義

一対一原理の活性化に向けて全国的に12
名を一組に編成している。これはメンバ
ーが３ヵ月に2名ずつ霊の子を復帰する
という最初の目的を達成できるよう条件
となるモデルを作るためでもある。

3. 教育課程

一対一講義を通して伝道対象者への原理
講義が終われば、霊の親がホームグルー

プ活動やオイコス伝道を通して関係が深
まる。伝道対象者は１日、３日、もしくは
７日などいろんな段階の修練会を経る。

4. ビジョン2020修練会、ホームグルー

プ、一対一伝道、オイコス伝道

先に言及した摂理的な4つの地域を管轄
しホームグループを強化するためビジョ
ン2020修練会、一対一伝道やオイコス伝
道、神氏族メシヤ、定期的な原理修練会、
内的教育課程、真の父母様生涯路程に関
するセミナーを開催する。
内的教育課程は必要ならば実施される。
最近は教会本部で週末2週課程を計画し

36 TRUE PEACE

ビジョン2020
目標達成への戦略

デイジー・サラス・ペーニャ｜コスタリカ副協会長

2014 ホームグループフェスティバル２の様子

特集｜コスタリカ
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た。一対一伝道活動を通して伝道される
対象者に定期的1日、3日、7日原理修練会
を開催し、毎月最初の土曜日にはサンホ
セ、2,3か月に一度はカルタゴでホームグ
ループを実施する。
教会本部の神氏族メシヤでは、家庭を訪
問したり使命完遂の重要性に関するセミ
ナーとワークショップを通して祝福家庭
の活動を激励している。
11月には全国ホームグループフェスティ
バルが開かれる予定で、12月には神氏族
メシヤ活動の動機付けを与える計画を立
てている。
以上のような全国的な戦略以外にも、カ
ルタゴでは次のような目標を立てた。
市自治体の本部の建物の準備、天一国主
人意識への鼓舞の教育実施、ビジョン
2020地域修練会の回数を増やし地域社
会の指導者を導き、ビジョン2020勝利に
向けた組織構想などがその目標である。
アラフエラ地域長は次のように説示す
る。過去5年間私たちは毎月2回家庭礼拝
を捧げながら家庭的レベルで活動をして
きた。しかし来年からは毎週、日曜礼拝を
計画している。もっと多くのメンバーを
訪ねていき嬉しいことも辛いことも共に
分かち合い、未来の方向を説明すること
が目的である。氏族メシヤの使命を完遂
するためにホームグループと一対一伝道
活動を展開している。これまで進展は鈍

かったが、このような活動を続けて来た。
私たちが地上に留まっている限り、やめ
たりはしない。私たちがやるべきことは
多いが時間がないので、私たちの責任を

全うし2020年に大きな勝利を成せるよ
う天に祈祷している。私たちは過去の足
りなさを悔い改め、さらに良い結果を生
み出すことを心に誓う。

７日原理修練会の記念撮影

カープセンター奉献の記念撮影

ホームグループ行事の参加者たち



摂理が発展している。世界の玄関口であ
る多民族国家に希望が見えてきている。
パナマに「光の男女」で構成されたヒサオ
リアカデミーが登場し、日々原理を学ん
でいる。
ファビオ・ペレス大師範の精神的な指導
のもと「光の戦士たち」が集まった。ソケ・
ファビオが幼いときに出会った2人の東
洋人の師範が空手とカンフーを教えてく
れた。その師範は運動だけでなく人々に福
音を伝え、平和を成すため使命を持って来
た人たちであった。その後ソケ・ファビオ
から「光の人々」世代が始まるはずだった
が、将来、世界の別の方から来る光の人々
に会う準備をしなければならなかった。そ
れは統一教会（家庭連合）人だった。
ヒサオリアカデミーは精神的に鍛えられ
たグループである。パナマの人々は彼ら

を国家の守護者と考えている。最近文化
教育部より彼らに公立学校の79校の生徒
の修練を任せている。
400人の師範が国家の災害に対処する民
間防衛隊である。彼らは絶えず活動する
グループである。興味深いのは、ソケ・フ
ァビオは過去に希望を失ったり家族を失
った若者たちをアカデミーに呼び集め、
訓練させ多くの専門家としてグループを
組んでいたということである。
そのアカデミーには礼拝堂がある。金曜
日の夜に数百人が神様のみ言を聞くため
に集まる。神聖な雰囲気が感じられる。武
術師範でもある牧師は、説教をしたり原
理を聴いたり、Dr.レギスや国家メシヤの
ナンシー・ハンナや宣教師と一対一の原
理の勉強をする。
Dr.レギスとナンシー・ハンナ、トリビ

オ・デ・ロリア協会長と協会長夫人、パ
ナマの食口がこのグループを天の父母様
と真の父母様のために献身できるよう導
くために計画が練られた。彼らはアカデ
ミー所属の14校の職員と数百人の師範た
ちのため早朝祈祷の条件を立てながら、
祝福家庭としてのテストなど多くの困難
を経験した。 5組が定期的に出席するホ
ームグループもある。
最近私はホームグループの集まりに参加
して、彼らの意見は高次元であり、尚且つ
信じられないほど原理に従順であること
を知った。彼らは見失った帰り道を見つ
けたように見えた。
私たちが公式路程を教えたのだが、彼ら
はその公式路程のほとんどが彼らの修練
法と同じであり、真の父母様がいらっし
ゃらなかったならば、祝福を受け最終的
な完成に向けて進むことができなかった
という事実を悟りショックを受けた。
昨年10月の一ヶ月間、私はヒサオリの14
校から選抜されたグループに原理を講義
する機会が与えられた。ソケ・ファビオの
言葉のように、原理の勉強は誰でも理解で
きない聖書学校や大学院の博士課程のよ
うなものである。普通、原理勉強に参加す
る人々はキリスト教信徒として聖書を読
んだ開放的な人々である。尚且つ彼は「原
理が神様の心情を証してくれる。」と語る。
ソケ・ファビオは彼らに宗教を知るだけ
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多民族国家に
明けてくる希望

グスタボ・ギウリアノ｜世界平和統一武道連合中南米会長

ヒサオリ師範たちに原理を教育する筆者

特集｜パナマ



でなく政治、環境、経済など全分野につい
て、それなりの基準を立てさせながら、ヒ
サオリが拡張されたファミリーのような
ものだから、善なる家庭を作るように奨
励している。

原理の勉強は次のような方法で行われる

グループ別に40名の師範を二つのパート
に分け、『原理講論』の赤色と青色の部分を
読ませる。例えば、創造原理と題目が決定
すればその部分を読む。その次に指導者が
いくつかの質問をし、彼らが理解した水準
を把握し、更に詳細な説明を深めていく。

原理の勉強内容

＜前  篇＞

創造原理

神様の喜びの善の対象 / 被造物の成長
期間、直接主管圏と間接主管圏

堕落論

堕落の動機と経路 / 罪と堕落性本性
人類歴史の終末論

終末の意義 / 終末に置かれた我々がと
る姿勢 / み言の実体的展開による被造
世界と復帰摂理図

メシヤ降臨とその再臨の目的

十字架の代わりに救援摂理が完成され
るのか

復活論

死と生に対する聖書の概念 / 復活摂理
はどうするのか

予定論

み旨に関する予定
キリスト論

イエス様は神様ご自身なのか / 第四節
重生論と三位一体論

＜後  編＞

メシヤのための基台 / 復帰摂理歴史と私 /

アダム家庭におけるメシヤのための基台

とその喪失 / アブラハムの家庭を中心と

した復帰摂理 / 第3次世界的カナン復帰路

程 / 復帰摂理はなぜ延長され、またどのよ

うに延長されるのか / 摂理的同時性の時

代の対照表 / 第3次世界大戦 / イエスはい

つ、どのように、どこに再臨されるか

指導者の説明を通して受講者は、イエス
様の時代に何が起こったのかを説明する
ことができるレベルに達している。伝道
対象者は原理的な内容の価値を悟り、『原
理講論』の本を持って一緒に写真を撮り

たがる。

パナマ、この驚くべき国に

希望の光が明けてくる

トリビオ・デ・ロリア協会長と協会長
夫人が祝福家庭たちと共に、ハンナをは
じめ  とする宣教師たちの伝道活動を積
極的に支援している。彼らはヒサオリア
カデミーグループに真の父母様の救い
のメッセージを伝える人々である。Dr.ハ
ンナは「もしあなたが霊の子を望むなら、
あなたが来るのを彼らに待たせなさい。」
と言う。
今私たちは祝福家庭50家庭と2世14人が
いる。すでに多数の人々が原理講義を聞
いて祝福の準備をしている。毎日ハンナ
夫妻の祈祷室の蝋燭  は消えることなく、
天の父母様によって準備された素晴らし
い「光の男女」が天の父母様と真の父母様
の心情を理解できるように導いてくださ
ることを願う祈り  が響いている。
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原理の本を抱え、記念撮影をした師範たち

ホームグループ集会で参加者たちの意見に傾聴する筆者

グスタボ・ギウリアノ 武道連合中南米会長



2ヶ月間ドミニカ共和国での摂理活動は
次の３ヶ所で展開されてきた。

1. ニューカープセンター

新たなカープセンターが、ホン・デヒ特
使の強い率先力でドミニカの中心大学の
USAD大学付近に建てられた。このセンタ
ーは講義室と生活空間の二つに分かれて
いる。ここにCIG日本宣教師と２世たちが
住みながら伝道活動を展開している。祝
福家庭で３人の子女の父親であるベルナ
ルド・クルーズ氏が協会長の職を担い、
２世のタマラ・ゴメス婦人がカープ会長

を務めている。最近彼らはその責任を受
け持つこととなった。学生らが団体で尋
ねて来るが、主なプログラムは一対一教
育である。既に25名の学生は原理の勉強
がかなり進んでいるようである。
私たちの目標は次の基元節までに中心メ
ンバー50名を確保することである。そこ
で最も重要なことは学生が原理を肯定的
に受け入れることと、伝道システムがな
かったが、現在は毎日メンバーが伝道活
動に再度邁進している。現在私たちはカ
ープセンターを中心に40日伝道活動の真
っただ中である。また６家庭ずつグルー

プを組み、日ごとに12時間ずつ断食精誠
を行い、敬拝40拝を捧げ訓読と祈祷を続
けている。毎日午後２時から６時まで各
チームがUSAD大学を訪れ学生たちをカ
ープセンターまで導く。今回の伝道活動
の目標は各自が１名ずつ伝道師メンバー
となるまで成長させることである。12月
に新たな学生40名参加に向けた7日修練
会も準備中である。

2. ハーモニー農場修練所

ドミニカの食口全員がホン・デヒ特使を
中心に、ボナオ市のピエドラ・ブランカに
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国家基盤造成への
準備と活動

レオニダス・ベリアド｜ドミニカ共和国

カープセンター開院記念撮影

特集｜ドミニカ共和国



ある農場に国際修練会や教育に向けた『ピ
ースアンドハーモニーセンター』を建設す
るため力を注いでいる。今年、真のお母様
はこの農場を寄贈して下さった。この国の
未来を担う指導者の修練や教育を担当す
ることとなるこの場所は、道徳的価値観に
根付く人性教育、原理講義、ワークショッ
プなどを開くビジョンを持っている。
現在まで私たちはこの国の未来を責任持
つ若者を教育するだけでなく、食口が経済
的にも自立できるようにと水産業、農業、
山林、畜産などを教えられる修練所や教育
センターを望んで来た。私たち食口は経済
的に困難を抱えているため、共に仕事がで
きる機会を与え生活を改善すると同時に
氏族メシヤの使命を完遂することで、この
国を復帰できるよう率いていくことであ
る。そのプランは次の通りである。

1) ここで育った天然木材を使用し教育
センターと原理修練所の建物を農場の中
心に建設すること。その建物は講義室、行
政室、食堂、浴室、売店、厨房そして２階に
休憩室を備える多目的空間として建てら
れる予定である。
2) 最上階は真の父母様の空間が置かれ、
VIP接待室、寝室、祈祷室と瞑想室として利
用される予定である。ここは建物の中心と
して平和大使や貴賓、海外からの迎賓室と

して提供される。この建物の最も大きな特
徴は天然木材様式、澄んだ空気と大きな山
脈の渓谷を眺められる景観を持つ。
3) 家族単位でセミナーに参加したり、
来客用に8～12名収容のログハウスが広
く立てられる予定である。まとめれば12
人用が５棟、8人用が5棟建てられ計100
名が収容される。天然木材のログハウス
で、思い出に残る過去の休眠スペースよ
り比べ物にならない経験を提供すること
であろう。

3. 人性教育学校

去る９月12日、天宙平和連合(UPF)ドミニ
カ支部は『人性教育に向けた学校』を設立
した。５名の有能な教師が人事され、構成

された委員会によって、５ヶ月にわたっ
て準備した人性教育プログラムを始めと
する教育が、12名が参加し９月12日から
11月 27日まで行われている。
このプログラムは専門教育、特にオリエ
ンテーション分野に向けたものである。
12名の参加者のうち２名の校長先生と教
育専門家が参加していた。この学校は教
育者として人間の日常の行動を変化させ
ることのできる宇宙の原理に基づき、学
生に道徳及び倫理的価値を教育する準備
させる教育機関である。この教育課程を
修了する教育者は学生と共にその価値を
実現することで、実質的に人生の質を改
善し、その人が勤務する教育機関の水準
を向上させることとなるであろう。
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ピースアンドハーモニーセンターの鳥瞰図



カリブ海、西インド諸島内の小アンティル
諸島東端に位置する、英連邦王国の一国た
る立憲君主制国家であるバルバドスは、面
積430平方キロメートル、人口27万人が住
む小さな島国である。ほとんどの住民はア

フリカ系だが、今日までに様々な文化を形
成してきた。主な産業は観光業であり、第
二はサトウキビの栽培である。
国土の南東に世界平和統一家庭連合
(FFWPU)本部がある。ほとんどが2世で48

人の食口がいる。別のセンターも2ヶ所あ
り、そこも祝福家庭である。ピーター・フ
ィリップ氏が協会長を務めており、ジャ
クリーン・ケネディ-デュラント夫人が
補助している。一方、ゲイリーとゲイル・
ベイダーは一度離れたが戻って来て南西
地域の責任者を務めている。過去数年の
間に5人の協会長と多数の宣教師たちが
来て、国際機動隊員たちも訪れた。
1975年、日本とドイツとアメリカの宣教
師たちがこの小さな島に伝播したメッセ
ージと信仰を若者たちが受け入れて以
来、食口の数は着実に増加していった。し
かし残念ながら、当時は知られていない
恐怖心により、多くの食口がそう長くは
とどまることはなかった。
夕方、大西洋の遠くを眺める夕日さえも、
毎日別の魂を救おうとした食口の努力を
防げることはできなかった。彼らは雷も
恐れず、周りの迫害や反対にもかかわら
ずみ言を伝えるために、強い信仰心で村
々を訪れた。今日急変する環境でも、組織
の基準と伝統を守ろうとする努力は続い
ている。

小規模でありながら大胆な島国

私たちは7日修練会をはじめに水曜礼拝
を捧げている。ホームチャーチが3ヶ所建
てられ、そこで日曜礼拝が捧げられる。そ
して超宗教活動も進められている。ある
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モデル国家を志し

ピーター・オスカー・フィリップ｜バルバドス家庭連合会長

UPFバルバドス支部が政府の農林省代表（前列の女性）に寄付金を伝達後、記念撮影
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小さな教会では、互いに交流できる特別
な機会を設け私たちを招待した。葛藤の
解決、怒りの管理、いじめと真の家庭の価
値に関するセミナーも開催される。
金曜日にはあるホームセンターで他の宗
教の若者たちと信仰を共有しながら、今
日の若者が直面している問題や、彼らが
社会にどのような影響を与えることがで
きるかに関して詳しく説明する集まりが
ある。教会成長のための革新的な方策を
講究する中いくつかの方法を発見した。
何人かの人々に福祉フォーラムの責任が
与えられた。社会の指導者がつながり、若
者たちの観点が確立された。
若者を導くため音楽やダンスだけでな
く、詩や技術教育が並行される。青少年に
向けて、海中を潜水したり、銀河を観察す
ることができる機会を提供するプロジェ
クトも始まった。
去る6月17日には、最初の宣教師たちが
到着してロングベイ本部で礼拝を捧げて
から40周年になる記念日を祝った。私た
ちは他の団体と共同でインターナショナ
ルピースデーを記念し、植樹の日には学
校で木も植えた。
FFWPUは信仰の調和を求めイスラム圏
のコミュニティと協力している。天宙平

和連合(UPF)バルバドス支部は、NGOを巻
き込み、ここの様々な問題の解決策を見
つけるために友好的な関係を結んだ国会
議員と緊密に協力している。現在蔓延し
ている麻薬取引に多くの若者が加わり、
犯罪、銃撃、刃傷沙汰、窃盗、器物破損、殺
人などの問題を引き起こす。特に複雑な
売春問題を増加させている。
米国での同性結婚合法化が大きな影響を
及ぼし、これまで隠されていた事実が公
然と現れており、FFWPU／UPFが若者を
対象に活動するにあたり困難を抱えてい
る。世界的に経済的下降が現実と闘争す
る若者たちの心に大きな影響を与える。
それにもかかわらず私たちは心を一つ
に、永遠の愛、神様のもと一兄弟姉妹、神
様のもと一家庭という根本的な原理を若
者たちに教育する考えである。
年末にはFFWPUの主催で祝福式を挙行
し、既成家庭も新たに祝福を受けること
になる。従って私たちはビラを撒いて、祝
福メッセージが伝播されるに可能なメデ
ィアを活用しながら広報活動を展開して
いる。韓国の分奉王と国家メシヤ夫妻が
協力し、祝福式を進める予定である。12月
13日のその特別な行事に大陸会長も参加
してくれることを望んでいる。韓国の国

家メシヤが2005年真の父母様120日の世
界巡回の際、バルバドスを訪問してくだ
さってから10周年になるこの日を祝福式
の日に決定した。
今後5年間バルバドスの目標は2年周期で
祝福式を挙行し、全ての人々にFFWPUの
理想を教育していき食口の数を増やしな
がら絶対愛、絶対信仰、絶対服従で、正午
定着の人生でこの地域のモデル国家とな
る事であろう。クリケット(スポーツ)、カ
リプソ(音楽)、食文化の本場であるバルバ
ドスは、小規模でありながら大胆な島で
ある。
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植え木の日に、ある学校の校庭に木を植える




