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人間始祖の堕落により、本来、真の父母様を通じて真の愛を授け受けすることの出来
る機会を失ってしまった。アダムとエバが真の父母になっていたならば、彼らの子女
も自然と真の愛を経験することが出来ただろう。まず、子女が神様の愛を「真の母」を
通して悟り、経験していただろう。その基盤の上で父と関係を結んでいただろう。結
局、子女は母の愛なしには父の愛を悟るのは難しい。
有史以来、母親は子女が各自の生涯の目標と使命を理解する上で、重要な驚くべき役
割を果たしてきた。聖書でも子女が神様に与えられた使命を成すことが出来るよう

に、母親が子女を助ける内容が数多くある。ヤコブがイスラエルの12支派の始祖となる上で、リベカが助けた。モ
ーセがイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から脱出させた人物として成長することができるように、彼を養育
した母の役割が重要だった。ヘロデ王がイエス様を殺そうとした時にも母マリヤが保護した。
忠母様も真のお父様のためにすべてを捧げられた。真のお父様が興南監獄にいらっしゃる時、お父様の世話をする
ために命をかけた、忠母様であられた。真のお父様が日本留学を終え、帰国する時、乗船する予定だった船が沈没し
たという知らせを聞き、裸足で遠い道を走って、警察署まで息子の生死を確認するために行かれた。真のお母様の
母方の祖母は驚くべき方法で大母様を育てられ、大母様も真のお母様を特別な方法で育て、保護された。
母の世話と保護、そして愛なくしては、上記で言及されたすべての人物が各自の使命を果たす上で、困難をきたし
ただろう。私たちは長い間待ち焦がれて来たメシヤの再臨、すなわち真の父母様が来られた時代に暮らしている。
真の父母様はすべてを完成し、完了された。真の父母様が成されたすべてを相続し、天の父母様の理想を実体化す
るために、私たちの５パーセントの責任分担を成さなければならないが、私たちがそのように出来なかったため、
復帰摂理を難しくした。
真のお父様の聖和により、真の父母様の子女である私たちの大多数は行く道を失い、混乱に陥った。イエス様が昇
天される時にも弟子たちが行く道を彷徨い、困惑した。しかし母の位置にある聖霊が彼らのうえに降臨すると、弟
子たちは再び与えられた使命に対する自信とビジョンを持つようになった。
それと同様に真のお父様の聖和により、私たちが彷徨い、混乱していた時、聖霊の実体であられる真のお母様が知
恵と愛で私たちの行くべき方向とビジョンを提示してくださった。真のお母様を通じて私たちが再び希望を感じ、
使命を成そうと決意し、未来に対する確信を持つようになった。天一国を成す上で真のお母様が私たちの自信と希
望の源であられる。今や世界的な統一運動の方向とビジョンが明確になった。必ず２０２０年まで、神氏族メシヤ
の使命を通して、実体天一国を真の父母様に捧げようと決意するようになった。真のお母様が境界なき、円満で無
限なる心情を見せてくださった。真のお母様を通して天の父母様と真の父母様の心情を楽にさせてさしあげたい
という動機を再び持つようになった。真の父母様のビジョンと目標が私たちのものにならなければならない。

巻 頭 言

私たちの希望の源
バカリ・カマラ｜東アフリカ大陸会長
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尊敬する平和大使の代表指導者の皆様。
きょう皆様は、実に歴史的な歩みをされ
ました。新千年紀を知らせる力強い鬨の
声が、いまだに私たちの耳元に響いてい
る今日、六十五億の人類の胸の中に、新し
い希望と未来を約束してくれる後天開
闢時代の双合十勝圏が宣布されてから、
既に二年目を越えつつあります。実に一
日が千年のようであり、千年が一日のよ
うな、天一国創建の多忙な日々が続いて
います。
このように貴い摂理的な時を迎え、私は、
きょうこの場を借りて、選ばれた韓民族
の誇らしい子孫として、弘益人間（広く人
間世界に利益を与えること）の精神を受
けて生まれた全国平和大使の代表指導者

であられる皆様に、今後、人類が行くべき
方向と使命について、天が下さった特別
メッセージをお伝えしようと思います。
「後天開闢時代の平和大使の使命」という
題目のみ言です。

創造本然の血縁に還元する唯一の道

皆様。古今東西、老若男女を問わず、共通
の夢があるとすれば、果たしてそれは何
でしょうか。誰もが待ち望んできたもの
は、「平和理想世界の実現」でしょう。しか
し、人類歴史上ただの一度も天が喜ぶ恒
久的平和を実現させられなかったという
ことが、歴史的な恨として残されてきま
した。何が間違ったために、このようにな
ったのでしょうか。一言で言えば、人間が

神様の創造理想を知らないという無知に
陥ったからです。
人間は今まで、歴史を通して、絶えず人間
を中心とする平和運動ばかりを展開し
てきました。人類は、誰彼を問わず、例外
なくサタンの血統を受けて生まれたサ
タンの子女たちです。皆様自身のことを
一度考えてみてください。日常生活の中
でも、時々刻々、あらゆることにおいて善
と悪が皆様の内部で主導権の争奪戦を
展開しているではないですか。したがっ
て、このような不完全な人間ばかりを中
心として展開する平和運動は、歴史的に
常にその限界にぶつかり、挫折してしま
ったのです。
皆様。しかし、今では、時が変わりました。
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後天開闢時代の平和大使の使命
平和と統一のための平和大使全国大会｜二〇〇六年十二月八日、韓国、京畿道、一山、韓国国際展示場
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過去八十年以上の歳月を捧げ、ただ天の道
だけを歩んで勝利したレバレンド・ムー
ンの勝利的基台の上に、ついに後天開闢の
時代が宣布されたのです。罪悪と足かせの
沼で苦しんでいた人類を解放、釈放させ、
自由と幸福の世界である創造本然の理想
世界を創建する天運の時が、私たちと共に
あるのです。天がレバレンド・ムーンに人
類の真の父母としての印を押され、新時代
を開いてくださったことには、いくつかの
明確な理由があります。
第一に、ために生きる人生、すなわち真の
愛の人生の価値を実践して勝利し、人類
に伝授してあげたその勝利的基台のため
です。人間は、誰もがために生きるように
生まれました。しかし、堕落による無知の
ために、正反対の道である利己的個人主
義に陥ってしまったのです。歴史上、初め
てこのような天の秘密を明らかにし、人
類を教育してきたレバレンド・ムーンの
波瀾万丈の人生を、神様はよく御存じで
いらっしゃいます。
第二に、私は、一生を捧げて万難を克服
し、勝利的基台を立てたのであり、真の愛
の実践教育を通して、神様と人間が父子
間の関係を再び回復し、確立できるすべ
ての条件を充足させたのです。愛の怨讐
である姦夫サタンの子女となり、偽りの
愛、偽りの生命、偽りの血統の奴隷となっ
て生きていた人類に、真の愛の根源であ
られる神様の真の血統に復活、重生され
る道を開いてあげました。真の愛の人生
を通して個人完成を実現し、真の家庭、真
の氏族、真の民族、真の国家、真の世界を
立てる道を完全に開いてあげたのです。
皆様。私たちが世の中を生きていってみ
れば、たくさんの縁と関係が、必然的に私
たちの人生に影響を及ぼすようになるこ
とを発見します。ところが、大部分の関係
は、人間の恣意による選択権の中で結ば
れるようになります。皆様が置かれた環
境条件の中で、必要によって結ばれる関
係だというのです。このような関係は、後
天的な関係であり、人間の努力いかんに
よって、いつでも変えたり、なくしたりで
きる人倫的次元の関係にすぎません。

しかし、生まれる時から天が賦与してく
ださった天倫は、私たちの選択権の外に
ある原初的関係であり、宿命的関係です。
血縁だからです。父母や兄弟を、嫌いだか
らといって取り替え、選挙で選ぶことが
できないのも、それが血縁的関係だから
です。一度、金氏の家門の子女として生ま
れれば、永遠に金氏の家門の血統をもっ
て生きるようになるのです。
ところが、今も人類が罪悪の落とし穴か
ら抜け出すことができずにいる理由は何
でしょうか。最初からサタンの偽りの血
統を受けて生まれたからなのです。摂理
的なみ旨と目的を中心として天が授けて
くださった本然的で、原理的な血縁では
なく、人間の失敗によって引き起こされ
た後天的で、非原理的な関係だという意
味です。
したがって、堕落の血統を所有している
人間は、誰彼を問わず、例外なく血統転換
を経て再び生まれなければなりません。
その道だけが、神様が下さった創造本然
の血縁に還元する唯一の道だからです。
血統転換をして人類を再び神様の子女と
して探し立てる最上の方法は、交叉祝福
結婚です。交叉祝福結婚は、人種、文化、国
境、宗教の壁を跳び越え、すなわちすべて
の怨讐関係の鎖を断ち切り、新しい次元
の天的血統を創造する革命的役事です。
神様が、この現象世界を摂理されるため
に、実体をまとって顕現された平和の王、
真の父母を通して再創造される神聖な血
統転換の儀式なのです。

私たち皆の究極的目的

愛する平和大使の代表指導者の皆様。皆
様も一度、胸に手を置いて静かに考えて
みてください。今日、私たちが身を置いて
いるこの戦争と反目の世の中を、何か他
の方法で救うことができるでしょうか。
怨讐の家門、さらには怨讐の国とも、交叉
祝福結婚を通して、憎みたくても憎めな
い一つの家族になること以外に確実な方
法がどこにあるでしょうか。
皆様は、後天時代を導いていく世界百二
十万の平和大使を代表する指導者の位置

に立っていらっしゃいます。今後、人類の
平和と幸福に責任をもち、「平和王国警
察」と「平和王国軍」の使命を完遂しなけ
ればならない天の密使なので、四大聖人
はもちろん、数十、数百代にわたる皆様の
先祖たちまでが総動員され、皆様の一挙
手一投足を見守っています。
私たち全員の究極的な目標は、神様を中
心にお迎えして生きる「神の国」と「神の
義」を探し立てることです。「神の国」と
は、どのような国でしょうか。三代が調和
し、お互いに信じ、尊敬し、頼り、愛で一つ
になって暮らす真の家庭と同じ姿の平
和理想王国を意味するのです。すなわち
神様主権の国が、正に「神の国」だという
のです。
そうであれば、「神の義」とは何に対して
語られたみ言でしょうか。天道と天理を
意味するのです。あらゆる権謀術数が支
配しているこの邪悪な世界を、天的真の
愛の権勢によって審判し、正義と真理に
基づく解放、釈放の、真の愛と平和の理想
世界を創建せよという至上命令です。人
類は、いずれ一つの家族になります。現代
科学の目覚ましい発展も、一つの地球村
家族を編成していくことを大きく後押し
しています。白人と黒人が、東洋と西洋
が、みな一つの家族として交わって調和
し、美しい平和理想王国をこの地球星に
創建するようになります。
皆様は、私の教えである真の愛、真の生
命、真の血統を通じた真の家庭完成の真
理を伝播し、教育する平和大使であり、天
の密使です。平和大使となった皆様は、今
から天の真理をもって、死の道も恐れな
い預言者的な信念と誇りで走らなけれ
ばなりません。天の密使となって走られ
る皆様の永生は、天が必ず責任をもって
くださるでしょう。世界の至る所に、交叉
祝福結婚家庭が天の真の愛の根を下ろ
しています。新しい天の血統が実を結ん
でいます。この美しい地球星を本然のエ
デンの園に育て、人類は今から永遠の平
和と幸福を謳歌し、子々孫々、天一国のハ
レルヤを心ゆくまで叫ぶ日が近づいて
います。



人が生活するにおいて衣食住、食べるこ
とは重要ですね。韓国の清平で大役事だ
けでなく、1年に二度大きな行事が出来ま
したね。ですから全世界の人々が集まる
のですが、食べることも重要です。特に基
元節の時には天気も寒いため、温かなメ
ニューが必要です。今まで修錬苑で提供
して来ましたが、これからはより次元を
高めて出来ないか考えてみました。

父母様の愛をここで体恤するようにしよ

うと思う

ですからウォーターストーリーに行って
みました。そこには修錬苑に入る入り口

もあり、洪川に私たちが４車線の道を作
ったので、車両も増えるので、その場所に
食堂、ヘブン・Ｇ・バーガー(Heaven G'
Burger)をするようになればとてもよいと
思いました。ですから調査をしたところ、
ウォーターストーリーの下に浄化槽が広
範囲であって、地下に柱を建てる上でそ
れを少し考慮しなければならない問題が
あります。
しかしそこに三階建てを建てようと思い
ました。三階建てを建てて、下にはカフェ
や日用品の売り場にして、三階は少しレ
ベルを上げて欲しいという構想です。既
に始まっているので必ず成さなければな

りませんね？そうですね？清平には利用
できる空間がたくさんあります。お父様
が構想されたように大きくはなくとも、
修錬会に来た人々が何でも必要なものを
買うことができ、補給することのできる、
そのような便利な場所も一緒に作るべき
ではないかと考えています。
ですから今回試験的にヘブン・Ｇ・バー
ガーを作ってみました。皆さんのサポー
ト、同参、そしてよい意見があったら話し
てください。清平に大きなプロジェクト
がたくさんあるので、政府の許可を受け
てするのも簡単ではありません。この近
くに協力的ではない二軒の家があり、と

真の父母様のみ言2
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父母様に似た人生を生きてこそ
ヘブン・Ｇ・バーガー勝利祝賀午餐でのみ言｜2015年10月30日、天正宮博物館
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ても大変でしたが、私たちが未来を考え
る時、清平を大きく聖域化してない物が
ない場所、ある物はすべてある場所にし
たいのです。それが小さな始まりです。皆
さん協力できますか？
ですから世界の人々が、すべての人々が
ここに来たく、暮らしたく、「ここに年に
3-4回来なければ病気になってしまう」、
そんな風にするためによい意見を出して
ください。お父様と考えていた物事を一
つ一つ私は成していく、可能であれば高
い次元でです。ですから全世界の食口は
もちろん、全世界の人類が父母様の愛を
ここで体恤することのできるそのような
場所にしようと思います。
前回の大役事の時に話しましたが、清平
の場所を人体で例えるなら子宮のような
場所です。韓国の地図を見てもまさに子
宮の位置です。ですからここはたくさん
の生命が誕生するのです。そしてその生
命たちが育ちます。皆さんが霊的分立と
先祖解怨などさまざまな体験を通して、
皆さんの心霊は育ちますね？修錬苑の李
苑長が全食口たちの感想をまとめた報告
を聞いたのですが、本当にそうです。先ほ
ど、アップルヘブンが歌った歌詞の中で、

『欲を一つ捨ててみると、喜びの花が咲い
た』という歌詞がありました。その愛のた
めに、問題もたくさん作りますが、自身の

分をわきまえて、欲を捨てると嬉しいと
いうことです。

天の前に感謝する生活をすれば

私たちが信仰生活をする上でも同じで
す。自分の立場、職位等、それらが重要な
のではありません。真の父母様を通して
祝福を受けた祝福家庭ではあるけれど、
地上生活の間に、どうやって自分自身を
聖化させるのか、どのように生を終える
日によく死ぬことが出来るのか？最も皆
さんが考えるべきことは欲を捨てるとい
うことです。キリスト教の人々がこれ以
上発展できないのは何のためでしょう
か。自分ひとり、あるいは息子・娘のため
だけに願いを込めて祈りますね？天の願
いは何なのか、天のみ旨は何なのか、人類
の願いが何なのかを考えることが出来な
いでいます。
しかし私たちは違いますね。真の父母様
を通して、私たちはどんな人生を生きる
べきかを学びました。実践する上におい
て自分の立場を知り、欲をなくせば福が
来るというのです。まず自分自身が喜び、
天の前により感謝することが出来ます。
天の前に感謝する生活をするようになれ
ば、天が知らないと言われるでしょう
か？その大きな祝福を下さったのです。
それを私たちは多くの面から体験したと

思います。そうでしょう？そのような人
生を生きなければなりません。
私がこのような小さいレストランです
が、すべて皆さんのために準備したので
す。ここでこうして、大きくお金儲けをす
る訳ではありませんね。しかしスタート
したので、上手くやらなければならない
し、成功しなければならないし、また健康
上でもヘブン・Ｇ・バーガーは違うとい
えなければなりませんね？そのようにし
ます。ですから皆さんも同参する気持ち
で、たくさん応援してくださり、皆さんの
経験があれば話してください。
既存のELBONを通して、私たちのレスト
ランの名前が出ていますが、最も適当な
価格として、健康な食品、時間を節約する
ことの出来る食品が必要です。氏族メシ
ヤの責任を果たす上で、時間が必要です
が、食べる時間に１～２時間かけていら
れませんね。ある人は食事の時間が2時間
必要だといいます。そのように言う人も
います。しかしお父様は５分、10分以内に
すべて終えられ、出発されました。皆さん
も父母様に似なければいけませんね？父
母様に似た人生を生きなければなりませ
ん。そうしてこそより多くの皆さんの環
境圏を育てることができ、皆さんが主人
の立場に行くことが出来るのです。わか
りますか？

花束奉呈 Heaven G’ Burger 勝利午餐会のようす
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氏族メシヤの責任完遂のために
精誠を尽くした一年
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摂理的に2015年は『天一国基元節二周年記
念式、及び天地人真の父母天宙祝福式』から
スタートした。公式的な記念式典の日程で
あった陽暦２月24日から３月４日まで、天
一国国民祝祭、国際会議、記念行事等、多様
な行事が挙行された。真のお母様は陽暦３
月３日、清心平和ワールドセンターで挙行
された記念式で、何よりもまず『天一国経
典』の中で、『真の父母経』が最後に奉献され
たことを喜ばれ、「今日の『真の父母経』を以
て、三大経典編纂事業が締めくくられまし
た。皆さんがどれだけ感謝の思いでこの日
を迎えたかわかりませんが、天は六千年間
待って来られました。」と語られました。

氏族メシヤの責任を果たすことを

祝福してくださった2015年

次に今年の大きな行事として、『天宙聖和
三周年記念式』があった。陽暦８月30日、
清心平和ワールドセンターで天地人真の
父母文鮮明天宙聖和三周年記念式が挙行
された今年は、真のお父様が聖和されて
三周年となる年だった。霊肉界真の家庭
代表を初めとし、世界の代表たちと元老
指導者、及び平和大使たちの献花へと続
いた記念式で、文善進世界会長の記念の
辞、李寿成（イ・スソン）元国務総理と第
一回鮮鶴平和賞共同受賞者であった、ア
ノテ・トン キリバス共和国大統領の追慕
の辞があった。『天宙の光、真の愛の真の
父母』という題目の記念映像の上映後、真
のお母様は真のお父様の生涯の業績と、
韓国が真のお父様の教えを中心にアジア
と世界の前に、凛と立つことができるよ
う責任を果たさなければならないという
内容を感動的に語られた。
特に天宙聖和三周年を迎えて挙行された
多様な記念行事の中で、第１回鮮鶴平和
賞授賞式が国内外言論の大きな関心を引
き、ピースロード2015世界120カ国縦走
行事は５月30日に南アフリカの喜望峰と
チリのサンティアゴ、そしてアメリカの
ラスベガスから始まった出発行事から、
全世界の注目を集めた。
また別の今年の重要な行事として、『ヨー
ロッパ宣教50周年記念式』があげられる。

ヨーロッパ宣教50周年記念式が５月10
日、オーストリアのウィーンでヨーロッ
パ全域から約2500名が参加する中で開
催された。第二次世界大戦終戦70周年と
韓国光復70周年、そしてオーストリア独
立60周年を同時に迎え、意義深く開催さ
れた本行事に真のお母様は直接参加さ
れ、祝賀してくださった。
本大会の記念の辞で、真のお母様は「人間
の失敗に対する蕩減があることを知らな
かったため、天の摂理歴史に六千年という
長い時間がかかったのであり、キリスト教
歴史も二千年が流れましたが、クリスチャ
ンたちが信仰の本質を知らなかったため、
その文化はうわべだけよいもので、内容が
ありません。」と述べられ、「キリスト教文
化圏に来られるべき再臨のメシヤ、真の父
母が顕現し、50年間にわたった驚くべき
業績を上げてこられたが、それを知らない
ヨーロッパ大陸のクリスチャンたちを覚
醒させなければなりません。この大陸では
今日を基点にし、新たな文化革命が起こる
でしょう。」と語られた。
当時のヨーロッパ巡回で真のお母様はア
ルプス山脈の高い山々を上り下りされな
がら、人間によって破壊されている自然環
境を不憫に思われ、様々な国々をご覧にな
られながら、ヨーロッパのキリスト教文化
圏に信仰の本質が抜けている点を残念に
思われた。一方、ドイツのフランクフルトと
イギリスのロンドンでも記念式が開催さ
れ、文善進世界会長が真のお母様を代身し
て参加し、「私たちの根本を知らなければな
りません。」という内容のみ言を伝えた。
実際に今年の初め、真のお母様はアメリ
カのラスベガスで14日間、伝道ワークシ
ョップを主宰された。このワークショッ
プでは韓国の指導者とメンバー36人が参
加し、日本とアメリカのメンバーたちと
共に、伝道活動を展開した。当時、真のお
母様が修練生たちに「皆さんがこれから
一生懸命出て行って伝道をしている間
に、私は何をしていればよいですか？私
がアメリカに来た目的の一つに天地鮮鶴
苑の建築のために見本となる博物館を見
学することです。」と語られ、ゲッティ博

物館やレーガン博物館等をご覧になら
れ、ローリングキャンプやセドナも訪問
された。また真のお母様は「新年は青羊の
年だと言います。真の母が羊年なので
す！皆さんこそが真の母を世の中により
広く知らせなければなりません。」と語ら
れながら、天一国三年の摂理的方向を設
定してくださり、すべての祝福家庭が氏
族メシヤの責任を果たす一年となるよ
う、祝福してくださった。

今年の世界的な摂理

今年の世界的な摂理の中で、重要な行事
としては、２月１日、フィリピンのマリカ
ナスポーツ複合センターで挙行された超
宗教平和祝福式が挙げられる。この行事
で新郎新婦をはじめとし、アジア各国の
元・現職リーダー、家庭連合、天宙平和連
合、アメリカACLCの指導者を含めた宗教
指導者たち約15万名が参加し、大盛況だ
った。一方、韓国では、天暦５月１日、天福
宮本部教会の大聖殿で教会創立61周年記
念式を持ち、日本では陽暦８月26日付で
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。そ
れを受けて家庭連合時代の出帆大会が10
月12日、千葉県幕張イベントホールで先
輩家庭と平和大使をはじめとした、牧会
者と女性代表等、約１万名が参加する中
で挙行された。また、アメリカでは10月３
日、アメリカ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
母様の前に再び婚姻の誓いをし、祝福家
庭として新しく出発した。
このように2015年は『基元節二周年記念
式』と『天宙聖和三周年記念式』、そして

『ヨーロッパ50周年記念式』を中心に真の
お母様が一年の摂理的方向を立ててくだ
さった氏族メシヤの責任完遂のために、
全世界の祝福家庭が各地で多様な活動を
展開し、すべての精誠を果たした一年と
なった。そのようなすべての食口たちの
精誠がビジョン2020の勝利を早める土
台となり、天の父母様と真の父母様が願
われる、天一国を実体化する基盤となる
という事実は再言の必要はない。

2015. 12    9
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PHOTO |2015 主要摂理

天一国基元節二周年記念式および2015天地人真の父母天宙祝福式

天一国基元節二周年記念式および2015天地人真の父母天宙祝福式のようす

天一国基元節二周年の記念の辞を語られる真のお母様 天宙祝福式にて聖水をかけてくださる真のお母様

天一国経典奉呈後の記念撮影
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文鮮明天地人真の父母天宙聖和三周年記念式

真のお父様聖和三周年記念式でみ言を語られる真のお母様真のお父様聖和三周年記念式のようす

真の父母経を奉呈した文善進世界会長と朴仁涉世界副会長夫妻

天一国経典「真の父母経」出版記念式

真のお母様から真の父母経を下賜された大陸代表たち真の父母経出版記念式でみ言を語られる真のお母様
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第1回鮮鶴平和賞授賞式

真のお母様�ヨーロッパ巡回

アルプスのゴルナーグラート展望台に上られた真のお母様

授賞式後に祝歌を歌う声楽家のチョ・スミ氏

受賞者たちと記念撮影をしてくださる真のお母様

鮮鶴平和賞授賞式に参席された真のお母様
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ヨーロッパ宣教50周年ウィーン大会を終えて記念撮影

ウィーン国連本部カンファレンスの様子(円の中左から：真のお母様、トーマス・ウォルシュ、ピーター・ハイダー)

イギリス大会を終えた後、参加者たちの記念撮影

ヨーロッパ宣教50周年
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聖婚問答の順序

2015�フィリピン超宗教平和祝福式

超宗教祝福式に参加した15万余名の聴衆たちに挨拶の辞を述べる文善進世界会長
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日本世界平和統一家庭連合出帆大会記念撮影

日本世界平和統一家庭連合出帆大会で激励の辞を述べる文善進世界会長

日本世界平和統一家庭連合出帆大会



ヨーロッパ大陸は36カ国で39の公式言
語を使用しており、国家間の紛争の歴史
と多様な文化を形成している。ここで今
年摂理的に大きな発展があった。

今年ヨーロッパで開催された多様な行事

コソボの人口は約185万名であり、首都
はプリシュティナである。１月13日、食口
たちが国家のVIPたちを称える特別行事
に平和大使たちを招待した。参加者たち
はその行事が真のお父様が先祖たちを霊
界に聖和させるために作られた式、すな
わち聖和式であるということを知った。
コルチャ、ヴロラ、ティラナ、シュコドラ

（すべてアルバニア）等、様々な都市で同
じ行事を開催した。
１月19日、ベルギーではある地域放送局
がブリュッセル教会の日曜礼拝を撮影し
た。それは45分の祝福式ドキュメンタリ

ーも含まれる予定であった。
２月１日、オーストリアでは新たな役割
を務めるための、新出発の日曜礼拝を開
催した。真の父母様が昨年末にオースト
リアを摂理国として指定された。ピータ
ー・ジョラー　オーストリア協会長がそ
の栄光について言及し、1960年度にスイ
ス、ベルギー、トルコ等、他の様々な地域
で宣教師として献身したオーストリアの
元老食口たちに敬意を表した。
２月19日にアルバニアで、天の父母様の
日を記念した。平日にもかかわらず、140
名の食口たちが摂理的な新年を迎えるた
めに、夜12時の敬礼式に参加した。敬礼式
は首都であるティラナの家庭連合修錬所
で行われた。家庭ごとに食口たちに配る
プレゼントを準備した。祝福家庭だけで
なく未婚の食口たちの映像メッセージと
証しが食口たちを感動させた。

ブルガリア家庭連合は３月中旬に２日間
の国家総会を準備して開催したため、天の
父母様の日をそれに合わせて延期して共
に記念した。総会が開催される期間、食口
は皆、神様のみ言を一生懸命に学び、一緒
に教会の建物の講堂と地下を清掃した。
チェコでは約45名の食口たちが、ライ
ナ・パックス東ヨーロッパ大陸副協会長
のみ言を聴くために集まった。その集会
は４月18日と19日の二日間、プラハで行
われた。食口たちに感謝の思いで前進し、
各自の能力を開発するために最善を尽く
すようにとの真のお母様のメッセージ
に、すべての参加者は大きな恩恵を受け
る時間となった。
当然、今年の最も重要な行事は、真のお母
様がオーストリアを訪問されたことであ
る。陽暦５月10日、ウィーンでヨーロッパ
食口たちが真のお母様をお迎えし、ヨー
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摂理の転換点となった、
宣教50周年

ヨーロッパ宣教50周年ウィーン大会のようす祝辞を述べられる真のお母様

2015 ヨーロッパ摂理



ロッパ宣教50周年を記念した。真のお母

様が元老食口たちに功労賞を授与され、

特に東ヨーロッパの共産主義国家で死を

いとわず、伝道活動を展開した宣教師た

ちを激励してくださった。

真のお母様はヨーロッパの食口たちの成

功を形式的に祝賀してくださった訳では

ない。その日、真のお母様に近くでお会い

するためにヨーロッパ全域から集まった

食口たちに真のお母様は、「皆さんの生涯

が尽きる日まで、深く、大きく、広く根を

下ろすことを肝に銘じてください。」と深

刻な語調で語られた。

同日、真のお母様は、ヨーロッパ・クレイ

ンズクラブを出帆させた。各分野の専門

家約400名が参席した。出帆式に参加す

るために、約50時間の道のりを来た人も

いた。真のお母様がヨーロッパへのプレ

ゼントとして同行するよう言われたリト

ルエンジェルス芸術団が、オーストリア

と韓国の解放を祝賀するエンターテイメ

ントを披露した。オーストリアと韓国は

第二次世界大戦末に解放された。

５月11日には真のお母様が国連本部の７

階にある国際センターで『国連創設70周

年：韓半島緊張状態の解決のために』と

いうテーマの下、「神様は絶対者であられ

ながら、永遠不変であられます。神様の息

子娘となる道を拒むのですか？皆が神様

の子女となることを願います。韓半島問

題の解決だけでなく、世界平和へと向か

う道において、皆さんに主役となってい

ただきたいです。」と語られた。

世界平和統一家庭連合世界会長に任命さ

れてから初めて行われた巡回期間に、文

善進世界会長と 朴仁涉世界副会長夫婦が

ドイツを訪問された。５月14日、善進様は

フランクフルトから約75キロ離れたリン

ブルグで、50分間み言を伝え、天の摂理の

ために献身した食口たちに感謝し、神様

の真の愛を全人類に伝え、天一国を実体

的に実現するために私たちが行くべき方

向を提示するために、ヨーロッパを巡回

することになったと話された。

５月16日と17日には善進様がイギリス

で開催された様々な行事を主管された。

土曜日であった５月16日に集まった600

名以上の食口たちにみ言を伝え、リトル

エンジェルス芸術団が約30分間公演を行

った。同日、夜にはリトルエンジェルス芸

術団が1300席の公演会場を満席にした

人々の前で公演を行った。その後、ヨーロ

ッパ全域で、真のお母様の愛と恩賜でた

くさんの力を得たすべての食口たちが、

氏族メシヤの使命を果たすために精誠を

尽くしている。

＜資料提供：ヨーロッパ家庭連合＞
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ヨーロッパ・クレインズクラブの参席者たちに挨拶の辞を語られる真のお母様 ヨーロッパ・クレインズクラブ創設大会記念撮影

イギリス大会でリトルエンジェルス公演団の記念撮影
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中央日報社の時事メディアで発刊して
いる月刊誌＜月刊中央＞が、12月号宗
教フォーカスセクションで『天一国経
典』完刊の知らせを金榮輝編纂委員長
のインタビューを含め、４ページにわ
たり、写真集と共に掲載した。世界平和
統一家庭連合が真のお父様が聖和され
てから３年間、真のお母様を中心に真
のお父様の伝統と偉業を継承し、発展
するために努力してきた内容の中の一
つとして、真のお父様のみ言を集大成
させ、後世に残すための経典化事業を
抱え、真の父母様の生涯語録を盛り込
んだ、『天一国経典』事業が真のお父様
の聖和三周年に合わせて幕を閉じたと
紹介した。

人類に見せてくれた、

真の愛の実践的なストーリー

本記事によると、天宙聖和１周年を控
え、真のお父様の偉業・継承作業の一
環として、経典の編纂作業が行われ、そ
の一番目として、2013年６月10日、天
一国経典『天聖経』と『平和経』の出版記
念式が開催され、去る９月1日、真のお
父様の聖和三周年を迎え、『真の父母

経』を発行し、世界指導者たちが参加す
る中で出版記念式を持った。

『天一国経典』は『文鮮明先生み言選集』
から主題別に検索、整理された。特に既
存の八大教材・教本『天聖経』は「み言
選集」615巻の中で約400巻までの内容
のみが収録されていただけではなく、
既存に発刊された数巻の冊子を一つに
あわせ、重複した部分が多かったが、今
回は重複された内容を整理し、新たな
み言の内容を追加した。
天一国経典『天聖経』は、「神様」,「真の父

母」,「真の愛」,「真の人間」,「真の家庭」,
「真の万物」,「地上生活と霊界」,「信仰生
活と修錬」,「家庭教会と氏族メシヤ」,

「平和思想」,「礼式と名節」,「天一国」,「平
和のメッセージ」等、13篇と「真の父母
様の祈祷」を収録し、『平和経』には340
篇にいたる真の父母様の公開された講
演文の中で「真の平和の根本原理」,「神
様の祖国と平和王国」,「宗教と理想世
界」,「人類を救う真の家庭運動」,「絶対
価値と新たな世界秩序」,「理想世界の主
役となる女性」,「心情文化世界創建のた
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＜月刊中央＞ 天一国経典完刊紹介

『天一国経典』事業が
聖和三周年に

合わせて締めくくられる



めに」,「韓国統一と世界平和」,「国境線
撤廃と世界平和」,「真の父母は神様と人
類の希望」等、10のテーマに分けて、
178篇を厳選して収録した。
ここで真のお父様が生前に選定された
八大教材・教本の中で『天国を開く門
真の家庭』と『平和の主人,血統の主人』
等も共に収録された。『文鮮明先生み言
選集』,『原理講論』,『天聖経』,『平和神経』,

『天国を開く門 真の家庭』,『家庭盟誓』,
『平和の主人、血統の主人』,『世界経典』
等、八大教材・教本は真のお父様が世
界人類のために遺言として残そうとさ
れ、選ばれたものである。
今回、披露された『天一国経典』は一巻
当たり、1648ページの分量の高級洋装
で製作され、真のお父様の聖和一周年
であった2013年８月23日、日本語版天
一国経典『天聖経』と『平和経』、去る９
月に『真の父母経』日本語版と英語版が
発刊される等、翻訳作業も活発に行わ
れている。
去る９月1日、清平の天宙清平修錬苑で
開かれた『真の父母経』出版記念式では

国内外の貴賓と教会指導者等、約900
名が参加し、盛況を博した。この日の記
念式では英語版と日本語版が同時に奉
呈された。『真の父母経』は「真の父母様
の顕現と真の父母時代」、「真の父母様
のご聖誕と召命」,「公式路程出発と世
界基督教統一神霊協会創立」,「祝福結
婚を通した人類救援」,「摂理基盤拡大
と年頭標語」,「世界巡回と世界宣教」,

「真の父母様の受難路程と勝利」,「南北
統一と世界平和実現」,「心情文化世界
のための言論・教育・芸術活動」,「環
境創造と海洋・中南米摂理」,「超宗教
平和運動と霊界解放摂理」,「世界平和
統一家庭連合創立と女性時代の摂理」,

「復帰摂理の完結と天一国定着」等、全
13篇以外に「真の父母様の主要摂理実
録」が含まれている。
そして真の父母様が展開して来られ
た、各種の活動を一目瞭然に把握する
ことができるように各主題の意味を
説明し、正確な年代と状況等を簡略に
整理した序文が入っていることが特
徴だ。

この日の記念式で真のお母様は、「三大
経典は全体の摂理歴史の真髄であり、絶
対に加減することが出来ない完璧で空
前絶後の宝石」であると語られ、「過去三
年間、編纂作業に全力投球したことは人
類に対する神様の愛をこの世に広く表
すためであった。」と強調された。
最後に、金榮輝編纂委員長をインタビ
ューした内容では、真のお父様の『み言
選集』が現在、平均350ページの分量で
615巻に至り、国内外で発刊された約
700巻の説教集を誰でも全部を読むこ
とが難しいため、そのすべてのみ言を
体系的に分類し、『天一国経典』という
名で三巻に納め、一般人でも真の父母
様の教えに簡単に接することができ、
後代のためには永遠に伝承される経典
として締めくくったということと、神
様のみ旨を成して差し上げるために、
一生涯を献身された真の父母様が人類
に見せてくださった、真の愛の実践的
ストーリーが込められているという点
を含めて、今までたくさんの困難に見
舞われた編纂過程を紹介した。
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2015年度は天一国3年の年です。神様
の祖国である韓国は光復70周年の年で
あり、真の父母様が公式路程を出発さ
れてから70周年になる意味深い年であ
ります。並びに、特別に真のお父様天宙
聖和3周年の年でもあります。天の子女
として皆様は、侍墓精誠3年を締めくく
るこの時点で更なる真の父母様への忠
孝の道理を全うし、侍奉天国を拡張し
ていくのだと心に決めるであろうと思
っています。私は協会長に就任してか
ら2013年1月までの4年間近く、真の父
母様に直接侍り教育を受けましたが、
その間切実に体恤し感じることができ
た最も大切な四つの事をお話ししたい
と思います。
一番目は、私たちは真の父母様の位相と
価値と権威をしっかりと解らなければ
なりません。真の父母様は神様の解放、
釈放と人類救援に向けて一生涯を真の
愛で全ての蕩減復帰路程を勝利されま
した。2010年天暦5月27日、『天地人真の
父母様定着実体み言宣布大会』では、真
の父母様の最終一体を宣布されました。
真のお父様と真のお母様は、一心、一体、
一念となることを成就され宣布された
のであります。それ故に真の父母様ご夫
妻は天地人真の父母としての位相、権
威、価値を持って天と地に定着を完了さ
れました。また神様の実体としてみ言を
宣布され、特別に復帰摂理の完成、完結、
完了を成就され宣布されました。
2011年天暦11月17日、『天一国最大勝

利記念の日』では、真の神様と真の父母
様が一体を完了されたことを宣布され
ました。これは真の神様と真の父母様
が一心、一体、一和、一念を成されたと
いう意味です。さらに真の神様が完成、
完結、完了を成されたことを宣布され、
直筆で記録されました。このように真
の神様も完成、完結、完了されたという
ことは、まさに真のお父様の位相であ
り、真のお母様の位相であります。この
ような基盤の上で2012年3月6日に「天
地人真の父母様勝利解放完成時代」を
開門され、2013年天暦1月13日基元節
を迎え、実体的天一国に入籍できる道
を開いて下さいました。

二番目は、真の父母様は今という時は
「侍奉天国」の時であると語られました。
基元節とは、堕落することで家を出た親
不孝者の立場に立っていた全人間が、今
や神様の家へと帰り、天の父母様と天地
人真の父母様の心情圏内に回帰しなけ
ればならないということを意味します。
真の父母様は復帰でなく「回帰」という
表現を使われました。即ち親不孝者の立
場にいた私たちは孝子孝女となり、真の
父母様の前で侍奉の道理を全うし侍る
ことが「侍奉天国」の年を迎えた我々の
役割であるということです。
侍奉天国の時を迎え、真の父母様が人
類より栄光と賛美を受けられるよう真
の父母様の位相や価値を更に高め、全
世界に広めることに模範となられる元
老、先輩、同僚また後輩の方々に敬意を
表します。
三番目に、全祝福家庭は真の父母様に
侍り、心情文化共同体を作らなければ
なりません。心情は相手に無限の愛を
施してあげたいという情的な衝動で
す。神様は全部を一家族として愛され
ようとしておられます。全祝福家庭や
人類が真の愛を中心に配慮、疎通、和合
の姿勢で互いに尽くす生活が身につか
なければなりません。全人類が天地人
真の父母様を中心に兄弟姉妹として、
互いに維持し信頼することができる美
しく暖かな和合、統一の心情文化共同
体が形成されれば、自動的に地上天国
が作られていくはずです。

20 TRUE PEACE

真の父母様に侍りながら
感じた大切な四つのこと

石竣淏｜鮮文学院理事長

証言 ❶



四番目、これからは全祝福家庭が神氏
族メシヤの使命を全うする時です。神
氏族メシヤとは、氏族の前に我々が真
の父母、真の師、真の主人の使命と責任
を全うすることをいいます。その使命
を全うするためには、氏族のために祈
り精誠を捧げ真の愛で導き抱いてあげ
て、真の父母様のみ言と原理で教育し、
伝道し、祝福にまで至らせることです。
また祝福を超えて入籍祝福に至らせ、
さらには聖和祝福まで受けさせること
が神氏族メシヤの使命であると言える
ことでしょう。真のお母様が語られた

430家庭神氏族メシヤの使命を全うす
るため、我々は最善を尽くし進んでい
かなければなりません。
実体的心情文化世界が花咲く天一国に
おいて、心情の因縁で真の父母様と固く
結ばれた我々全員は、このような真の父
母様の位相や価値を誰よりも確実に解
らなければなりません。我々は今後も全
世界の前に、真の父母様を精一杯、誇り
称えるのに陣を切って行くべきであり、
精誠を尽くし侍る生活を全うしなけれ
ばなりません。尚且つ、真の父母様を中
心に全食口が兄弟姉妹として、互いに愛

し情の溢れる神様のもと一家族を作っ
ていけるよう精誠を尽くしていかれま
すようお願い申し上げます。
侍奉天国の時に到達した我々は、我々の
中での分裂や葛藤の要素を清算し、真の
愛を中心に和合と統一の心情文化共同
体を作っていかなければなりません。天
一国時代に真の父母様に侍り神氏族メ
シヤの使命を全うし、ビジョン2020を
勝利する皆様となって、天の心に孝子と
孝女として生きた道が記憶され、子孫の
前に手本となる我々になっていくこと
をお祈りいたします。
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今年3月に真のお母様から特別巡回師に
任命されました。急な人事だったので、
どういう背景があって特別巡回師の使
命を与えられたのか、自分でも考えてみ
ました。お母様が言われている神霊と真
理に溢れた教会づくりに対し、先輩家庭
の一人としてどう貢献できるのか。先輩
家庭は教会の根に当たります。根が生き
生きとしていなければ、教会全体に生命
が与えられません。先輩家庭が率先し
て、信仰の原点に立ち返ることが一番大
きな課題だと思いました。
また、統一運動全体としては、未来を担
う二世達が、天の伝統を正しく理解し、
一世達の良い部分を吸収しつつ、未来を
構築していくことが極めて重要です。二

世教育をどう進めていくかが、もう一つ
の大きな課題だと感じました。そうした
ことを意識しながら、巡回を始めていき
ました。私は、16の地区から日本教会の
うち、兵庫県から沖縄までの西日本の5
地区を担当しています。①講話②先輩家
庭との交流③二世・青年に対する教育
④新規ゲストに対する講義、⑤個人面
談・家庭訪問――など私ができる項目
を、それぞれの地区に伝えます。その上
で、各地区に巡回計画を立ててもらい、
現場の要望に応える形で、1週間から10
日間の日程で巡回を行っています。

真の父母様の思想は「与えて忘れる」こと

巡回の大まかな流れは、朝、昼、夜の1日

3ラウンド、それぞれ2時間の講話や講
義などを行います。家庭訪問をする場合
は、先方の話を聞くのが2時間、こちらか
ら教会本部の事情やご父母様について
話すのに1時間、最低でも3時間を費や
します。ある時は、最寄りの教会まで車
で2時間以上かかるような場所を訪問し
て集会を開いたり、ホームチャーチをや
っている家庭で、新規ゲストのために原
理講義をすることもあります。そうした
集会には地元の市議会議員が参加する
こともあります。家庭集会は非常に社会
と密着しているということを感じなが
ら、巡回をしています。

「教会で原理講義が絶えないように」と
いうお母様のご指導もあり、できる限り
原理を直接、新規ゲストや婦人食口に講
義するように心掛けています。特に、婦
人たちには、原理を生活化することを通
して、いかに神様や真の父母様と出会っ
ていくのかという部分に力点を置いて
講義を行っています。
また、できるだけ多くの国際家庭を訪問
したいと考えています。私自身、海外で
32年間歩みながら、海外で歩むことの
難しさを体験してきました。日本は母の
国という立場で、海外からお嫁に来たメ
ンバーを大事にし、彼らに「日本に来て
本当に良かった」と思ってもらえれば、
日本が恵みを受け、神様が働く基台とな
るのではないかと思っています。そうい
う点で、韓日家庭や日本・フィリピン家
庭、日本・アメリカ家庭などを訪問、現
状把握に努めながら交流しています。
巡回をする中で、南米パラグアイのレダ
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先輩家庭は教会の根
柴沼邦彦｜日本特別巡回師

筆者の家族写真



開発プロジェクトについて、二世・青年
に証しをする機会があります。
そこでポイントとなるのが、継続する
ことの重要性です。社会の為に生きる
ことを継続することによって、社会が
動いていくという点です。真のお父様
の思想は、「与えて忘れる」です。私たち
が社会に対して与え続けていけば、特
に宣伝せずとも、社会が認めていくよ
うになります。その結果として、私たち
がレダで進めてきたことが国家を動か
し、大統領まで訪れて来るようになり
ました。お父様のみ言の実践が、大統領
まで動かしたのです。

お父様は、私たちに楽な道は行かせら
れませんが、背後には必ず計画がありま
す。私たちの常識では理解できないこと
を信じて継続していく中で、神様の大き
な願いが分かってくるのです。レダ摂理
は、その大きな証しになると思います。
社会的常識では、50歳を過ぎた人々が
レダに行くということは考えられない
ことです。近隣のインディアンの人々の
平均寿命は40歳くらいなのに、50代、60
代の日本人国家メシヤがやって来て、

（強健でも無い体で汗を滝のように流し
て）肉体労働をする。そういうのを目の
当たりにして、現地の人たちは大きなシ
ョックを受けるのです。
お父様は、私たち日本人国家メシヤに対
し、「天下一等の労働者になれ」「真っ黒
になってインディアンのようになれ」と
語られました。だから私たちも一生懸命
にやってきたのです。私たちがレダで歩
み始めて3カ月くらいして、お父様が訪
ねて来てくださいました。お父様がセス
ナを降りて来られての第一声が「君た
ち、インディアンのようになったね」で
した。お父様がとても喜ばれたのが、非
常に良い体験になりました。
レダでは、真の父母様と共に歩むことの
喜びと素晴らしさを体験できるので、な
るべく若い青年たちに行ってほしいと
思っています。レダに行くと、お父様の
み旨のために先輩家庭が一生懸命に働
いています。青年たちは「なぜ誰も住め

ないような土地で、こんなに頑張れるの
だろう」とショックを受けるのです。貧
しいインディアンの村に行って受ける
ショックよりも大きいというのです。だ
から、レダを通過した青年たちは、神様
とご父母様に対する関心の度合いが深
くなります。
一方、お父様は「君たちが統一運動の伝
統を日本に定着させることができなか
ったので、その蕩減としてレダに送る
のだ」とも言われました。そういう観点
で、私たちは統一運動の伝統を日本に
定着させる一環として、国際青年協力
奉仕隊をつくって15年にわたって二世
を派遣し続けてきました。これまで大
きな成果があったと考えています。来
年も8月末に約3週間の日程で青年を派
遣する予定です。
参加した青年たちは経験を通し、国際的
なことに感心を持つようになり、中には
国連で働いたり、国際協力機構（JICA）を
通じてアフリカやオセアニアに行く人
たちも出てきています。また、レダでの経
験を通して、二世教育の大切さを痛感し、
自らも二世教育の道を行きたいと志を
立てる青年もいます。二世には様々な道
があります。牧会者になっていく人もい
るし、一般社会に入っていく人もいる。そ
ういう中で、どのようにして信仰の根を
しっかり作っていくことができるのか。
これが大きな課題となっています。

我々の道は真の父母様と共に生涯を生き

ていく路程

私たちは若い時に教会に入って、神様と
お父様に触れて、み旨に献身する決意を
しました。その時の気持ちをいつまでも
持ち続けることが、二世教育の根本にな
ると考えています。私は、青年達に講話
をする時、「私は19歳だ」と言っていま
す。19歳で教会に入ったので、今も気持
ちは19歳のままなのです。み旨に対す
る不変の情熱を持っている先輩家庭の
姿が、青年たちに大きなインパクトを与
えます。私たちの道は、ご父母様と共に
生涯を生きていく道なのだということ

が感じられるからです。
青年達に必要なのは、神様と真の父母
様がどういうお方であるのかを体験を
通して知ることです。二世は、原理が生
活の場に取り入れられていないことが
一番大きな課題です。お母様が二世・
青年を世界宣教に出されていますが、
そういう経験が非常に大事です。地方
を巡回してみると、教会責任者の多く
が「世界宣教に出た青年たちは、心霊的
に非常に育っている」と話しています。
海外に出て、現地の人たちと一緒に歩
む中で、いろいろと苦労することがあ
ります。そういう体験を多くしていく
ことが、二世・青年達にとって非常に
良いことだと思います。お母様は、二世
教育を具体的な形で実践していく方向
性を打ち出してくださっているので、
大きな希望を感じています。
予期せぬ形で特別巡回師の使命を受け
ましたが、非常に感謝しています。何よ
りも、食口たちに会うことがうれしいか
らです。巡回をしながら、真の父母様が
どれだけ兄弟姉妹を愛しているかを感
じています。お母様が日本の兄弟姉妹の
現状を理解され、このような巡回システ
ムをつくってくださいました。「苦労し
ている食口たちの面倒をみてほしい」と
いう真の父母様の声が聞こえてくるの
です。また、真のお母様の願いを受けて
歩む中で、お母様が「中断なき前進」と言
っておられるのは、ただ統一運動を中断
させてはいけないということではなく、

「お父様の願いを中断させてはいけな
い」ということであると情的に感じてい
ます。さらに、お母様のお父様に対する
愛情の深さというものを、私は巡回しな
がら実感します。お父様が願われる南北
統一とか天一国実現をお母様は早く成
し遂げて差し上げたい。「そのためにあ
なた達を巡回師として送ったのだよ」と
いうことを巡回するたびに感じるので
す。お母様のご心情を抱きながら、これ
からもできるだけたくさん巡回をし、一
人でも多くの食口に会いたいと思って
います。
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2日目
まず、巨文島教会と某旅館を訪問した。こ
の旅館は巨文島教会の隣りの建物であ
る。真の父母様がここを開拓する際にこ
の旅館に泊まり訓読精誠を尽くされ、そ
の頃、教会敷地も購入し、改造後は真の父
母様の公館として活用され、仕舞には旅
館までも買って統一グループの所有と
なったものである。海洋天正宮の完成以
降、真の父母様の公館は教会として使用
されている。
教会の聖殿に入ると献堂の際に書かれ
たお父様の直筆のサインが目に入る。

『巨文島教会献堂』と書いてくださった。
36万家庭のコン・スファン教会長は、
食口の数が多くない開拓地であるが、父
母様の精誠を受け継がなければならな
いという心構えで努めている。「天が精
誠を尽くした所は、サタンが占領したり
奪ったりすることができない。天は絶対
に損をしない。」というみ言の如く、父母
様の精誠と愛が礎となって、巨文島城に
み言の花々が咲くその日が必ず来るで
あろうと確信に満ちた内的な姿勢を持
っていた。
現在もここに保管されている遺品を眺

めると、父母様に向かう本心を抑えるこ
とはできない。ここに来ると新たに思い
浮かぶことは、2007年のアベルUN(国連)
創設報告大会を旅客船を借りて船上で
開催する時に、知性と徳望を備えた平和
大使たちとチョン・デファ会長を初め
とする女性指導者がここに集い、お父様
を中心に訓読会を行い、父母様は報告を
お聞きになり、筆者の名を指名して三度
も“蔚山アリラン”を歌って踊りも踊るよ
う勧められ、全体が和気あいあいとなっ
た思い出である。その時のここがアベル
UN創設報告大会を行ったところである
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ため、聖地とならざるを得ないというみ
言を語られた。
父母様の精誠が尽くされた場所である
ので、三千名ほどしか住んでいない島と
しては巨大な巨文島旅客船ターミナル
の建物が建てられ、東島と西島を結ぶ巨
文大橋も完工され9月に開通した。巨文
島と白島は、死ぬ前に必ず一度は行って
見なければならない韓国の地第3位に
選定された観光名所となり、週末には多
くの観光客が訪ねて来る。このような結
果は海洋天正宮が建てられることで、そ
の副産物として現れた現象だと考えら
れる。
教会を経て我々が訪ねた所はイギリス軍
の墓地だった。金榮輝会長がイギリスの
国家メシヤなので、自派の霊人が熱烈に
歓迎しているように感じた。もう一方で
は「どれほど心を焦がし救援の手を待っ
ているだろうか？」という思いで懇切な
祈りと共に霊人を慰労した。巨文島は
1845年、イギリス海軍将校エドワード・
ベルチャーによって調査された後、イギ
リス海軍事務長官の名を取りポート・ハ
ミルトンと命名された。
40年後の1885年、イギリスがロシアの朝
鮮半島進出を牽制するため巨文島を不法
で占領した事件が起こった。ロシアは
1884年、朝鮮と通商条約を締結し朝鮮進
出を強化し始めた。これにアフガニスタ
ン問題を巡ってロシアと対立していたイ
ギリスは、1885年4月ロシアの占領に対
する予防処置という理由を掲げ、東洋艦
隊を派遣し巨文島を不法に占拠した。清
の李鴻章は清駐在ロシア代理公使のニコ
ライ・ラディジェンスキーと会談し、イ
ギリスが巨文島から撤退すればロシアも
朝鮮の領土を侵犯しないという約束をイ
ギリス側に伝えることで、1887年2月5
日、イギリス軍隊は巨文島から完全に撤
退した。
我々が訪問したイギリス軍墓地にある
木製の十字架の横には小さな石碑が一
つあるのだが、これは当時のイギリス水
兵の墓である。記録によればイギリス軍
隊が撤退する頃、イギリス軍の墓は7～9

基あったが、現在では2基だけが確認さ
れている。

『西洋人が見たコレア』という本に面白い
ラブストーリーがある。イギリスの軍隊
が駐屯している頃、巨文島の西島に巫女
の塚が建てられ、陸地からここに数百人
が訪れては教育を受けた後、巫女の暮ら
しをした。その中には人望高い文芸家た
ちの娘も含まれていた。イギリスの水兵
は東島から西島まで泳いで巫女の塚を訪
れ、巫女たちと愛を分かち合い再び泳い
で帰っていたと言う。ピーターという水
兵も泳いで来て巫女の塚を行き来しなが
ら、巫女になった文芸家の娘と深く愛す
る仲となった。最終的にはその間に子供
が生まれた。イギリス軍墓地には、ピータ
ーという青年が心臓発作で溺死したとい
う碑文が刻まれている。
その本の著者朴ヨンスクによれば、その
水兵は巫女の塚を訪れ巫女と会った後、
泥酔した状態で泳いで帰ったが心臓発作
で溺死したということであった。その子
供は女の子で、成長に伴い瞳が青く変わ
り、13歳の頃にはその輪郭がより濃くな
った。その噂が全国に広がり、朝廷はその
子供をイギリスに送った。現在4代目が暮
らしているという。
お父様は「巨文島に18世紀後半、イギリス
がソ連の南下を防御するために軍隊を駐
屯させた。それをよく考えてみれば、イギ
リスは責任を全うしたこととなる。韓国
がソ連から守れるようエバ国家が基地を
作ったのだ。イギリス軍が来てエバの摂
理をした。ここが海洋世界の代表的な宮
跡である。」と語られた。
真の父母様は宗教や文化、国境や人種を
超越して、国際合同結婚式を通して神様
の下一つの世界を追求される。神様の目
には黒人、白人、黄人は関係ない。全てが
一つである。言語と人種が分かれ始めた
のは、人間の先祖アダムとエバが堕落し
た後に現れた副産物である。このような
脈絡で考えたとき、お父様が巨文島から
精誠を尽くされたもう一つの理由は、西
洋人と韓国人の間に混血が生まれた始
原地が巨文島であったということを知

ることができる。

なぜ巨文島が聖地なのか
この日昼食の後は、お父様が釣りの精誠
を尽くされた行跡を訪ねて体験してみよ
うと思い、いつも釣りをされていたポイ
ントを訪れてみた。残念ながら風が強く、
波も激しく、魚を釣るには無理だった。船
がひどく揺れる最中でも金ビョンホ会長
の釣り竿にメジナが一匹かかった。25セ
ンチ程度の大きさだったが、そのような
天気でも大きな実績だった。誰もが懸命
に釣りに没頭したが、それ以上の実績は
なかった。
お父様が巨文島に来られると訓読と就寝
時間を除いては、「ニューホープⅡ」とい
う船に乗られ海に浮かんでおられた。食
事時には小さな船で配達もした。そこで
は国内のいろんなニュースについて報告
を受けられ、主に幹部の近況を尋ねられ
た。人類救援のための司令塔を巨文島の
沖合いに移し、世界の業務を管掌され、時
には深い想念に浸っては人類の未来に向
けて構想された。
一度はこのようなことがあった。お父様
はヘリで清平から巨文島に向かって離陸
し、筆者を含む随行員たちは別途に来る
よう連絡があり、あたふたと急いで巨文
島沖に到着し、小さな船でお父様がおら
れた「ニューホープⅡ」号と合流した。お
父様は「よく探して来れたなあ」と喜ば
れ、報告内容を待っておられる表情だっ
た。随行員たちはどんな風に報告をしよ
うかと考えるが、黙って突っ立ってばか
りはいられない。お父様がご指名されな
ければ、随行員たちがお尋ねしてでも報
告をしなければならなかった。
するとお父様は「私がなぜ海を好きなの
か？海は高低がなく水平である。理想世
界は水平である。水平のその世界を四六
時中考えながら、精誠を尽くす食口の前
に借りを作らないために釣りに精誠を注
いでいるのだ。」語ってくださった。また

「海は人類の食糧の宝庫だ。人は水の中か
ら出てきた。水を嫌う人や民族は貧しく
生きるしかない。今後は海を支配する者
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が世界を支配することができる。海を愛
さなければならない。」というみ言で教育
してくださった。あたりが暗くなっても
帰宮する考えもされなかった。
お父様は巨文島に訪れる度にお体の具合
は考えもされず、いつも海に出かけると
言われた。船着場で5～6人の随行員が力
を合わせてお父様を車椅子に座らせたま
ま船に乗せた。不自由なお体を物ともせ
ず精誠に没頭された。帰宮する時はお父
様のみ言に従い、随行員たちが歌を合唱
した。舟歌、故郷無情、オキナグサ、半月、
希望の国へ等、父母様の愛唱曲を歌った。
それでも訓読の時間はいつもの通り守
られた。訓読の時間は、公人として天と約
束した時間であるというみ言を常に思
い出させてくださったりもした。お父様
がお部屋から訓読室に出て来られる時、
随行員たちがお父様の両腕をかかえ歩
くのを助けた。訓読を終えられた後には、
御座に着いたその場でソーセージ、サン
ドイッチ、サツマイモ、ジャガイモなどの
食事をとって、直面した摂理の課題を急
かされた。
お父様が巨文島に来られると海に行かれ

ない日はほとんどなかった。しかしある
日、チェ・ジョンホ船長が「お父様、釣り
に行く準備ができました。」と告げると

「私はもう海に行かなくても良い。君たち
同士で行ってきなさい！」言われた。お父
様のこのようなみ言は意外だった。今に
なって筆者が思うに、その時、お父様は地
上生活の最後の日を予見し、準備されて
いた段階ではなかっただろうか。
清平に戻られる時、麗水空港のVIPルーム
で真のお父様と向かい合って座った筆者
は、やつれて苦しそうにしておられるお
顔をまともに見ることができずとても辛
かった。お母様が「お父様は元々健康にお
生まれになり、100歳以上も生きること
もできました。しかし、お父様のお体をあ
まりにも無理に酷使されたことが聖和さ
れた理由の一つとなります。」と言われ

「あなたたちが乗って回る車を見てごら
んなさい。磨いて、緩んだのは締め、潤滑
をしてあげてこそよく走るではないです
か？あなたたちが愛用する電化製品も掃
除をきちんとしてあげてこそ、その機能
を発揮することができるではないです
か？」と語られたみ言が私たちをより悲

しくさせた。
お父様を担当した主治医は、誰もが90歳
もの高齢になると東西を横断するような
長距離の旅行はしないほうがいい、どう
しても旅行がしたいのなら3年に一度が
適切であると言った。しかしお父様は、
2011年8回、聖和された2012年には4回
をラスベガスまで行って来られた。仁川
空港に到着すれば、清平に寄らず巨文島
に向かわれることが多かった。お父様が
お体を酷使されたというお母様のみ言が
理解できる。そうして聖和直前まで後天
時代を開くために精誠を尽くされた巨文
島は、聖地でないはずがない。
なぜ巨文島が聖地なのか？最初は逃避城
だと言われ、二番目は、アベルUN創設報
告大会を開催した場所であり、三番目は、
圓母平愛財団の揮毫された所であり、四
番目は、血統を転換するよう最後の訓令
と『天一国最大の勝利を記念宣言日』を直
筆で書かれた所であるからである。そう
考えてみると、巨文島は摂理や歴史的に
新たな時代を開き、きらびやかな統一家
の未来を切り開いていく根源地だと言え
よう。（次号に続く）
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韓国外食文化の変化をリードしているエルボンが、食文化
の大衆化のために新たにグランドカフェ木洞店の奉献式
を持った。真のお母様は去る天暦10月1日、現代百貨店・
木洞店6階に新しくオープンしたエルボン・グランドカ
フェを訪問され、奉献式を主管してくださった。この日、約
50名の国内外の機関長と指導者たちが奉献式に参加し、
真のお母様が最近進められておられる、ウェルビーイング
文化を中心とした心情文化を経験する契機となった。
今回奉献された、エルボン・グランドカフェ木洞店は大
田タイムワールド店に続く２号店として、営業を開始し
てからあまり時間が経っていないにもかかわらず、すで
に人気を博している。実際エルボンが食文化の大衆化の
ために最初にオープンしたのは、2010年２月のELBON
the table新沙店からだった。続いてすぐに、同年８月、一
山店をオープンし、2012年10月梨泰院店のオープンに
続き、2015年９月にエルボン・グランドカフェ　タイム
ワールド店(大田)をオープンしたのだ。それゆえ去る13
日に開店した木洞店が全体的には５号店となる。
エルボン・グランドカフェはニューユーロピアンスタ
イルの創作料理と、洗練された雰囲気を楽しむことの出
来るエルボン・ザ・テーブルのもう一つのブランドと

して、2016年目標売上額62億ウォン、2020年まで累積売
店数25店舗まで拡大し、目標売上額を275億ウォンまで
引き上げる計画を立てている。
エルボン・ザ・テーブルは2016年版ブルーリボンサー
ベイでリボン３つをもらい、最高の美味しい店として選
ばれた。ブルーリボンサーベイは2005年11月、韓国で初
めて発行されたレストラン評価書として、一般人の評価
者たちはブルーリボン２つまで評価できる反面、専門家
の評価者たちが最高のレストランを評価し、ブルーリボ
ン３つを付与する。2014年11月基準でブルーリボン３
つの評価を受けたレストランは21箇所である。
また、エルボン・ザ・テーブルは2010年から2015年ま
で予約率100パーセントを達成しただけでなく、2015年
現代グルメウィーク売上順位で、2014年と2015年100
箇所の業者の中で最高の売上を記録しながら、顧客が最
も好む、ファインダイニングレストランとして選ばれも
した。現在、エルボンは外食事業を含め、デパートやホー
ムショッピング事業も並行しているが、レストラン５店
舗とファッション27店舗を運営しており、従業員数が
198人となり、2015年の推定売上額は577億ウォンを予
想している。

大陸別ニュース | 韓国

グランドカフェ木洞店奉献式記念ケーキカット

エルボン•グランドカフェ
木洞店奉献式



韓国多文化平和連合は2014年４月25日
に多文化家庭が韓国社会に初期に定着
し、文化的、社会的ギャップを克服し、健
康な家庭として幸せな人生を送ることが
出来るように、多文化団体、及び運動家た
ちが連合して助け合いながら、多文化社
会を先導的に率いて来られた真の父母様
の平和思想を継承し、発展することにそ
の目的を置き創立された。

2015年度の主要活動

2015年度の主要活動は、はじめに５月24
日と11月１日に天福宮教会２階の講堂
で、『2015秋季/冬季学術大会―多文化家
庭子女のための教育的パラダイムの模索
(Ⅰ,Ⅱ)』を開催した。秋・冬季セミナーは
多文化研究と関連した学会および団体、
専門家(教授)、多文化家庭等、約100名が
参加し、『多文化家庭子女の二重言語教

育、文化的アイデンティティー』を含めた
国際祝福家庭の子女教育に関する全般的
な内容をテーマに活発な意見を交わし
た。韓国は急速に多文化社会に突入して
おり、世界の中の韓国人として、韓国の中
の世界市民として生きていくためには二
世教育により多くの研究結果と事例を作
り、世界市民としての主導的役割を果た
していくことができるように教育するこ
とが重要であるという専門家たちの意見
が集められた。
二つ目に、第1回支援事業公募展が開催さ
れた。韓国多文化平和連合所属の51の会
員団体と真の愛平和奉仕連合の160の団
体を対象に、多文化事業に対する力量強
化および事業拡大、多文化に対する偏見
と差別解消および克服方案、多文化に対
する理解および包容の戦略方案、多文化
事業のための中期・長期戦略的実行方案

を課題に、斬新な多文化事業のアイディ
アの発掘および拡大と共に多文化に対す
る関心と参加を誘導するための計画だっ
た。その中で25の団体を選び、事業費を支
援し、約4ヶ月間の事業が行われ、去る11
月19日、評価会を開催して、各団体別に事
業の結果を報告した。多文化団体の献身
的な努力と情熱により、2015年の事業を
成功的に行い、より発展する公募事業に
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善正心情愛会から多文化家庭の子女のための寄付金伝達



なることを確信する。これから支援公募
事業を持続的に開発して多様化し、団体
の固有事業と力量をより専門化できるよ
う支援する予定である。
三つ目に、連合の会員団体が抱える課題
の解決と、地域活動の活性化のために、多
文化コンサルティングを実施した。52の
会員団体の力量強化を通じた上向き標準
化作業の一環として、会員団体の実務者
たちの個人の力量開発のための団体教育
が実施され、教育内容を映像で制作し、オ
ンラインで配布した。その中心となった
内容は社会福祉分野、非営利民間団体の
設立、法人に準ずる団体の力量強化など
であった。これから韓国多文化平和連合
の会員団体は各団体の強みと地域的特性
に合う事業を行い、国家機関の公募事業
に参加することにより、財政自立の力量

を強化するようにする。
四つ目に2013年８月、真のお父様が国際
祝福家庭の子女の中で学校に通っていな
い二世たちの報告を受けられ、摂理機関
が中心となって代案を準備するようにと
のみ言により、韓国協会を中心とし、１年
6ヶ月間の準備期間を経て、2015年３月、
真の愛平和学校を開校するに至った。現
在15名の学生が在学中であり、５名の学
生が高校課程の検定試験に合格した。夏
休みには統一武道夏季キャンプを実施
し、統一武道を磨き上げ、聖和節統一武道
大会で真の父母様の前でデモンストレー
ションを披露した。
五つ目に９月８日から21日まで多文化青
少年自転車国土縦走を実施し、仁川から釜
山まで全走行距離800キロメートルを16
名(学生12名、スタッフ４名)が完走した。

暑さと雨風、そして急な坂道にもめげず、
自身の限界克服と挑戦精神を学び、縦走
後、国道交通部と行政自治部から国土縦
走認定書と認定メダルを授与され、誇り
を持つようになった。そして、去る11月
18日から24日まで６泊7日の日程で、全
校生徒が日本の文化見学に行ってきた。
また、2016年１月２日から１月29日ま
で多文化人材養成のための語学研修を
実施する予定だ。フィリピンIPLC大学で
韓国多文化平和連合会員団体の多文化
家庭の子女、公職者家庭の子女、韓国・フ
ィリピン家庭の子女の中で、中学生を対
象に４週間の語学研修と奉仕活動を行
う。今回の語学研修と奉仕活動のために
チョンスグループ、善正心情愛会(善正中
学校の食口教師たち)、龍平リゾート、個
人の寄付など、総額4400万ウォンの寄付
金が集まり、26名の学生が参加できるこ
とになった。
最後に、国際祝福家庭の中で小児癌を患
っている３名の子供たちと、真面目で模
範となる多文化家庭の子女３名を推薦
し、スポーツワールドが後援する奨学金
総額600万ウォンを伝達した。これから
も後援団体を持続的に開発し、支援でき
るよう努力するつもりだ。
チェ・ヒョンウク｜韓国多文化平和連合課長

2015. 12    29

第一回支援事業公募展評価大会で受賞した団体

2015多文化青少年自転車国土縦走記念撮影



真の愛平和学校は2013年８月、真のお母
様が国際祝福家庭と二世の子女たちが経
験している困難を解決するための代案を
家庭連合と女性連合、そして摂理機関が
一つとなり準備せよという特別指示で出
発した。社団法人多文化総合福祉センタ
ーでは、2013年８月、日本宣教師会を通
して調査した結果によると、全国の国際
祝福家庭の子女の内、学校を中退した二
世が約60名に至っており、未だに報告さ
れていない地域を含めればより多いこと
が把握された。『多愛相談所』は国際祝福
家庭の子女たちの基礎学力低下と反多文
化情緒によるいじめ、学校不適応、学業中
断、家出、犯罪等の問題に表れた数字が段
々増加していると報告した。これに真の
お母様は彼らが家庭と社会からこれ以上
放置されてはいけないとお考えになり、
深い憂慮と共に代案を準備するように指
示されたのだ。

韓国家庭連合多文化政策支援センターで
は多文化代案教育のための基礎資料を収
集した後、2013年９月13日、国際祝福家
庭のための福祉制度公聴会で国際祝福家
庭二世のためのオーダー型代案学校の設
立を提案した。その後自主的に活動して
いる52の多文化団体が集まり、2014年４
月25日、全国単位の多文化平和連合を出
帆し、柳慶錫初代会長が５大核心事業を
一つにし、多文化代案学校の設立を発表
した。その後82度にわたる入学関連の相
談があり、入学説明会には43名が参加し
た。その内、15歳未満と20歳以上を除く
14名の国際祝福家庭の二世の子女たちが
３月７日に高等課程の寄宿舎型代案学校
である真の愛平和学校に入学した。
入学に関連した相談を分析してみると、
初めに低所得層の数が思いの外多かっ
た。全体の60パーセント以上が既存学校
で低所得層の援助を受けるくらいに、経

済的に困難を経験していた。二つ目に学
習能力が低かった。大部分の学生たちは
国語と英語、数学を初めとした学習分野
で基礎学習の不足により、中学校１年生
程度の学習能力を見せた。三つ目に多文
化家庭による学校内の被害経験があっ
た。これにより人との関係性が難しくな
り、学校については否定的な感情を持っ
ていた。四つ目に家庭内暴力の傷があっ
た。特に父親の飲酒後の暴力が度を超し、
心に傷を受けるのは勿論のこと、父親が
眠りについたというメールをもらうまで
公園や他の場所で徘徊する場合もあっ
た。思春期の年齢の場合には異性との交
際を通して心理的慰めを得ようとし、し
まいには性交渉をする場合も発見でき
た。深刻な場合には家庭内暴力(性暴力含
む)により、社会的保護施設に移動する場
合もあったので、多様な形態の対策準備
の必要性を知ることができる。
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真の愛平和学校開校

多文化青少年たちの夢と
気を生かす、『幸せ教育』を開始

真の愛平和学校開校および2015年度入学式のようす



真の愛平和学校の三大教育目標

真の愛平和学校の建学理念は愛天・愛
人・愛国であり、教育ビジョンは建学理
念を土台に多文化青少年たちの夢と気を
育てる『幸せ教育』である。二年間の教育
期間を通して、三大教育目標を達成させ
ようと思う。初めに高等学校卒業資格の
取得である。検定試験中心の教科授業を
通して、自分も出来るという自信を取り
戻し、本人が希望する上級学校に進学し
たり、進路探索を通して、関連資格を取得
できるように支援している。二つ目に国
際祝福多文化家庭子女のアイデンティテ
ィー教育である。韓国で多文化という社
会的偏見と統一教メンバーという宗教的
偏見を否定することはできない。代わり
に私たちの長所である、統一原理を中心
とした心情教育と世界的ネットワークを
持った摂理機関の連帯教育を通して、温
かな人格と専門的実力を備えた世界市民
として成長させる。三つ目は人生の自立
を支援する統合教育だ。
本校では４つのプロジェクトの授業を
行う。一つ目は旅行プロジェクトである。
自転車国土縦走、日本文化探訪、世界バッ
クパック旅行などである。旅行は自我尊
重感を高めてくれる驚くべき師匠であ
る。二つ目は語学プロジェクトである。旅
行が日本語と英語を勉強する動機付与
となる。三つ目は健康プロジェクトであ

る。体育、瞑想、音楽、美術、武術だけでな
く総合健康診断と治療を通して、心と体
が健康になるように指導している。四つ
目は奉仕プロジェクトである。定期的に
活動しているＴＰＳ食事奉仕団を初め
とし、自身の才能で分かち合いと奉仕活
動を繰り広げられるように機会を拡大
している。
定期授業は週５日運営しており、午前に
は検定試験中心の授業をし、午後には進
路探索に必要な特別講義と体験中心の授
業を行う。午後４時以降は希望者に限り、
個別学習を支援し、休み期間には特別プ
ロジェクトの授業を準備し、希望者を対
象に実施している。費用は授業料(実習お
よび体験活動費含む)を公立学校水準で
ある月20万ウォンとするが、寄宿舎費と
放課後の活動費は該当者に限り実費で選
択するようにしている。学校運営に必要
な費用の内、不足分は韓国家庭連合から
全額支援を受けている。(今年の場合、奨学
金1,300万ウォンとプロジェクト費用
1,000万ウォン支援)。寄宿及び通学は選
択できるようにし、寄宿舎は地方の居住
者を優先に選抜している。
去る３月、真の愛平和学校開校以降、12名
の学生(17名の学生の内、３名は検定試験
合格後中退、２名は個人の事情により中
退)と12名の教師たちが息を切らして一
年を過ごした。一ヶ月間参加した統一武

道サマーキャンプで教師と学生たちは熱
い汗水を流し、12日間の自転車国土縦走
は体力的な限界に挑戦しながら、自分も
出来るという強い自信を持つ助けとなっ
た。そして、日本文化探訪を通して、母の
国である日本に対する理解と、二世とし
ての価値を発見することが出来た。また
検定試験に５名合格し、１～２名が大学
に入学する予定であり、韓国史能力検定
試験、バリスタ資格試験、日本語試験等に
合格した。
開校２年目である2016年度にも真の愛
平和学校は多様な問題に挑戦していく。
学校運営に必要な経済的自立拡充、学習
能力の違いによる水準別授業方案、昼夜
がひっくり返っている学生たちの生活習
慣矯正、代案教育を指導する教師の専門
性、そして学生たちの逸脱行動に対する
対処等だ。真の愛平和学校では本質的に
原理的な観点ですべての問題にアプロー
チしていくが、受容者である学生たちを
配慮し、代案教育の本質である学生が主
体となり、自発的な参加を促すことがで
きるよう努力していく。教師の自発性と
学校の自律性、そして運営の柔軟性を中
心に学校内の共感帯を形成し、父母との
協力体制が構築される時、真の愛平和学
校の目標を達成することができるからで
ある。

ファン・インチュン｜真の愛平和学校長
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11月8日、東京都千代田区で「真の家庭国
民運動推進全国大会2015」（主催：同実
行委員会）が開催され、政界、学界、宗教
界、教育界など各界の有識者ら約900 人
が参加した。2014年4月、結婚と家庭の価
値を守り、日本創生の実現を目指して発
足した「真の家庭国民運動推進全国会議

（以下、全国会議）」。その後、全国会議の目
的を日本各地で展開すべく、同年6 月に
福井県会議が結成されたのを皮切りに、
今年10 月までに47 都道府県のすべてで
会議が結成された。

救国・救世運動として力強く推進するこ

と

全国会議では今年、「深めよう家族のキズ
ナ、広げよう家族のチカラ」をテーマに、
全国で「WE WILL STAND ! ファミリープ
ロジェクト2015」を実施、「ファミリーフ
ァーストキャンペーン」等が行われた。こ
の日の大会には全国会議ならびに各県会

議の役員などが集い、これまでの活動成
果を共有し、運動のさらなる発展を期す
る機会となった。
最初に、鈴木博雄・大会実行委員長（筑波
大学名誉教授）が主催者挨拶、「日本は歴
史上、幾多の危機に直面してきましたが、
それを乗り越えることができたのは伝統
的な家庭のおかげです。しかし昨今、個人
主義が蔓延し、家庭そのものが弱体化す
るとともに、様々な問題が頻発していま
す。今こそ、全国で志を同じくする者たち
と力を合わせ、この国民運動の推進を通
し、伝統的な家庭を再建し、国家再生のた
めに力を尽くしていきましょう」と述べ
た。その後、大会副実行委員長の徳野英
治・全国会議会長が同会議発足の意義と
活動経過の報告をした後、「救国救世運動
として、力強く推進していきたい」と決意
を表した。
続いてNPO 法人理事長が講師として記念
講演を行った。講師は塾を経営しながら、

50 年以上にわたって、家庭教育支援を行
ってきたスペシャリスト。最初に、急激に
進む少子化に伴い、青少年の傷害事件や
殺人事件が増加している現状に触れ、そ
れとともに19 歳以下の青年の自殺者が
547人（2013 年：「自殺の状況」警察庁調
査）に上っているなどのデータを示しな
がら、青少年を取り巻く事態の深刻さを
説明した。
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真の家庭国民運動推進全国大会2015

結婚と家庭の価値を守り、
国家再生のため尽力しよう

真の家庭国民運動推進全国大会2015記念撮影

真の家庭国民運動推進全国大会2015記念公演



そして、こうした事態を引き起こす子供
たちには、①心の居場所がない②自尊心
がない③人生の目標がない④他者から必
要とされていない――という共通する4
つの原因があると指摘。この4つの「な
い」がそろったとき、子供たちは非行や自
殺に走るようになると述べた。その上で、
こうした事態を防ぐための子供に対す
る家庭教育のポイントとして、①母性（母
親の愛情）を十分に与え、心の居場所をつ
くる②自信を持たせる③目標を持たせる
④存在意識を感じさせる――の4 つを挙
げた。
また、理想的な家庭を築くために夫婦関
係の重要性を強調するとともに、女性が
育児の中心であるべきとの考えを示し、

「もちろん男性のサポートも必要ですが、
子育てを負担と考えるのではなく、女性
に与えられた特権と捉え、楽しむ心でし

っかりと育児に励んでほしい。そうする
ことで親として成長することができま
す」と子育て世代の女性たちにエールを
送った。最後に、こうした家庭教育を継続
することを通して、子供の心は健全に育
まれ、家庭の絆を強めていくことができ
ると語り、話を結んだ。
その後、「ファミリーファーストキャンペ
ーン」の一環として行われた「キラリ！フ
ァミリー賞」の表彰が行われ、ファミリ
ー・エピソード部門とファミリー・ボ
ランティア部門で受賞した3 組に、それ
ぞれ記念の盾と賞金が手渡された。続い
て、結婚の神聖な価値の普及と平和で円
満な「真の家庭づくり」に向け、決意を込
めた宣言文「東京宣言」が読み上げられ
た。最後に、宣言文を記したパネルに大会
実行委員らが署名し、盛会のうちに幕を
閉じた。
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新聞やテレビで信じられない事件が

報じられていますが、その根本原因は

家庭の崩壊にあると思います。本日、

真の家庭運動を推進する全国大会が

開かれたことは非常に時宜を得てお

り、日本の未来のために望ましいこと

です。「家庭再建」という非常に大きな

テーマに取り組むためには、国民全体

を巻き込む運動にしなければならな

いと痛感します。
—  大学名誉教授

とても温かい雰囲気の感銘深い大会で

した。記念講演の中にもありましたが、

日本の親は子供の悪いところを先に言

うため、子供は自信をなくして悪くなり

ます。子供の良い点を褒めて育てること

が必要です。温かい家庭は子供を褒める

ところから始まると思います。この運動

をともに推進していきたいです。
—  元校長

結婚しない若者が増えてきています。

ある若者を対象としたアンケート調査

によると、結婚しない理由として、「束

縛されたくない。自由でいたい」という

回答がトップでした。これは言い換え

ると、結婚を束縛と捉え、その後の家庭

生活を通して得られるであろう喜び

や、成長に対する夢や希望を親や社会

も伝えられなかったということです。

この運動を通して、家庭の価値を改め

て喚起することがとても重要だと感じ

ています。
—  区議会議員

参加者
の感想

経過報告をする徳野英治全国会議会長(左側)と
挨拶の辞を述べる鈴木博雄実行委員長(右側)

約900名が参加した全国大会

東京宣言文パネルに署名する宋龍天総会長



去る11月20日から22日まで、ブラジル世
界平和統一家庭連合はブラジル統一教会
創立40周年と南米宣教50周年を記念す
るワークショップを開催した。南米の摂
理歴史に寄与した元老たちが招待される
中、公式的にブラジル統一教会を創立し
た金興泰会長も夫人と共に参加した。梁
昌植南米大陸特命総使が特別講話を語
り、南米大陸会長兼ブラジル天一国特使
である申東謀会長、ブラジル国家メシヤ
の小山田秀生会長、ワールドカープ權仁
成会長を含めた多くの指導者たちも参加
し、祝賀の場を共にした。
参加した指導者たちがブラジル摂理のた
めに精誠を尽くした過去の歩みについて
証しした。当時、彼らが感じた心情と真の
父母様に侍った経験について証しし、ビ
ジョン2020勝利のための決意を新たに
固めた。彼らの証しを通して、過去40年
間、天の父母様がブラジルを愛され、ブラ
ジルの国民たちを生かすことの出来る基
盤を築くために、たくさんの人々を送っ

てくださったということが理解できた。

持続的な発展のための契機となった

記念行事

天宙平和連合(UPF)が去る11月21日、スロ
バキアスポーツクラブ コンベンションセ
ンターで記念行事を開催した。この日の
行事にはブラジル統一教会の歴史に寄与
した指導者たちを含め、主要VIP約200名
が集まった。記念式はパラナ州家庭連合
責任者である、チャドスキー牧師の祈祷
で始まり、貴賓席にピーター・ハイザー
オーストリアUPF会長夫婦、クリスチャ
ン・レッフェルレッティエ ブラジル国家
メシヤ、マリア・ルシア・アメリとロー
ス・コレア サンパウロ州議員、そして平
和大使であるシーザー・ロマオ博士とレ
イナルド・コレア博士、及びホセ・レセ
ンデが参加した。
今行事を契機とし、ブラジルUPFのビジョ
ンを中心とした活動をより発展させよう
と、家庭連合の指導者たちとすべての州

責任者たちが招待された。セネサッカー
チームとジャルジンプロジェクト元責任
者であったシン・ミョンギ会長を含め、
ブラジル統一運動に寄与した歴史的な指
導者たちも大部分参加した。
まず司会者が真の父母様のビジョンと家
庭連合、女性連合、青年連合、カープ、そし
て天宙平和連合が全世界的に行っている
多様な分野の活動を紹介した。そして天
宙平和連合の全般的な活動をはじめと
し、オーストリア・ウィーンUN本部と協
力している活動を紹介した。
またシン・ミョンギ会長は平和文化のた
めの和合の重要性を強調し、結局このよ
うな文化は個人から始まり、家族と社会、
そして国家へと拡大しなければならない
と話した。そしてマリア・ルシア・アメ
リとロース・コレア州議員が40周年を迎
えたブラジル統一運動を祝賀し、真の父
母様に出会った経験と平和大使となった
過程について説明しながら、重い責任感
を感じると述べた。また、梁昌植会長はプ
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レゼンテーションの発表を通して、天宙
平和連合の活動を紹介し、宗教指導者と
政治人、そして学者たちの平和のための
寄与と献身を強調した。
夕食を終えた後には、平和大使５名の就任
式があった。新規平和大使たちはサンパウ
ロ司法裁判所元判事であるペドロ・メニ
ン博士とその夫人であるサンパウロ ブラ
ジル女性共和党指導者 フリーシラ・メニ
ン博士、警察署長フェルナンド・フィン
ト・シルバー博士、2008年北京オリンピ
ックメダリスト モリン・マギー、そして
青年指導者 ホセ・パサロであった。行事
が終わった後にはブラジル統一運動40周
年特集を企画した雑誌『ムンド・ユニフィ
カード』をすべての参加者に配った。

実体的な天一国を成そうとする決意で

一つになった閉会式

翌11月22日には、ブラジル統一運動の40
周年を記念する特別日曜礼拝を準備し
た。この日の礼拝は愛が溢れ、すべての参
加者の思いが一つになるのを感じた。開
会の辞に続き、天地人真の父母様に花束
が奉呈され、鮮鶴合唱団の合唱があった。
その後、ブラジル摂理の草創期に撮られ
た写真集とブラジル統一運動の歴史につ
いての映像を通して、食口たちは大きな
感動を受けた。
本礼拝で最も感動的だったのはシン・ミ
ョンギ会長が40周年を迎えたブラジル統

一運動を祝賀する真のお母様のメッセー
ジを朗読した下りであった。参加した約
1500名の食口たちが皆、お母様の愛を受
けたように見受けられ、ブラジルと南米
全域にいる子女たちに対するお母様の関
心と心情、そして愛を感じることが出来
た。2020年まで私たちは皆、神氏族メシ
ヤの活動において、必ず勝利することを
決意した。
この日、元老食口４名に感謝牌が授与され
た。現在の基盤を磨くために、南米摂理の
草創期から献身してきた元老食口たちに
感謝を表するために、カープ会員たちは孝
進様が作曲した歌を合唱した。皆がとても
楽しみ、しまいにはある参加者はステージ
に上がり、踊りを踊ったりもした。
礼拝が終わった後、金興泰会長が開拓時
代に、ブラジルの食口と共にした瞬間を
回顧し、教会の大講堂を建てたときとは
違う、主要事件について話を交わしなが
ら、参加者たちがビジョン2020の勝利の
ために、力強く前進することを決意でき
るように導いた。權仁成ワールドカープ
会長はブラジルを巡回しながら、若い食
口たちに出会ったことを含めて様々な経
験について語った。
ブラジルカープ会員たちと食口たちが閉
会式のための公演を準備した。その公演
には音楽とダンス、そして寸劇が含まれ、
愉快な文化の夜となった。すべての参加
者が幸せを感じているということを知る

ことが出来た。皆が2020年まで神氏族メ
シヤの使命を完遂し、ブラジルと南米全
域に実体的な天一国を成そうという決意
で一つとなった閉会式だった。
祝祭が終わった後には、全国の牧師と宣
教師、そして教会職員のための２日修練
会へと続いた。全部で90名が参加し、すべ
ての参加者が一つになる中で、40年の勝
利的な基盤の上でビジョン2020を勝利
するための決意で充満する雰囲気が厳か
であった。シン・ミョンギ会長がもう一
度ホームグループ、一対一伝道、オイコス
活動を通したビジョン2020の勝利を強
調した。佐々木協会長は国家基盤の造成
のために家庭連合、女性連合、カープ、青
年連合、天宙平和連合等、摂理機関の間に
均衡的な発展が重要であると強調した。
各州の責任者たちは地域の活動とホーム
グループ、カープ、天宙平和連合、女性連
合等、多様な分野で成功を収めるために、
どんな努力を注いでいるかを報告した。
すべての参加者が、過去を感謝の思いで
振り返り、未来をより強い決意を持って
出て行こうとする心構えとして記念式に
同参した。同時に、天の父母様と天地人真
の父母様が過去40年間ブラジルのために
捧げてくださった精誠に感謝し、ブラジ
ルを天の父母様に捧げるためにどんな困
難をも克服していこうという新たな決意
をした。

＜資料提供:ブラジル家庭連合＞
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感謝牌を授与された元老食口たち 記念ケーキカット

特別日曜礼拝で賛美を捧げる合唱団 平和大使任命状を授与された平和大使たち



数年間、天宙平和連合(UPF)中東支部が磨
いてきた平和大使の基盤を強化するため
には水準の高い教育が必要だと考えてき
た。これまで中東地域の各国で多くの平和
大使を任命してきたが、彼らを一つに束ね
ることはできなかった。ある人々は懸命に
活動したが孤立的で、またある人々は支部
を運営したが適切な権限がなかった。彼ら
に権限を付与し、効率的な活動に向けて現
実的な上級教育が必要だということを知
った。そこで2世を含め平和大使とUPF支
部長のセミナーを開催することにした。

中東を発展させる唯一の方法

秋風が古代都市のローマを取り囲んでい
る丘の上へと吹き込む中、平和大使とス
タッフは10月29日から11月1日にかけ
て、最近行われているUPF世界活動と平和
原理を検討しようとコーレ・マッティア
にあるUPF本部に集まった。
今回のセミナーは「中東問題の原理的解
法」という主題の上級編だった。モロッ
コ、エジプト、レバノン、イスラエル、シリ
ア、ヨルダン、トルコの協会長と2世のス

タッフを含めた平和大使らが参加した。
UPFイタリア支部のスタッフと平和大使
も一部に参加することにした。国家間の
相互作用が刺激となり力となった。
セミナーは参加者がそれぞれの地域でど
んな活動を展開しているかが分かるよう
に、平和大使が多様な経験を発表するブ
レインストーミングのセッションから始
まった。中東大陸会長夫人のマリリン・
アンジェールチが発表した最近の韓国の
摂理に関する報告を通して、真のお母様
と世界会長の近況を知ることができた。
続いてUPF中東支部のダビデ・フレイジ
ャー・ヘリス事務総長が創造原理の実用
性をプレゼンテーションで説明した。
その次に、家庭破壊についてと真の父母
様の祝福が唯一の解決策であり、我々全
員に必要であるという講義があった。参
加者全員がその内容に心から感謝し受け
入れていることに驚いた。シリアのレハ
ブビタル法律家兼芸術家は、「UPF創立者
の使命について細かな説明を聞けて感謝
している。これからは人々からファザー
ムーンとUPFについて尋ねられれば具体

的に説明できる。」と話した。
初日には中東とイタリア平和大使の対話
型セッションで盛り上がった。二つのグ
ループの経験を共有することで相互協助
のやり方が解るようになった。シリアの
難民救護活動をしてきた中東大陸の副会
長の報告に続き、これまで4年間レバノン
でそのような活動を行ってきたレハブビ
タルが報告を行った。
イタリア側からも家庭連合のジュセファ
ー・カーリ会長と女性連合のベティ・ニ
ストリ会長の報告があった。UPFサンマリ
ノ支部のジョルジオ・ガスペロニ事務総
長は、イタリアとイスラエルの若者の間で
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展開した広範囲の多文化活動を説明した。
そのような事が我々の活動をヨーロッパ
と連携し拡張していける基盤となった。
次の日は、私の真の父母様の生涯業績に関
するプレゼンテーション発表から始まっ
た。北朝鮮での真の父母様の生活やその後
の摂理に向けた犠牲的な人生に関する説
明から始まり、個人的に真の父母様に侍り
ながら経験した成長や喜びなどを話した。
時に参加者は感動し涙を流したりもした。
平和大使が真の父母様と心情的につなが
り、UPFの犠牲的な活動を理解するように
なった。エジプトからの参加者に正直な感
想を尋ねると彼は、「涙。この一言しか言葉
がありません。」と答えた。
その次にジョルジオ・ガスペロニが中東
でのUPF活動を支援するための様々な計
画を紹介した。そこでイタリア半島と中
東の平和大使が相互協力できる無限なる
可能性を見出すことができた。原理の適
用という同じ主題に従ってダビデ・フレ
イジャー・ヘリスが「葛藤解消に向けた

原理の適用」という主題のプレゼンテー
ション発表を続けた。その後休み時間に
一人の平和大使が筆者に「私の姉弟を許
せるよう力を貸してください。あなたの
力が必要です。」と頼まれた。今回の講義
内容は参加者の心に実質的に影響を及ぼ
したようである。
三日目は、中東の全平和大使に向けた「戦
略実行計画」を立てることで締めくくっ
た。UPFイスラエル支部のホドゥ・ベンズ
ビ顧問が主管し多くの生産的な提案が出
され、それぞれが更なる懸命な活動を心
に決めた。具体的に、定期的なオンライン
会議、多くの平和大使セミナー、定期的な
地域集会、資料のアラブ語翻訳、シリア難
民の女性や子供に向けた文化センター建
設、効率的なメディア活動、地域社会の指
導者にUPF教育資料配布およびUPFホー
ムページを利用した活動報告などだっ
た。それぞれが本国に戻り何をするべき
かを発表した。長い間イスラエルで我々
の平和活動を支援してきた企業家のイリ
ッガ・ダビデ・アシケナジに平和大使任
命状を授与し締めくくった。
夕方はゲームをしたり、我々の文化を共に
する時間を持った。我々が歌い踊った時間
にも各国の現実状況について深く話し合
う機会があった。こうして我々はイスラエ
ルやレバノン、またはヨルダンの人々だけ
でなく、より良い世の中を作っていくため
に努力する兄弟姉妹となった。
最後の日はローマを観光した。あちこち

を観光しながら分かち合った個人的な対
話を通して我々の絆は深まった。ローマ
を観て回っていると、それぞれの観点が
異なることが分かった。我々が無意味な
争いを止めれば、それぞれの国家もロー
マのようになれるという希望を持つよう
になった。平和が中東を発展させる唯一
の方法だという事実を、ローマを観て回
り確認することができた。
今回のセミナーは、スタッフの真の献身
で成功させることができた。UPFイタリア
支部とコーレ・マッティアスタッフの協
助と支援に感謝している。また司会を務
めたコリエール・ベンズビと志願スタッ
フのジュリエ・フレイジャー・へリスの
2世二人にもありがとうを伝えたい。1世
と2世の協力を通して、参加者により核心
スタッフの献身に感激する調和の雰囲気
が作られた。参加者全員が感じられた美
しいシナジー効果があった。今回のセミ
ナーが成功するよう協助してくれた2世
が誇らしい。
結論は、我々が真の父母様のビジョンと
心情を中心に結ばれた因縁であることを
確認した。平和大使が真の父母様の業績
を理解するだけでなく、今後の献身的活
動において新たな基準を立てた。それぞ
れの国家に向けた召命意識を感じ、真の
お父様の遺業を継承し発展するため、互
いに持続的な協力が必要であることが分
かった。
ウンベルト・アンジェールチ｜中東大陸会長
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今回のセミナーを通して、私個人と公的な人生について色々と考えさせられた。またこ
の組織の重要性や世界的な活動を知るようにもなった。文総裁と真の家庭の生涯活動
に賛同できて光栄である。講義は目頭が熱くなるほど感動的だった。講師の提言に従
い、より良い未来を開拓していくつもりである。 — イスラエル実業家

真の父母様と原理に関する大陸会長とダビデ・フレイジャー・へリスのプレゼンテーシ
ョン発表は感動的だった。発表者の真剣さとセミナー内の家族的な雰囲気で伝えられる
内容は、参加者にとってより理解しやすかったはずである。 — エジプト前NGO活動家

平和の理論的側面と実際の関係に対する有益な会合だった。この会合を通して我々の
多様な家庭、社会、国家において心と体の調和に対する重要性を悟った。私たちがもっ
と多くの活動を展開するためには、私たちの知識を活用して不屈の意志が必要である。

— レバノンカトリック神学者兼報道人

平和大使
の感想

将来の計画を発表するレハブ・ビタルシリア平和大使�



武道連合のダニエル・ゲタフン会長、サ
ムソン・タムラット総務、そしてジェナ
ゲブレル・デサレン師範は、修練期間中
の10月31日朝7時半、私と平和大使をカ
ザンチス地域にあるトレーニングセンタ
ーに招請した。そのセンターはYMCAの建
物にあった。武道連合は「血の兄弟クラ
ブ」として知られている。
エチオピア武道連合は1999年当時の家
庭連合会長だったケニア出身のE.P.アケ
チによって創立された。現在3歳から20
歳までの青少年を含め20名ほどのメンバ
ーが定期的に修練に参加している。3歳の
幼子も同僚として見ている。
10月からはビラン高等学校のホールを借
りてオープンした。その目的は高校生に
統一武道がどんな運動なのかを教えるだ
けでなく、人生の目的とする三大祝福を
教えてあげるためである。ジェナゲブレ
ル・デサレン師範兼講師は、人格教育に
おける核心は四位基台と話した。我々が
トレーニングセンターに到着すると児童
らが形(かた)を披露した。
エチオピアに超宗教巡回中だったUPFス
コットランド支部の支援で、我々武道連
合はノートパソコンとスピーカーを寄贈
してもらった。修練生を指導する方法を
改善していくのに確かに役に立つことで
あろう。第三の場所で武道連合関係者は、
現在まで獲得したメダルや優勝カップを
我々に見せてくれた。
去る8月25日、ケニアのモンバサで行わ
れた競技で優勝したカップをはじめと
し、つい先日まで3名の師範と1名の修練
生が様々な競技で13個のメダル(金、銀、
銅)を獲得した。彼らは我々の訪問をとて
も喜び、記念に優勝カップを手に取って
みたり、メダルにも触れてみるように言

った。我々の訪問と支援に感謝の意味で、
師範と修練生は真の父母様に向かって美
しく芸術的な敬礼をした。
我々はエチオピアではテコンドーが主流
なのにもかかわらず、懸命に統一武道を
学んでいる彼らに感謝した。実際には、師
範は大変な財政面、古びた器材、修練する
のに決して良い環境ではないなど厳しい
環境について説明した。彼らの義理、忍耐
そして何よりも統一武道に対する愛着に
驚かされた。

彼らは何の援助も受けていないにもか
かわらず、エチオピアに統一武道を保存
し発展させようと努めている。ジェナゲ
ブレル・デサレン師範は彼自身が統一
武道を遠ざけたり辞めたりするような
ことは想像もできないと話した。我々は
真の父母様が創始された統一武道をさ
らに多くのエチオピアの若者が知って
いけるよう断続して努力してもらうこ
とをお願いした。

サイモン・アマレ｜エチオピア協会長
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統一武道連合訪問記

❶�真の父母様に向かい敬礼を捧げる統一武道連合のメンバーたち

❷�武道の形(かた)を披露する統一武道連合のメンバーたち

❸�統一武道連合のメンバーたちが獲得した優勝カップを手にとって見る訪問客

❶

❷ ❸
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中央アフリカにあるカメルーンの
首都ヤウンデのカープセンターに
て、『若者のより良い人生に向けた
創造原理の理解』という主題のも
と初めて修練会が開催され、大学
生26名が参加した。創造原理、宗教
と科学がどうしたら創造目的を達
成するために一つになれるのか、
家庭の価値、どうしたら若い学生
が団結した家庭や社会を作ってい
くのに責任を全うできるかという
ことについて学んだ。
彼らはとても真剣で積極的だっ
た。質問をし、感想を発表して、そし
てワールドカープに感謝した。ほ
とんどの学生は11月に開催される
予定の次回の修練会に参加すると
約束した。私たちは彼らがカープ
の中心メンバーとなれるよう教育
していくつもりである。カープメ
ンバーがおもてなししてくれたお
やつを一緒に分かち合い、これに
よって和気あいあいとした雰囲気
が作られた。
これは私たちが祝福家庭というだ
けでなく、全食口からの内外共の
援助を受け開催されたカメルーン
カープ活動の新たな基準となっ
た。私たちはメンバー全員の潜在
力や決意をもって不可能はないと
信じ、ビジョン2020勝利に向けて
さらに団結し努力していくつもり
である。

<記事提供:�カメルーン家庭連合>

大陸別ニュース | 中央アフリカ  カメルーン

第一回カープ修練会
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❶�講師の講義を聞いている参加者たち

❷�講義の内容について質問する参加者

❸�第一回修練会の記念撮影



2世3世修練会
ニュージーランド教会では10月9日から
11日にかけて、2世たちの2泊3日の修練
会を実施した。今回のワークショップは

『天の父母様と真の父母様の愛を中心と
する人生を生きていく方法』という主題
を持って進められた。オーストラリアの
ジュリアス・ジコール協会長と平和大使
館のアンドリュー・ハーリム事務員が原
理を講義し、講義の後はチームを二つに
分け、2世たち自らが原理に対する質問を
作り答えられるよう指導した。参加した2
世全員が真剣に取り組み、原理の新たな

勉強方法に興味を示した。
二日目はスポーツデーでバスケットボー
ルやサッカーを楽しみ、三日目は日曜礼
拝に参加し、証しをする時間を持った。2
世たちは、天の父母様と真の父母様の愛
を体恤し実践して生きていく方法につい
て深く考えられる時間となったと発表し
た。今後もニュージーランド教会では若
い指導者養成に向けた教育を引き続き行
っていく予定である。

幼稚園の奉仕活動
バヌアツでは10月8日、5名の韓国の青年

宣教師とシドニーから来た2名の韓国ス
タッフと2名の現地の食口がエラコール
という地域にあるレインボウ幼稚園で奉
仕活動を行った。今回訪問した幼稚園は、
去る3月にサイクロン・パムの被害を受
けて以降、政府からの経済的支援が途絶
えた状態だったので切実に支援が必要な
状況だった。
幼稚園を訪問した時30名ほどの子供たち
が歌と踊りで私たちを迎えてくれて、私
たちはお返しにクレパスの贈呈や愛のネ
ックレス作りを行った。色紙を丸く作っ
てつなげてネックレスを作った後、飴玉
をつけて隣の友達に与えさせながら、い
つも友達と仲良くしていくようメッセー
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教会成長に向けた修練会と
奉仕活動

ニュージーランド

バヌアツ

バヌアツ・レインボウ幼稚園奉仕活動での記念撮影



ジも共に渡した。
短かったが貴重な時間を過ごした宣教師
とスタッフは、子供たちを通して天の父
母様と真の父母様に恩恵を感じることが
できたと口をそろえて話し、ヤグチ・ナ
オトシ青年宣教師は「現地人さえも関心
を持たない所に行き、天の父母様と真の
父母様の代わりに真の愛を分かち合えた
ことに嬉しく思い感謝している」と当時
の心境を明かした。
エラコールのレインボウ幼稚園は去る5
月にも天一国青年宣教師が訪問し、バヌ
アツ家庭連合でも定期的に訪ねていき支

援している幼稚園である。今後も持続的
な奉仕を通して天の父母様と真の父母様
の愛を伝えていく予定である。

教会成長に向けた活動
ソロモン諸島では21日修練を終え、その
週の10月23日から25日にかけて、2泊3日
修練を行った。
初日は午後6時に集まり2泊3日修練に関
するオリエンテーション、そして参加者
が互いに親しくなれるよう時間を持っ
た。二日目は午前と午後に原理講義を聞
いた。今回の2泊3日修練を通して一人の
対象者がセンターで生活することを決め
た。2泊3日修練と4泊5日修練を終え、希
望する人はセンターで生活をしながらメ
ンバーとファンドレイジングの活動に参
加し、原理の勉強を深く進めている。
ソロモンの教会成長に向けセンターで過
ごす日本の天一国青年宣教師と現地の食

口は、伝道活動に出て伝道活動で招待し
た伝道対象者とワークショップを行うた
めに毎週2回レモンジュースを作って販
売する活動も行っている。

真の父母様訪問15周年記念行事
マーシャル諸島では、真の父母様訪問15
周年を迎え記念行事を行った。真の父母
様は2000年10月15日から19日に、当時
の大統領ケーサイ・ノートと政府の招請
を受け国賓として訪問された。10月18日
の日曜礼拝の後、私たちはリゾートホテ
ルのレストランで記念行事を行い、その
席でケーサイ・ノート上院議員が15年前
の真の父母様の訪問に関する特別な気持
ちと、平和世界に対するビジョンに深い
尊敬心を表した。その後、参加者は真の父
母様訪問15周年を迎え、喜びと感謝の気
持ちで晩餐の時間を共にした。

<資料提供:�オセアニア教会本部>
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❶�バヌアツ・レインボウ幼稚園にクレパス

を贈呈する奉仕団員

❷�バヌアツ・レインボウ幼稚園の園児たち

❸�ワークショップの経費をまかなうための

レモンジュース用ペットボトル洗浄作業

❹�ソロモン諸島二泊三日修練会の参加者

たち
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❹

ソロモン諸島

マーシャル諸島



伝道をするようになったきっかけ

去る天一国3年天暦３月21日(陽暦5.9)、天
福宮の大聖殿で行われた『2014年下半期
100日活動全国優秀家庭授賞式』に僕の
両親が出る予定でしたが、父の代わりに
僕と弟が行くことになりました。大聖殿
は宮殿のように黄金色に光っていて、男
性はスーツ姿、女性は白い正装を着てい
ました。本当に美しい光景でした。
授賞式が始まり柳慶錫協会長が入場し
ました。実は、それまで僕は柳慶錫協会
長が誰なのか、何をしている方なのかな
ど全く知りませんでした。協会長を見て

「いったい誰なんだろうか？」という疑
問がわきました。大型スクリーンでは真
の父母様の生涯と業績の映像を映して
いました。その映像を見て大きな感動の
涙が目に浮かびました。隣にいた母に涙
を見せたくなくてそのまま目を閉じ祈
りました。
映像が終わり、協会長が壇上に上がって
み言を語ってくださいました。次に優秀
家庭は既に賞状をもらっていて席に着い
ていましたが、最優秀家庭が壇上に上が
って協会長から直接賞を受けました。そ
れを見て「やっぱり最優秀家庭は誰にで
もできることではないんだなあ！」とい
うことを悟りました。そして更なる大き
な悟りを受けました。それは制服を着て
前列に座り授賞式に参加していた学生た
ちでした。正装の大人に混じっている制
服を着た学生の後姿を見ながら「僕もあ
の中に入りたい」と思いました。

授賞式が終わる前に司会者が「この授賞
式が終われば協会長ご夫妻と記念写真を
撮る予定です。」という声が僕の耳に入っ
てきました。僕も列に並び39番目に協会
長ご夫妻と記念撮影を撮りました。初め
て協会長を近くで見て、明るく澄んだ感
じがして「訳もなく高い座についておら
れる方ではないんだな」と尊敬するよう
になりました。その時僕も伝道というの
を一度やってみようと初めて心に決めた
貴重な日でした。

真の父母様の夢

ある日SNSを見ていたら巨人の遺骨を発
掘している映像を目にしました。僕は巨
人が本当に実存していたのかを確かめよ
うと、インターネットで聖書のみ言を一
つ一つ調べてみました。そして創世記6章
よりネピリムという巨人を探し出しまし
た。調べ終わった後、『聖書』といえば天一
国経典『天聖経』が思い浮かび、すぐに『天
聖経』を手に取り調べていると真の父母
様の尊影(写真)を見つけて、その尊影がと
ても気に入ったので携帯電話の壁紙に設
定しました。
次の日の夜中凄いことが起きました。僕
が真の父母様の夢を見たのです。僕にと
ってとても光栄でしたが、もう一方では
恐ろしくも怖くもありました。僕は朝か
ら牧師に連絡を取りました。牧師はその
夢の内容を解いて下さりました。その夢
は天の父母様からのメッセージだという
ことがわかり、僕は安心しました。

夢の内容

ある日、外から聞こえてくる騒々しい音
で眠りから覚め、寝巻きを着たままアパ
ートから外に出ました。玄関の門を開け
て廊下に出た瞬間、とても驚いて開いた
口がふさがりませんでした。その理由は
僕が住むアパート団地だけが残り、他の
アパートはなくなっていたからです。ア
パートがあった所には舞台が作られてい
て、舞台の下には白い服を着た多くの人
々が集まっていました。僕は気持ちを落
ち着かせてすぐにエレベーターに乗って
1階まで下りて行きました。
アパートから外に足を踏み出した瞬間、
落ち着かせた心が再びドキドキしだしま
した。僕のアパートのすぐ横に天正宮博
物館が立派に建てられていたからです。
そして天正宮博物館の向かい側の舞台の
上では柳慶錫協会長がマイクを持ってみ
言を語っておられました。僕も協会長の
み言を聞こうと多くの人々の中に入りま
した。その時、協会長が大きな声で「では
全員後ろを向いてあそこに見える天正宮
博物館まで頑張って走っていきましょ
う！」と語られました。そしてそこにいた
全員が後ろを向いて「アジュ！」と叫び、
喚声を上げながら天正宮博物館へと走っ
ていきました。僕も一緒に走りました。
その時協会長が僕の名前を呼びました。
僕は走っていたのをやめ、後ろを振り返
りました。多くの人々が僕の横をかすめ
るように走っていました。しかし僕の後
ろを走っていた多くの人々はどこに行っ
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真の父母様と一緒なら
不可能は無い

韓ソギン｜忠南教区 洪城教会 成和64期(中学二年)



たのかいなくなり、僕の前を遮っていた
人もいなくなりました。僕の横だけをか
すめて走っていました。まるでモーセの
奇跡のようでした。協会長は僕を見てこ
っちに来るよう手招きをされ、僕は舞台
まで続く一本道を歩きました。
僕は壇上の上におられる協会長を見上げ
ていて、協会長は壇上の下にいる僕を見
下ろしていました。そしてニッコリと笑
顔で「真のお母様がお前を待ち焦がれて
おられる。今舞台のすぐ後ろにおられる
からすぐに行って真のお母様に会って来
い！」と言われました。僕はすぐに真のお
母様がおられる舞台の後ろに行きまし
た。真のお母様は「聖衣」を身にまとい「聖
冠」をかぶって「天皇棒（てんこうぼう）」
を持っておられました。そして天の父母
様の霊璽(印章)である『真聖徳皇帝』と天
地人真の父母様の霊璽(印章)である『天皇

（てんこう）』を傍に置いて椅子に座って
おられました。隣の椅子には真のお父様
の聖衣と聖冠が置かれてありました。と
ころが僕は寝巻きを着た状態だったので

気安く真のお母様の前に近づくことがで
きませんでした。僕は寝巻きを着替える
ために家に帰りズボンを穿いている時、
ヘリコプターの音がどんどん遠ざかって
いくのを感じました。外に出てみるとさ
っきまであった全部が消えていました。
その夢を見てから、僕は朝の訓読会に出
ました。朝の訓読会を通して伝道できる
ようになり、また伝道を楽しめるように
なりました。天の父母様、真の父母様と一
緒ならば不可能は無いということがわか
りました。

伝道をしながら辛かったこと

まず伝道において大変だったのは、キリ
スト教の友達の反対と抵抗でした。友達
は僕の前であたり構わず異端だとか、見
せかけの宗教だと批判し、本当に泣いて
しまったことがあります。彼らが僕や統
一教会を非難し批判することは、僕や先
祖の罪を蕩減し悔い改めることであると
いう内容を『天聖経』で読んだことがあっ
たので、様々なプライドを全部捨てて落

ち着いて彼らの非難をすべて受け入れて
あげました。
そして最後に彼らに一言言いました。「お
前たちが心底神様を信じ神様と共にす
るのならば、同じ神様を信じる僕をそこ
まで悪く言う筋合いはない。」とです。友
達はしばらく黙っていると「確かにお前
が言っていることは間違っていない。」と
言い引き下がっていきました。僕は、この
ことは天の父母様の計画であると信じ、
続けて伝道しました。現在は初の霊の子
となった朴サンヒ君も一緒に伝道をし
ています。

決心と覚悟

「伝道は天の父母様の失った子女を天の
父母様の前に連れて行き、教えて信じて
侍っていけるようにする僕の使命であ
る」という言葉を胸に刻み、今後も死生
決断、全力投球、実践躬行し、懸命に祈り
精誠を尽くして伝道し、ビジョン2020
に向かい中断無く前進していくつもり
です。
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特別活動優秀家庭授賞式に参加した韓ソギン学生



2015年、True Peaceマガジンにお送りくださった

関心とご声援に感謝申し上げます。

天一国四年も食口の皆様の

変わりなきご指導ご鞭撻を期待し

真の父母様の恩恵と愛が

万事に溢れることを祈願いたします。

― TP Magazine 編集委員一同 ―


