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天一国4年、2016年丙申年の新年が明けた。真のお母様は3年間の侍墓精誠生活をされた土台の
上で、真のお父様の聖和3周年追慕行事を厳粛に奉献され、今や心の重荷から解き放たれて、天一
国創建の大役事に新しく集中されることの出来る時代を迎えられた。それと共に天一国の民となっ
た私たちも去る3年間の父母を失った『孤児』として落ち着きのない状況を脱し、真の父母様の遺
志を継承・発展させようという子女としての責任を痛感し、天一国実体化運動に全力投球すべき新
年を迎えた。
今この時代は真のお父様が蕩減復帰歴史の苦難の路程を全身で耐え忍び、天の父母様が召命さ
れたメシヤ、救世主、真の父母の道を勝利された基盤の上で、2013年天暦１月13日に宣布された、
『天一国創建理想』を本格的に実体化する時代に入ったということである。何よりも過ぎし3年
間、真のお母様が限りなき悲しみを毅然と振り払われ、「中断はない。前進あるのみだ」と激励さ

れ、天一国定着の摂理的課題を一つずつ成就されていったので、今や天一国定着の具体的な準備が丹念に成されていっているこ
とを実感する。
真のお母様は家庭連合が天の摂理の中心宗教として、高く立てるようにされるため天一国経典の編纂作業を督励され、天一国経典
『天聖経』、『平和経』、『真の父母経』の三大経典を完成されることで、万代に伝えられる真理体系を完成させてくださったことは、
真に偉大な業績である。ひいては天一国の我々のみが単純な信仰的言語ではなく、私たちが実体的に生きるべき天主権の国であり、
天一国の人々が一心・一体・一和・一念で生きるべき人生の共同体であるため、それを治める体系として、天一国憲法を制定されたの
も、天一国実体化のためのもう一つの基礎を置かれた、重要な業績だと言える。
今や天の摂理は真のお父様が率いられた苦難の『荒野時代』から、真のお母様が率いられる『天一国時代』へと転換する時を迎え
るようになり、真のお母様はヨシュアのような次世代の指導者たちを養育し、訓練させる特別教育プログラムを開発し支援されること
で、二世たちに責任意識と主人意識を持たせる新たな息吹を起された。今までクレインズクラブを草案され、様々な専門的知識を持
って、世界の様々な分野に従事する二世たちを集め、真の父母様の愛圏と原理価値圏内で生きるように導いてくださり、彼らは世の
生活の中で真の父母様の誇りある子女であることを証ししようと努めている。
去る聖和3周年の記念行事で最も大きな関心事であった『第一回鮮鶴平和賞授賞式』は、真のお父様の思想と業績を世界の前に宣
揚し、世界指導者たちに世界平和と人類の幸福のために進むべき方向を教示することで、真の父母様が神様の解放と人類救援、そし
て世界平和のために尽くしてこられたことを、世に根付かせる門を開かれたのだ。このような真の父母様の勝利的業績の上で、天一国
創建の実体化は今や私たちの手にかかっている。私たちはこのように尋ねる。「真の父母様が宣布された天一国はどこにあるのか。
この世は一つも変わらずに争う地獄の姿そのものではないか、一日も心安まる日のない、葛藤と戦争、及び殺戮が行われる世界はよ
り大きな破局をたどっているのではないか？」
私たちは天一国を外で探そうとし、誰かが作ってくれる天一国を享受しようとしているのではないか、自問してみるべきである。真の
父母様が宣布された天一国はまさに「私」から出発し、私の「家庭」から実践されるべきであり、この天一国の理想と価値、そして人
生の規範を社会に拡散し、天一国理想を私たちの手に安着させなければならない。私たちのために天一国を創建してくれる人は誰も
いない。私たちの手ではないほかのどんな手も私たちの代わりとはならない。天一国創建は完全に私たちの責任であることを自覚し
なければならない。天一国創建は期限が決められた、終末論的信仰告白ではなく、私たちと人類が人生の中で実践し、成すべき宿命
的課題である。
私たちが経てきた荒野時代には、天の父母様と真の父母様に対する垂直的絶対信仰で、私たちが天一国創建の願いを守ってきたな
らば、天一国定着時代には真の父母様の教えを具体化し、真の愛を実践することで水平的『愛の分かち合い』として真の父母様の子
女、すなわち『天一国の民』というアイデンティティーを表し、世界を変化させなければならない時代である。明け来る2016年の新年
に真の父母様をお迎えし、私たち皆が正午定着の影のない人生として個性を完成させ、真の家庭の理想を私の家庭から完成し、連帯
し、『家庭連合』の理想を実現させ、世に出て、「ために生きよ」とされた真の父母様の教えを実践し、真の父母様が祝福された『神
氏族メシヤ』の使命勝利によって天一国創建の種となることを決意しよう！

	 巻	頭	言

天一国安着と天一国の民の人生
朴魯熙｜ヨーロッパ大陸特命総使
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尊敬する前・現職の国家元首、世界各国か
ら来られた指導者の皆様。そして、国内外の
貴賓の皆様。私の八十四回目の誕生日と韓
鶴子総裁の誕生日を祝賀するために来臨く
ださったことを心から感謝申し上げます。何
よりもまず、きょうまで私たち夫婦を守り、共
にいてくださった天のお父様に、このすべて
の栄光をお捧げいたします。

人類始祖の堕落によって失ってしまった

神様の祖国

私たち夫婦は、かつて神様からの召命を受
け、生涯を神様のみ旨を成就してさしあげる
ことに捧げてきましたので、神様を抜きにし
ては私たちの誕生日の祝いも受けることが
できません。したがって私はきょう、「神様
の祖国と平和王国」という題目のみ言を私
の挨拶の言葉に代えさせていただきたいと
思います。
皆様、人間始祖のアダムとエバが堕落してい
なければ、どのような世界になっていたと思
いますか。アダムは、その家庭の長になって
いたはずであり、その民族の族長になってい

たはずであり、その国家の王になっていたは
ずです。その世界は、アダム主義で始まり、ア
ダムの伝統、アダムの文化、アダムの生活様
式だけが存在するアダム世界になっていた
はずです。その世界は、正にアダムの祖国で
あり、神様の祖国になっていたはずです。
しかし、人類歴史は、不幸にも堕落した先祖
から始まりました。神様とは無関係なサタン
主管の世界に転落してしまったのです。神様
を父母として侍り、永遠無窮の平和王国を
築いて生きていくべきだった人類が、悪の本
体であるサタンの奴隷となり、罪悪と苦痛の
世界で、神様の胸の中に恨を植えて生きてき
たのです。
皆様お一人お一人の生活について一度考えて
みてください。創造主の意向とは反対に、私
たちの心と体は、絶えず葛藤と闘争を繰り返
しています。歴史上、心と体の完全統一を達
成した人がいたでしょうか。また、皆様は、
六十億を超える今日の世界において、果たし
て体を心に一〇〇パーセント屈服させ、心の
道のみに従って生きている人がいると思わ
れますか。そして、今日の社会と国家はどうで

しょうか。個人の心と体の間に根を下ろした
葛藤と利己心の壁は、社会と国家の間にも
難攻不落の要塞のように強固に立っていま
す。お互いに兄弟姉妹となって暮らさなけれ
ばならない人種間の紛争は、今も世界平和
を脅かす深刻な問題として残っています。
人間の霊性を回復させて重生救済のみ旨を
達成し、人類を神様に復帰させなければな
らない宗教までも、その本分を忘れたまま、
偏見と葛藤の沼から抜け出すことができず、
今では、その度を超して殺戮と戦争の要因
になっているという現実を、私たちは目撃し
ています。
人間の本心が指向するところはどこでしょう
か。数えきれないほど多様化した様々な壁と
国境の中に閉じ込められ、思いどおりに息も
できずに暮らすのが私たちの望みでしょう
か。違います。私たちが願うその世界は、東
西南北、四方のどこを見渡しても境界線がな
く、垣根のない自由の世界であり、平和の世
界です。
私たちは、このような本然の祖国を願ってい
ます。神様が数千年間お待ちになった祖国

	 真の父母様のみ言	1

神様の祖国と平和王国
真の父母様御聖誕祝賀記念式｜2004年１月27日、韓国、ソウル、蚕室室内体育館
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であり、人類が歴史を通して願ってきた祖国
です。祖国と言えば、もちろんある特定の国
家的な基準を前提に語ることもできますが、
その本然の祖国は、私たちが簡単に考える、
そのような国ではありません。
一つの国を建てるためには、主権と国民と
国土が必要です。人類歴史を調べてみれ
ば、数多くの国が興亡盛衰を繰り返し、数多
くの主権が交代しながら、多くの命を犠牲に
してきたという事実を発見するようになりま
す。その多くの殉教者たちは、ある一時に現
れる本然の祖国を希望として死んでいった
のです。
その祖国には、どのような宗教も必要なくな
るでしょう。皮膚の色の違いで人間の価値
を判断しようとする愚かな過ちを犯す世界
ではありません。私たちの心と体を分けて
苦痛の中に押し込んだ人間一人一人の壁は
もちろん、いかなる形態の境界線も、いかな
る規模の国境も承諾されない所でなければ
なりません。
皆様。私たちがきょうも身を置いているこの
地球星全体が、正に人類が何よりも願って
きた祖国であり、神様が数千、数万年の間、
願ってこられた祖国だというのです。今人類
には、天が願う基準の世界国家を建て、今ま
で天のみ前に怨讐の行為ばかりを繰り返し
てきたサタンを審判し、悪を除去して善の
みを中心とする平和の天国をこの地上に成
し遂げておく責任があるのです。これが正に
神様の願いであり、イエス様の願いであり、
今まで摂理路程において殉教の道を歩んで
まで貢献してきた先祖の願いだったことを、
私たちは忘れてはいけません。

理想世界は真の血統の伝授と

真の愛の実践で

しかし、そのような理想の世界は、自動的に
訪れるのではありません。願ったからといっ
て、誰もが自力で成就できるものではないの
です。堕落の後裔である私たちは、祝福結婚
を通して新しい血統を伝授され、真の愛の道
を実践躬行しなければ不可能なことです。

真の愛の生活とはどのようなものでしょう
か。それを一言で言うならば、「ために生き
る人生」です。人が自分のために生きてくれ
ることを願う前に、先に人のために生きる人
生です。ために生きてあげたことを忘れてし
まう人生です。ために生きてあげたからとい
って、何かを期待する人生ではありません。
そして、ために生きてあげても、もっとために
生きてあげることができずにもどかしく思う
人生です。ために生きるにおいても、謙遜に
頭を下げてために生きる人生です。
レバレンド・ムーンが、過去数十年間、祝福
結婚の摂理を継続してきた理由が、正にこ
こにあるのです。堕落した先祖から偽りの生
命、偽りの愛、そして偽りの血統を相続した
人間は、選択の余地もなく偽りの人生を生き
てきたのです。したがって、天から真の父母
の使命を受けて出発した私たち夫婦は、生
涯を捧げて、祝福結婚を通して偽りの父母
の元凶であるサタンを除去し、真の父母とし
て真の生命、真の愛、真の血統を人類に伝
授してあげるために、天命を実践するという
一筋の道を歩んできました。

私たち夫婦は、すべての蕩減条件を立てて
勝利した実体の真の父母の資格で、野生の
オリーブの木になってしまった人類の血統を
断ち切り、真のオリーブの木を接ぎ木して、
真の血統を繁殖させてきたのです。野生の
オリーブの木は、千年たっても野生のオリー
ブの木です。このように接ぎ木を通しての
み、血統転換が可能なのです。
皆様。今、明るい天の時代が到来しました。
希望をもってレバレンド・ムーンのメッセージ
を受けてください。一九六〇年度に、たった
三双から始まった祝福結婚の歴史が、今で
は四億双に至っています。さらには、霊界に
は千二百億双を超える祝福家庭が暮らして
います。真のオリーブの木の畑が野生のオリ
ーブの木の畑を圧倒しています。
この真のオリーブの木であるすべての祝福
家庭たちが、真の血統によって一致団結して
実践する「ために生きる人生」が、今全世界
に燎原の火のように広がっています。この地
上に、垣根や国境のない自由と平等の国、喜
びと幸福の国、神様の祖国、平和王国がこの
ように成し遂げられるのです。
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私に会いたかったですか？とても会いたか
ったですか？嬉しいです。女性たちが多い
ですが、母の時代になったからそうなので
しょうか？

キリスト教の摂理歴史は

独り娘を探し出す摂理

今回、トップガン修練生の前で、私が、私た
ちは天一国定着のみならず、安着に向かっ
て行かなければならないと話しました。この
「安」の字を見ると、ウ冠の中に女です。そ
うですね？これが平安の『安』となるので
す。世の中でも大きい家を建てれば、その家
の主人は誰でしょうか？男性ですか、女性で
すか？韓国では夫を「外の旦那様」と言いま
す。夫人は「奥の間の奥様」です。夫は家長
の居間 、亭主です。それはどういうことかと
いうと、摂理歴史において女性の役割が重
要だということです。

神様が天地創造をされ、美しいとおっしゃら
れました。見るに良いといいました。ですか
ら一男一女、アダムとエバを創造され祝福な
さいました。なぜでしょうか？アダム・エバに
責任を与えられました。神様の願いとアダ
ム・エバの願いは一致しなければなりませ
ん。神様は人類の父母になりたかったので
す。霊的な父母のみならず、実体世界の父母
になろうとされました。それで天地創造をさ
れたのです。
アダム・エバに成長期間を与えられました。
その期間には神様と絶対的な立場で責任を
果たす成長期間です。完成した時、神様はア
ダム・エバを祝福されたことでしょう。そし
て、太初、人類の真の先祖、真の父母として
立てようと摂理をされたのですが、どのよう
になりましたか？今日の人類歴史を見ると
き、神様の創造の目的（に適った歴史）では
なかったということが分かるでしょう？

人類歴史はもちろんのこと、聖書でいう六千
年歴史は、神様が人間始祖を立てるために
探し求めてきた蕩減復帰摂理歴史でした。
悪なるサタン世界に善なる人と民族を立て
て摂理歴史をされるのですが、その当時を
見ても、サタン世界には多くの国々が形成さ
れていました。そこで、神様はイスラエルとい
う選民を育てて来られながら、国家基準に
至るまで（待たれ）、直接ご自身が摂理をす
ることができる、サタン世界にご自身だけが
主管することのできる基盤を準備して独り子
を送ってくださいました。
それほどにイスラエル民族が望んでいたその
日が来たというのに、独り子を迎えながらも、
侍ることができませんでした。選民として最後
に果たすべき責任を果たせなかったという話
です。その時は、ローマ帝国が非常に強かっ
た時代です。「すべての道はローマに通ず」と
いう言葉が出てくるほどに世界の主導権を握

	 真の父母様のみ言	2

お母様の歴史は
誰も代わりがいない

日本忠孝家招請午餐会のみ言｜2015年12月６日、天正宮博物館
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っていたのです。そのような中、中心人物のマ
リヤも責任を果たせず、ザカリヤ、ユダヤ教、
イスラエル民族、4千年もの長き歳月をかけ
て育ててきた民族が、中心人物として責任を
果たせないことにより、イエス様は立つ場所
を失ってしまったのです。それゆえ結論を言う
ならば、十字架に亡くなられる道しかありませ
んでした。亡くなられながら、「再び来る」、再
び来て何を行うのかも（黙示録に）説明があ
ります。「小羊の婚宴を行う」と。
このみ言を見れば、神様が天地創造をされ、
アダム・エバを創造されたように、蕩減復帰
摂理路程に独り子を送られたならば、独り娘
という位置もあるという話です。理解できま
すね？後ろに座っている人もどんな人なの
か、私が見なければならないですね。近くで
見るとどうですか？嬉しいですか？2000年の
キリスト教の摂理歴史は独り娘を捜し求めて
きた摂理であるのです。話が通るでしょう？
ところが、クリスチャンは（そのことを）知り
ません。キリスト教は（ペンテコステの時に）
マルコの屋根裏部屋（屋上の間）での聖霊
の役事を通して出発した宗教です。イエス様
が3年間の公生涯路程において語られたみ
言はそれほど多くはありません。天秘、天の
秘密、真実を明かすことができませんでし
た。そしてその真実を胸に抱いたまま、「再
び来る」とおっしゃったのです。しかし、その
準備をすべきであったキリスト教基盤は、摂
理歴史に無知でしたが、聖霊の役事によっ
て2千年を経ながら、根本は分かりませんで
したが、それでも一時のために準備し、基盤
を築きました。わかりましたか？

独り娘はサタン世界から分別した

神様の娘

民主世界が誕生したのは、再臨のメシヤを
迎える準備でした。そのような責任を果たす
べきアメリカが責任を果たせなくなるとき、
お父様は、40年間、アメリカを生かし、世界
を生かそうと、血の涙を流す摂理を行ってこ
られました。今回シカゴでＡＣＬＣの会議が
あったというニュースを聞いたと思います。

お父様はアメリカと世界を救うために、科学
者大会だとか、教授協議会を通して多くの
教育をして来られました。
その当時、アメリカは斬新だとして、最初は
お父様を受け入れました。しかし、共産主義
者たちと一部のクリスチャンの陰謀により、
ダンベリーに行かれました。1985年、そうで
しょう？その時、お父様は、科学者大会を通
して、「共産主義の終焉」を宣布しなさいと
おっしゃいました。その当時の大会の会長は
今でも健在のモートン・カプラン博士でし
た。彼は東西の政治においてとても学識の
広い人物であり、世界に名が知れた学者で
した。彼をお父様がダンベリーに呼ばれ、「
あなたが今回、共産主義は滅びると言いな
さい」とおっしゃいました。
その時、彼は自らがこれまで積み上げてきた
世界的な名声と人望を考えると、いい加減な
ことを言うわけにはいきませんでした。言う

なれば恐怖です。それで、お父様にこのよう
に言いました。「多分(maybe)、という言葉を
入れてみてはいかがでしょうか？」と三度に
わたってそのように話しました。ところがお父
様は「NO!『滅びる』と言いなさい」とおっし
ゃいました。そしてどこで宣布がされました
か？皆さんは知っていますか？スイス・ジュネ
ーブのインターコンチネンタルホテルで、ソ連
大使館が目の前にあるその場所で、「共産主
義は滅びる」と宣布したのです。
その当時、共産主義は強大な勢力を持って
いました。誰も知りえない摂理をしてこられ
た父母様を皆さんは知っているでしょうか？
それだけではありません。40年、50年の摂
理歴史で、世界を、地球を数え切れないほど
巡回しながら、摂理を進めてこられました。
そして皆さんに何を最後に託されましたか？
天が念願し、人類が望む一つの世界、天一
国の定着と安着をすることのできるその時(
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を迎えるために)は、皆さんが責任を果たさ
なければなりません。
本来、メシヤは、国家が歓迎する立場で、国
家基盤の上で世界摂理を行うべきなので
す。その道を天は築いて下さったのに、キリ
スト教が責任を果たせませんでした。そのこ
とによって、真の父母様は環境を失った立場
から、どん底から再び這い上がって来なけれ
ばなりませんでした。その環境創造の期間は
とても心痛む日々でした。六千年という長い
歳月を通して、人類に祝福の位置に同参す
ることのできる道を開いてくださり、この地
に真の父母様を送ってくださったのに、（歓
迎される）環境が作られなかったために、真
の父母様自らが、どん底から開拓し、上がっ
ていかなければならなかった蕩減復帰摂理
歴史は、あまりにも凄絶でした。天のみが知
る道でした。
真の父母によって祝福家庭が誕生しました
が、祝福家庭はその場でとどまるのではな
く、氏族、民族、国家を復帰すべき責任があ
るのに、その責任を果たせませんでした。い
まや、お父様の聖和をおいて、そのような環
境が作られなかったことによって、大母様の
役事があったというのです。大母様の役事は
天が命じられた役事です。ですから、人間世
界の数多くの祝福家庭がいますが、「お父
様、真の父母、再臨のメシヤ、救世主、万王
の王」の前に、その環境を作って差し上げる
ことができず、その位置を知らずにいる無知

な人々だけしかいなかったため・・・。大母
様は摂理歴史を知る方でした。
先ほども私が話しましたが、キリスト教2千
年歴史は、独り娘を探し求めて来た摂理だ
という話をしました。独り娘。独り娘はサタ
ン世界から分別された神様の娘として生ま
れなければならないのです。そのような条件
を備えた立場にいたのが私でした。世は知ら
ずとも、サタンは知っていました。それで、私
が生まれる瞬間、サタンはこのように言いま
した。「お前が生まれることによって私は滅
びるようになった。だから私はお前を殺さな
ければならない」といって私を殺そうとしま
した。ところが大母様が闘って勝利しまし
た。それで私が今日この場にいるのです。分
かりましたか？

一心・一体・一和・一念の場に出て行く

ならば勝利することができる

そのため、大母様はキリスト教の背景をもっ
て、神様の摂理歴史を知る立場で独り娘を
出生させた乳母のような立場で一生を送り
ました。それを天の父母様は知っています。
それゆえ、大母様が霊界から、地上にいる
摂理歴史について教えても分からない不足
な祝福の子女（祝福家庭）たちを、どのよう
にしましたか？悟らせたのです。それで清平
役事が始まったのです。
ところで大母様の摂理役事は、お父様を再
臨のメシヤ、万王の王として、お父様に栄光

を捧げ侍るその責任を果たした立場であっ
たために、大母様の摂理は霊界ではより忙
しいのです。清平はいまやすべての秩序が
整い、成長した立場であるため、個 人々が父
母様と一つとなった立場で精誠を捧げるよ
うになるなら、大母様の役事を皆さん自ら
が体験することができるでしょう。分かりま
したか？その事を皆さんは知らなければな
りません。一生を再臨のメシヤに侍る立場
で、公的な立場で生きた方です。天地の前
に、唯一の忠臣でした。
ですからお母様の役事は誰もすることがで
きません。私でなければなりません。今、皆
さんが私と共に一心・一体・一和・一念の立
場で進んでいくならば、勝利できますか？で
きませんか？（できます）皆さんは、祝福さ
れた人です。世の中に70億人類がいますが、
どうやって皆さんが私に会えたでしょうか？
私（真の父母）によって祝福家庭が生まれま
した。そうでしょう？
皆さんの生活は日々感謝する心で、私が生き
ている間、未来の為に、ここが信仰の祖国で
す。本郷苑です。私（真の父母）が新しい文
化を創出しなければなりません。そこに皆さ
んは協助しますか？しませんか？ですから
10年以内に世界人の聖地として作ろうと思
います。そこに皆さんが同参してくれることを
願います。健康に気を付け、体を管理してこ
の大役事を共になして行きましょう。お願い
します。
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私に会いたかったですか？どれくらいです
か？すこし照明が強すぎるので、サングラス
をかけます。

真実を明かす時がきた

毎年、12月には、私たちが感じることです
が、特にキリスト教基盤であるアメリカでク
リスマスをどのように考えているのかとても
気になります。皆さんに一つお伺いします。
イエス様が準備された周辺の人々が責任を
果たせないことによって、やむなく十字架に
かからざるを得ないことを悟られ、イエス様
は弟子たちを集めて「最後の晩餐」を開か
れましたね？その時のメニューが何だったで
しょうか？ここにいらっしゃる有名な牧師た

ちはご存知でしょうか？何でしょうか？
15世紀にレオナルド・ダ・ビンチという有名
な画家が「最後の晩餐」の絵を描きました。
その時、キリスト教を信ずる人々は広く考え
が及ばなかったようです。今日、非常に文明
が発達したので、先ほどもお話したように、
気候問題、未来の人類の生存問題を心配せ
ざるを得ない時代に至っています。しかし、
キリスト教文化はどうしてか、（この問題に対
して）発展がありませんでした。
15世紀にレオナルド・ダ・ビンチが「最後の
晩餐」を描いたのですが、その後、長き歳月
の中で、それがかなり破損しました。それを
20年もかけて修復したのですが、「最後の
晩餐」のメニューが何であったかを見ると、

結論は（お皿の上にあるものは）魚料理だっ
た。ご存知でしたか？ローマ時代にクリスチ
ャンたちが迫害を受けながら暗号で書かれ
たものが魚（ギリシャ語でイクスース）でしょ
う？それをたくさん表現しました。文明の発
達を見ても魚が多くの貢献をしました。
それでは、私たちは聖書にあるイエス様の
奇跡の内の一つである「五餅二魚(ごへいに
ぎょ：5つのパンと2匹の魚を増やし、5千人
のおなかを満たしたというキリストの奇跡)」
（マタイ14章19～21節）についてもう一度（
考えて見ましょう。）どのようにして、（5つの
パンと）2匹の魚で5千人が食べたのでしょう
か？考えてみましたか、牧師の皆様？エドワ
ード、ビショップ・スターリングス！どのように

	 真の父母様のみ言	3

このみ言は2015年12月12日、ラスベガスIPECで開かれた、真の家庭の価値使役20周年記念式で真のお母様が語られた内容である。

終末には真が顕れなければ
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考えましたか？中東地域は夏が長いでしょ
う。川や海で捕まえた魚はすぐに食べなけ
れば腐ってしまいます。（それで）何の技術
が発達したでしょうか？塩蔵技術です！その
時、イエス様が使われた2匹の魚は塩蔵魚で
あったのです。塩漬けの魚であったというこ
とができます。これをキリスト教文化圏でど
のように説明をしていたのかは分かりません
が、（そう考えることが）可能です。そうでし
ょう？塩に漬けた魚はひとかけらだけでも複
数の人々が食べることができるでしょう？
このように考えてみる時、真実を明かす時に
なりました。今日のキリスト教文化圏が再臨
のメシヤを待ってきましたが、その方が来て何
をするのかは分かりませんでした。ただ信じ
てついて行けば天国に行くと、簡単に（考えて
いたのです。）韓国のことわざに「スイカの皮
をなめる」というものがあります。夏にスイカ
の皮だけをなめていては、そのさわやかな味
を知ることができません。割ってみなければ
なりません。今のキリスト教文化圏は(スイカ
を)割る、真実を知ろうとするそのような進展
がありませんでした。今日まで責任を果たせ
なかった人々 が中心に立って、どのようにもて
なされてきたのか、気になりませんか？
聖母マリヤをみても、霊的な役事によりイエ
ス様を懐妊した立場でしたが、その時、その
周辺の環境は、(そのことを)明かすことが本
当に難しい環境であったということを皆さん
は、聖書を通して知っているでしょう。しか
し、イエス様が33年の生涯路程を経るまで、
マリヤが母としての責任を果たせましたか？
果たせませんでしたか？どうして、独り子イエ
ス・キリストとしてこられたイエス様が、33歳
になるまで（結婚されず）一人で辛い人生を
歩みながら、亡くなられるしかなかったので
しょうか？本当に気がふさがるような悲しい
話です。
クリスマスを考えてみても、本来(12月25日
が)イエス様の誕生日ではありません。どうし
て、多くの歳月を経ながらも、一言でも真実
を明かすことのできる人がいなかったのでし
ょうか？余りにも残念なことです。そのよう

に、天の夢があり、願いがあったのに…。個
人から家庭、氏族、民族まで導いてこられる
まで、いかに難しいとしても、なぜ4000年も
かかったでしょうか？その4000年が33年で
再び水泡に帰すしかなかったとき、天の父母
様の心情はいかばかりだったでしょうか？イ
エス様ご自身はどうだったでしょうか？父母
の前に孝行できなかった、孝子の立場に立
つことができなかったことがどれだけ辛かっ
たでしょうか？皆さん、想像できますか？内
なる事情を知らないまま、「スイカの皮をな
める」ような信仰をしてきたのが2000年の
キリスト教歴史です。

教育を続けることが氏族メシヤの責任

今日の皆さんは、（キリスト教歴史と）違わ
なければなりません。皆さんは真の父母に
出会いました。真の父母から祝福を受けま
した。皆さんは、野生のオリーブの木ではな

く、真のオリーブの木です。この言葉は、皆さ
んは堕落と関係のない立場にいるというこ
とです。それならば、皆さんは自分だけその
ような立場にいても良いのでしょうか？天の
父母様の願い、真の父母様の願いは、70億
人類を天の父母様の子女として祝福してあ
げようというのです。分かりましたか？この真
実を知るならば、今日の人類がどのようにな
るでしょうか？一つに集まるでしょう。そのよ
うになれば、自動的に一つの世界、地上天国
はなすことができます。分かりましたか？
ところで、祝福された皆さん、先に召命を受
けた牧師たちには責任があります。この責任
は真の父母様が代わりにしてあげることが
できません。皆さんがしなくてはなりませ
ん。真の父母様がすべて見せてあげ、実践し
て勝利的基盤を築いてくださったので、皆さ
んはそのままそれに従って責任を果たせば
よいのです。分かりましたか？皆さんの家庭

1

2
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が祝福を受けたからといって、その場でとど
まってはいけないというのです。
今日、全世界的に起こっている多くの事件、
天災地変。知っている私たちが克服してい
けるよう教育しなければなりません。そのた
め、私が韓国でも、日本でも、アメリカでも、
一つとなってこの問題を解決していくことの
できる教育を続けていくのが、氏族メシヤ
の責任であるということを重ねて言います。
（真の父母を）知らせなければなりません。
真の父母と同時代圏を生きているにもかか
わらず、知らなかったという人がいてはなり
ません。そうしてこそ、皆さんも永遠の世界
において自由を享受することができます。
6000年の堕落した人類歴史において、最も
大きな祝福です。これを自分だけ享受してい
るのではいけません。私たちには、私たちの
2世、3世の未来があるのです。未来を見せ
てあげられる先祖として、父母としての責任

を果たさなければなりません。皆さんがいか
に環境を広げるかによって皆さんの後孫は
より自由を味わうことができるのです。(子女
が)自分よりもより良い人生を送ることを願う
のが父母の心ではないでしょうか？そうであ
るならば、愛する皆さんの子女のために、皆
さんがあの世に行く前までに責任を果たさ
なければなりません。分かりましたか？
ここにきょう、1200名ほどが集まったといい
ますが、この人たちがきょう決心して、神氏族
メシヤの責任である430双を皆完遂したな
らば、どのようになるでしょうか？この国がど
のようになるでしょうか？この国に天の父母
様がかけられた大きな夢があったでしょう。
しかし、200余年の歳月を経て、その精誠は
乏しいものとなってしまいました。先ほども
み言で、神様がこの国にこれ以上希望を持
つことができないので、去るしかないという
み言がありましたね？けれども、真の父母様

はこの民族を再び悟らせて、神様が祝福さ
れた本来の責任を果たすこの国、世界を抱く
ことのできるこの国となるように願いなが
ら、ここで一生の半分以上の間、精誠を注が
れたのです。しかし、（この国は）多くの過ち
を犯しました。いまだにキリスト教基盤にお
いては再臨のメシヤを待ち続けており、すで
に再臨のメシヤが来られ、真の父母として
摂理の一ページをめくったのに、旧約、新約
時代の生活を送っているのが、今日のキリス
ト教の現実です。

ＡＣＬＣをリードしている

中心牧会者たちの責任

私たちは21世紀を生きているこの時代にお
いて変わらなければなりません。先ほども言
いましたが、終末には真が顕れなければな
りません。真実が顕れなければなりません。
天の父母様と真の父母様の願いが人類の願
いであるのにもかかわらず、そこに躓きの石
となる無知なる宗教者や、民族がいてはい
けません。彼らを教育しなければなりませ
ん。そのことがきょう、真の父母様が皆さん
に今一度強調し、懇切に願うことです。特
に、12月はイエス様の生涯について多くのこ
とを考えるようになりますが、今日の皆さん
は、イエス様の時代において人々が責任を果
たせなかったことを蕩減復帰して、勝利した
位置に立つべき立場です。それが今日、この
国のACLCを主導している中心牧会者たちの
責任であることを、今一度肝に銘じてくださ
ることを願います。
それゆえ、私は2020年まで、人類の前に永
遠な聖地となることのできる清平に何を作
るといいましたか？「天地鮮鶴苑」をつくり
ます。皆さんが、この時代に真の父母様と共
にしたというその実績を、未来の人類の前に
見せてあげることのできる環境を作ろうと思
います。そのように考えると、日々の生活が
感謝です。幸せです。皆さん、皆さんも私（
真の父母）と共に同参しますか？皆さんの
苦労と責任が、その日を早める日々になるこ
とをもう一度お願い致します。

1  ターニャ・エドワード、ジェ
シー・エドワード、真のお母
様、サミア・バートン、元下
院議員ダン・バーソン、マイ
ケル・バルコム米教会長

		（左から）
2  真のお母様のみ言を聞いて
いる、文姸娥会長、文和延
様、文國進様、金起勳大陸
会長、柳慶錫韓国協会長

		（左から）
3  	真の家庭の価値使役20周
年で記念の辞を述べられ
る、真のお母様

4 真のお母様との記念写真
3

4 4
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私たち以外に希望はない

このみ言は2016年１月７日、天正宮博物館で真のお母様が語られた、新年祝賀会のみ言である。

	 真の父母様のみ言	4
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韓国協会、日本教会、UPF、女性連合、一和、
龍平の報告を聞き、希望溢れる2020年に向
かい、中断なく発展しようとする決意とその
覚悟を聞き、私も嬉しく思います。

真の父母の願いは人類一家族

私たちが聖書を通して、イスラエル民族が困
難な環境を克服しながら、彼らの願いは天
が祝福した地・カナンにいつ行けるだろうか
と、その一片丹心たる夢をなしていくため
に、過酷な苦難に耐えて来ました。しかし、
結局カナンに入った人々は、ヨシュアとカレ
ブの(率いる)群れだけでした。ところが、彼ら
がカナンに入って、根を下ろしましたか？結
果的に中心を立てることが出来ませんでし
た。そのようなイスラエル民族に、天はそれ
でももう一度機会をくださり、独り子、イエ
ス・キリストを送られたのに、責任を果たせ
ませんでした。
そのようなイスラエル民族が今日どのような
姿となりましたか？（このことは）歴史的な
事実としてのみではなく、私たちが深刻に考
えるべき問題です。真の父母様によって、蕩
減復帰摂理歴史の終結がなされ、新たな時
代、天一国を開いてくださいましたが、定着
できましたか？ 私たちの行く道は、はっきり
とした天の主権、国家復帰（伝道）です それ
を私たち当代において責任を果たせなけれ
ば、過去、イスラエル民族が世界の前に見せ
た蕩減の歴史が、私たちにも訪れるというの

です。それ以上に許され難いという話です。
真の父母様は皆さんを直接養育、教育され
ました。祝福家庭として、指導者として、責任
を果たすことが出来る場に皆を立ててくだ
さいました。過去のイスラエル民族とは違い
ます。皆さんは摂理歴史の中心にいるという
話です。真の父母様は73億(人類)の真の父
母です。73億の人類は真の父母の子女とな
らなければならず、民とならなければなりま
せん。天の父母様の願い、真の父母様の願
いは人類一家族です。そのためには皆さん
がはっきりと決意しなければなりません。日

、々皆さんの位置、行跡、実績は発展しなけ
ればいけないということです。
気候温暖化の問題により、世界が現実的に
とても大変です。ある有名な学者によると、
未来の運命は50年にもならないといいま

す。このままいけば希望はなくなるという話
ですが、このような問題を解決するための方
法はありません。真の父母様以外には方法
がありません。人種問題、宗教問題、国境線
問題を誰が解決することができますか？国
連が解決できますか？今まで努力はしまし
たが出来ませんでした。すべての人々が平和
を語りますが、その方法を知りません。どの
ようにすべきか、分からずにいるのです。私
たち以外には希望がないという話です。
遅れた気もしますが、真の父母様の御聖誕
を、これからはいち早く全世界人類の前に知
らせなければなりません。それが人類の希
望です。世界人類がこの日を待ちわび、父母
様の御聖誕を祝賀し、希望を持って暮らす
その日に向かって、私たちはさらに努力しま
しょう。
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尊敬する政府と市民指導者、特にキリスト教
だけでなく様々な宗教団体を代表する聖職
者の皆様！　今日、シカゴで真なる家庭の
価値使役20周年を記念する行事に、皆様と
共に参加できたことを光栄に思います。
皆様も私と同じ気持ちならば、この世界がど
こへ向かっているかについて考えない日はな
いと思います。時には、私たちの世界が崩壊
していっているように感じられます。また、
空気、水、そして食物連鎖を含めて、この地
球を脅かす気候変動にも直面しています。さ
らにはシリア、イラク、ウクライナ、ヨーロッパ
とこの国に起こっているテロ事件は、世界の
秩序と安全を脅かしています。そして、アメリ
カの銃乱射事件はマスコミのヘッドライン
を飾り、正義の叫びは社会に鳴り響いてい
ます。人生の重みが時には耐え難いこともあ
ります。そのような時には、愛、信仰、慈悲、
そして善行の力が光を放ちます。私たちの中
のビジョンとみ言を通して、暗闇から光へと
導き、希望を与える英雄たちの努力を認め
感謝し始めています。今日この場を借りて、
平和世界の建設と、神様の下の人類一家族
を追及する愛と善行の家族たちに感謝いた
します。

天の父母様と真の父母様の理想

いつも私を鼓舞させてくれる二人の方がい

	 真の子女様のみ言	1

真なる家庭の価値使役20周年記念の辞

アメリカに再び天の父母様を
お迎えしましょう

上記の記事は2015年12月５日、シカゴで開かれた、真の家庭の価値使役20周年記念式で、文善進世界会長が語られた、記念の辞である。
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ます。私の父母です。全世界の大家族が彼
等を真の父母様として侍っています。私の父
母は今まで、神様に対する絶対的な信仰で
もって生活して、人類のための愛をもって生
きてこられ、そして世界的な善の基準を立て
るために努力されてきました。私の父のよう
に生きることができる人はいないと思いま
す。そして、絶対的な純潔、献身、信仰と善
行の人生を送ってきた女性がいるとしたら、
それは私の母です。
私の母は、生涯を人類のための公的な使命
に捧げてきました。私には光のような方で
す。14人の子女の父であり、52年を共にして
きた夫を亡くしても、お母様はみ旨に対する
焦点を失うことはありませんでした。人々の
苦痛を慰めようとされ、私たち皆に希望を与
えて下さり、天の父母様の下の人類一家族
を成そうと叫んでおられます。
私の父母がこの国に渡って来た時は、この国
が世界の模範的な国となり、正義と平和、そ
して信仰を擁護する国となるよう願われ、希
望を抱いて訪れました。アメリカがその目標
を達成できるよう、父母様は宗教間の対話
をはじめ、平和に対するソフトウェア的な方
式を促進されました。若者のための人性教
育、女性の権利伸長、UNの更新と改革、責
任感ある言論機関のために投資されまし
た。この時代において、平和世界の実現こそ
が最も重要なことだと考えました。
その努力の中心には、家族がいました。その
ため、父母様は神様を中心とした家族を成

すため、全ての活動の中心として祝福式を
行われました。倫理、正義、真の愛を教える
最も基本的な学校は、家族だということを
教えてくれました。真の愛を中心とした家族
を成し、その真の愛の範囲を拡大すれば、
真の愛の共同体、社会、国家や世界を成す
ことができるでしょう。そうすれば、お互い愛
し合い、助け合う兄弟姉妹となるでしょう。
これこそが、天の父母様と真の父母様の理
想です。
真の愛と許し、統一、そして心情を基にした
一家庭としての共同体を成さなければなり
ません。その理想は必ずこの偉大な国に実
現すると確信しています。この休暇シーズン
に、皆様と皆様の家族に祝福と幸福が満ち
ることをお祈りいたします。この国が皆、神
様の下の一家族ということに気づき、いつも
愛と信仰、そして感謝の心で過ごされること
を願います。
お母様は皆様にお伝えしたいみ言を、私が
代わりに伝えることを願われました。今日、
お母様はこの場を共にすることができませ
んでしたが、心で私たちと共にいらっしゃい
ます。そして、お父様も霊界で私たちを見守
っていらっしゃるでしょう。今から私が皆様
にお伝えするお母様のみ言を、最後まで傾
聴して下さることを願います。

尊敬する内外貴賓の皆様、真の家庭の価値
を確立するため、たくさんの努力を尽してお

られる指導者の皆様！最近、天の父母様の
創造理想実現の根となる家庭の価値が急速
に崩壊していっています。文鮮明総裁と私
は、真なる家庭の価値を確立して、天の父母
様の願いである「ワンファミリーアンダーゴッ
ド(One Family Under God)」の理想世界を実
現するため、去る1971年にアメリカ摂理をは
じめて以来、「真なる家庭の理想と価値」を
ひたすら主唱してきました。
特に、文総裁と私は、天が世界的摂理をな
さるために準備して祝福されたこのアメリカ
の地で、急速に崩壊している家庭の価値を
回復させるため、去る1996年に全地域
5,000名余りの宗教指導者をワシントン
D.C.に招請して、真なる家庭の重要性を教育
して、その教育を受けた指導者達は、真なる
アメリカの復興のため、天の父母様を中心と
した真なる家庭の価値を回復させる運動に
同参することを決意しました。
この偉大で神聖なる運動の中心には、正に
今日この場に参加している皆様がおり、皆様
の精誠と努力によって、今日この運動が意味
深い20周年を迎えることができました。その
間の皆様の労苦に今一度感謝の意を表し、
今日授賞する方々にも祝いの旨をお伝え致
します。

家庭は人倫ではなく天倫

尊敬する指導者の皆様！私たちは家庭を通
して生まれ、家庭を通して成長します。家庭
は胎生的に私達の人生の根源であり根本

シカゴで3000名が集まる中、語られた、文善進世界会長

<お母様のみ言>
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で、出発であります。これは、宗教と文化、人
種と国家を超えた、普遍的価値であり真理
であり、太初に人類始祖アダムとエバを創
造され、生めよ、ふえよ、万物を主管せよと
祝福された、天の父母様の創造理想があり
ました。しかし、真の愛を中心とした理想家
庭の完成を通して喜びを得ようとされた天
の父母様の創造理想は、人間始祖の堕落に
よって悲惨にも崩れ、家庭の真なる価値は
人類歴史の裏道へ痕跡すら残さず消えてし
まいました。
一例として、文明史的観点から見ると、今日
の西洋文明を誕生させた根本といえるヘブ
ライズムとヘレニズムの2つの思潮は、全て
家庭よりも個人を強調しており、天の父母様
の創造理想である真なる家庭に対する重要
性は無論のこと、理想家庭に対する明確な
ビジョンを提示していません。特に、このよう
な流れが人間中心主義を主唱してきた近代
思想と結合して拡張されながら、外部と交渉
すら無い絶対個人の存在論を誕生させ、国
家を含めた全ての関係の基本単位を、家庭
ではなく個人に規定することにより、父母と
子女の関係も国家の統治者と非統治者の関
係のような、一種の契約関係に規定する愚
を犯してしまいました。即ち、父母と子女を
固体相互間の利益に基礎した契約関係に規
定することによって、天倫ではなく人倫の関
係に転落させてしまったのです。
今日、世界各地で尊属殺人のような過去に
想像すらできなかった惨たらしい事件と事
変が発生している理由と領土紛争、宗教紛
争、人種間の争い、汎世界的に起こっている
テロと今日重要視されている環境問題の根
本的原因も、真なる家庭の価値を消失した
ことに起因しています。
天の父母様を中心とした一つの家族(One 
Family Under God)を理想モデルとして誕
生したアメリカで、今日のこのような現象は
より深刻な問題として台頭して、アメリカの
存立自体を脅かしています。50パーセント
にいたる離婚率は、家庭の神聖さを完全に
壊し、青少年の脱線問題、フリーセックス

などの問題は、今まで前例がないほど深刻
で、国家の存立を揺らがせています。このよ
うな現実を心配される天の声を聞いた文
総裁と私は、1971年に祖国と家族を残して
アメリカを訪れ、生涯の間、アメリカの道徳
的回復と復興のため全地域を巡回して、『
火事になった家に消防士として、病に罹っ
たアメリカを治療するための医者として来
た。』と叫びました。

アメリカの願いであり、

望みである天の父母様

愛する指導者の皆様！皆様が生まれ、皆様
が地に足をつけ生活しているこの地は、ど
のような国ですか？皆様の先祖はどのよう
な夢を抱き、この地に足を踏み入れたのか、
どのような理想を実現させるためにこの地
に定着したのでしょうか？真っ暗な暗闇、一
寸先も見えない茫洋たる大海で、激しい波
風に打ち勝ち、彼等が耐えることができた
一筋の希望の光は、正に天の父母様だった
のです。
ピルグリム・ファーザーズが新大陸に到着し
たとき、寒さと飢えによって半数以上が死ん
でいく中でも、未来の子孫のために翌年に
植える種を残して死んでいった彼等のたっ
た一つの希望と望みは、正に天の父母様で
した。また、ゴリアテの前のダビデのように、
イギリスとの命を懸けた独立戦争の時に
も、彼等の願いは天の父母様でした。天の
父母様は彼等の全てであり、天の父母様に
侍る彼等の勇気と決断と意志は、偉大その
ものであり、神聖そのものでした。
独立戦争当時に世界的な強大国だったイギ
リスは、国王と国民が一つとなって戦いまし
たが、アメリカは天の父母様と、天の父母様
を愛する息子娘とが一つとなって戦いまし
た。天の父母様のみ旨を掲げたその偉大な
聖戦で、天の父母様はその息子娘の手をと
り、こうして信仰の自由が保障されるアメリ
カが誕生したのです。「至誠(一念)天に通ず」
という言葉は、正にアメリカ誕生についての
言葉といえるでしょう。言語と民族と文化は

異なりますが、天の父母様を中心とした一つ
の国家、天の父母様を中心とした一つの家
族の完璧な理想をアメリカは見せてくれまし
た、しかし、アメリカのそのような胎生的な
神聖さは崩れ始めました。物質文明の利己
と科学を基にした無神論的思想の挑戦に直
面して、世俗化して崩壊し始めました。文総
裁と私は、アメリカを去ろうとされる天の父
母様を発見し、目撃しました。アメリカのい
たる所に天の父母様がいらっしゃるべきな
のに、むしろ各地で天の父母様が去ってい
たのです。人々の心、家庭、学校、教会から
天の父母様が去っていました。振り返ってみ
ると、ニューヨークのマンハッタン5番街を
歩きながら、アメリカを去ろうとされる天の
父母様をつかみ、涙を流し続けたのがつい
昨日のことのようです。

イエス様の願いは真の父母

指導者の皆様、アメリカの建国理想は何で
したか？アメリカを誕生させたキリスト教の
理想は何でしたか？2,000年前に独り子であ
るイエス様がこの地に訪れた使命と理想は
何でしたか？それは正に、天の父母様を中
心とした一つの家族を成すことでした。天が
準備された独り子と独り娘が聖婚して家庭、
氏族、民族、国家と世界を成して、本然の創
造理想を完成することでした。宗教と文化、
人種と国家の区別ない一つの世界、天の父

참가정 가치 사역 수상자들과 기념사진 真の家庭の価値使役受賞者たちと共に記念写真
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母様が思うがままに愛することのできる真
の父母と子女たちが一つになって生きる世界
でした。
しかし、イエス様は天が準備された独り娘に
出会い、小羊の婚宴をすることができず、真
の父母になることができませんでした。イエ
ス様は真の父母の理想と平和の王の理想を
残して、十字架の現場で孤独に（地上を）去
りながら「再び来る！」という約束を残すこと
しかできませんでした。『めんどりが翼の下
にそのひなを集めるように、わたしはおまえ
の子らを幾たび集めようとしたことであろ
う。それだのに、おまえたちは応じようとし
なかった。』(マタイによる福音書23：37)と
いうイエス様のこの切なる叫びが、今も私の
耳に響いています。
愛する指導者の皆様！文総裁と私はこのよ
うな天秘と天とイエス様の切ない心情を知
っていたため、その恨を解くために、去る
2003年、イエス様を平和の王に推戴して、
悲しみの象徴である十字架を教会から取
り外す運動を全世界的に展開してきまし
た。しかし、それだけでは天の父母様とイエ
ス様の恨は解怨成就されません。天の父
母様の創造理想を完成するためには、真な
る家庭の理想を完成しなければなりませ
ん。そのため、イエス様以降、2000年のキ
リスト教歴史は独り娘を探し求めてきた歴
史だといえます。

真なる家庭の理想完成のための

真の父母としての生涯

皆様、文総裁と私は1960年に天が準備し
た独り子と独り娘として聖婚しました。聖
婚の後、私たちの人生の目標はただ一つで
した。即ち、天宙の真の父母であられる天
の父母様を解放して、失った父母の位置を
取り戻して差し上げ、死亡圏でもがき苦し
む、理解力の乏しい無知蒙昧な人類を救
い、天の父母様の懐へ戻して差し上げるこ
とでした。文総裁と私は、このような理想
のために骨が軋み、肉が震える万難を勝ち
抜き、父母を失った孤児の身に転落してし
まった人類を導き、世界救援の道を歩んで
きました。初不得三、七顚八起、死生決断、
全力投球という単語は、み旨に向かう私た
ちの人生を表す典型的な表現となりまし
た 。天 の 父 母 様 の 独り子として 来ら
れ、6000年の間準備された独り娘に出会
い、真の父母の心情で全人類を抱こうとし
たこの人生は、まるで激しい嵐の中で海を
航海するような、辛く厳しい路程でした。最
後に聖和される前に、人類に神氏族メシヤ
の使命完遂を願われた文総裁の懇切なる
遺言もまた、このような真なる理想の完成
にありました。
愛する指導者の皆様、私は文鮮明総裁の天
宙聖和3周年記念式で、全世界の統一家と
天の父母様にこのように約束しました。

今日集まった皆様は、お父様に何とお話した

いですか？私はこのようにお伝えしたいで

す。お父様、これからはもうご心配なさらない

で下さい。私たちは必ず責任を全うします。

本郷苑でこれまで孤独だった天の父母様を

慰められ、頌栄の対象として自由になられる

ことを切に願います。

皆様は私たち夫婦の人生を見てこられまし
た。皆様は私たち夫婦が天の父母様の願い
を成すため、どのような人生を送ってきたの
か見てこられ、天が祝福したこのアメリカの
地の危機を克服するため、ここでたくさんの
迫害を受け、アメリカを救うために私たち夫
婦がどのように過ごしてきたか見てこられま
した。皆様に真実を見る目と、真実を聞く耳
があるならば、私たち夫婦の一生が誰のた
めの生涯であり、何のための生涯だったの
か、良くご存知だと思います。
指導者の皆様、私たちの天の父母様のため
に立ち上がりましょう。失った放蕩息子を
探し求める父母の心情で、6000年の間失
った子女を懇切に探してこられた私たちの
天の父母様のために立ち上がりましょう。
父母を失った幼子のように、ただ天の父母
様を探し求め、数万里の大西洋を越えてこ
のアメリカの地に定着した皆様のピルグリ
ム・ファーザーズと、世界各地から信仰の自
由を求め、凄絶な迫害と困難の中でこの地
にたどり着き、アメリカを信仰の国として根
付かせた数多くの人々の懇切なる精誠、彼
等の切なる願い、彼等の切なる念願をかみ
締めましょう。
そして、天の父母様の摂理のために祝福さ
れたアメリカ、偉大な摂理の地であるこのア
メリカに、再び天の父母様をお迎えしましょ
う。天の父母様が思うがままに往来され、そ
の子女たちと共に踊り、歌うことのできる真
なる家庭の理想が生きるアメリカにしていき
ましょう。天と天一国は、皆様を忘れること
はないでしょう。
皆様のご家庭に、天の父母様の愛と祝福が
共にあることをお祈りいたします。

真の家庭の価値使役受賞者たちと共に記念写真



こんにちは。美しい若者たちの姿です
ね。真のお母様が皆さんにどれだけ強く
会いたがっておられるかが想像に難くあ
りません。真のお母様が、アルバニアの若
者たちに対してみ言を語られる度に、希望
を見いだされ、幸せそうにされています。
真のお母様が、どのような理由でそんな
に幸せだと思われるのか、分かるような
気がします。
真のお母様は次回の基元節を準備される
ため、皆さんに会いに来ることが出来ませ
んでした。真のお母様の愛と、心情を代身
して、私が参りました。しかし、私の声は真
のお母様に比べるととても小さいです。皆
さんが私から、真のお母様の愛を感じる
ことが出来ないとするなら、それは私が足
らないからです。まず、真のお父様のみ言
を紹介いたします。真のお父様が1997年、
アメリカで語られた内容です。このみ言を
聞く度、私自身をもう一度見つめ直させら
れます。私の中心は何か？現在の私の態度
はどうなのか？このみ言から、私はいつも
同じ答えを得ます。題目が少し長いです。
『真の父母様を信じ侍ろう。真の父母様
を理解しよう。真の父母様と共に生きよ
う。真の家庭として、一つの愛を成そう。そ
して、地上において天国生活を享受しよ
う！』です。このような題目を真のお父様は
黒板に書かれ、１、２、３、４、５という風に
番号をつけられました。この題目が、私た
ちの信仰の成長を教えてくれています。

一つ目、真の父母様に対するみ言から始
まることが出来ます。その次に、真の父母
様を理解し、真の父母様と共に生きるべ
きであり、それによって真の愛で一つにな
ることが出来ます。そうすれば私たちが地
上で天の父母様を中心として、天国生活
をすることが出来ます。ですから、この５
つの内容の中で、私はどの部分に位置し
ているかを考えます。たぶん信仰と理解
の中間ぐらいでしょうか？それではみ言を
訓読します。

愛する兄弟姉妹の皆さん！皆さんが神様

のみ旨に関して聞く時、歴史の目的と創造

目的の完成だと考えるでしょう。神様のみ

旨は創造目的を完成することです。それで

は、創造目的の完成とはなんでしょうか。

それは、み旨の完成、四位基台の完成で

す。そして四位基台の完成は、真の家庭の

完成です。また、真の家庭とはなんでしょ

うか。真の家庭を成すためには、真の父母

がいなければなりません。真の男性と真

の女性がなければならず、真の夫婦と真

の子女がいなければなりません。それら

の中心は何にならなければならないでしょ

うか。個人の目的は真の父母です。男性と

女性の目標が真の父母にならなければな

らないのです。子女の目標も、真の父母に

ならなければなりません。その順序は、真

の父母となり、真の子女を産み、真の家庭

をなすことだ、というのです。

	 真の子女様のみ言	2

文姸娥様 アルバニア訪問リポート

永遠に残るべきもの
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文姸娥様が、2015年11月20日から22

日まで、アルバニアを訪問された。姸娥

様がチェコのプラハにおいて開催され

たヨーロッパ水準の世界平和女性連合

（WFWP）年次総会後、ハンガリーと

アルバニアを訪問され、真の父母様の

愛を伝えた。アルバニアの首都ティラナ

において、バルカン半島の平和を主題

に、ヨーロッパ指導者会議（ELC）が予

定されていたため、姸娥様がWFWP会

長の資格でその会議を歓迎した。

11月22日日曜日の午後3時、160名以

上の祝福家庭のメンバーたちが姸娥様

のみ言を聞くためにティラナ・インター

ナショナルホテルの大ホールに集まっ

た。最初にアルバニアの食口たちが、天

の父母様と真の父母様の愛と姸娥様

の訪問に感謝の意を込めて、歌を歌っ

た。その後、フランスとアルバニアを中

心とするヨーロッパ大陸特命総使、朴

魯熙会長が参加者たちを歓迎した。彼

は真のお母様がアルバニアに大きな期

待をかけられていることを強調した。ま

た、ヨーロッパ大陸会長に就任した後、

初めてアルバニアを訪問したジェック·

コーリー会長が、真のお母様に篤くお

仕えしているという事実だけではなく、

謙遜さと思慮深さを強調しながら、姸

娥様を紹介した。以下は、姸娥様のみ

言の要約である。
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私がこのみ言を読む度、孝進様を思い出し
ます。孝進様も常に「私が真の父母の息子
ではあるが、私が中心ではない。」と語られ
ました。神様の創造目的と摂理を考えたな
ら、私はその過程のうちの一つでしかない
のです。ただ、私は通りすぎて、結局は天の
父母様と真の父母様の前に近くなりつつあ
るのです。
真のお父様はみ言の中で、中心が重要であ
り、その中心は真の父母だと語られまし
た。それは、人間としての真のお父様と真
のお母様を語られているのではありませ
ん。それは天の父母様について語られてい
るのです。しかし、私たちは天の父母様を
見ることは出来ません。そのため、私たち
が天の父母様の代身であられる真の父母
様に従うのです。私がそのように出来なか
ったり、正しい道からはずれないために常
にこの内容を思い出します。
次に紹介したい題目は、『良心を師匠と侍
り、戦っていこう！』というものです。真のお
父様は、1962年にこのみ言を語られました。
当時、皆さんと同じような若者に対して語ら
れたものです。その頃、私たちの教会では
夏、冬ごとに修練会を行っていました。その
修練会が終わると、皆津々浦々に散らばって
いきました。その時、私たちの先輩方は真の
父母を証すために、あらん限りの誠精を尽く
しました。現在、皆さんもそのように努力し
ていることでしょう。そうでしょう？それは、
私達の先輩家庭から始まったものなので

す。当時、皆40日間共に生活しながら、教育
を受けました。しかし、修練会が終わると、
ちりぢりに別れなければなりませんでした。
そのように皆が散らばった所には、師として、
信仰を指導してくれる人がいませんでした。
彼らが信じることができたのは、天の父母
様でした。次のみ言で、真の父母様は良心
について言及されました。

神様の願いと心情、そして環境が、この地上

に永遠に残らなければなりません。もしも今

日、この地上の全ての信仰がなくなったとし

たら、この地上の文化と関連した全てのもの

がなくなるとしたら、全ての社会制度がなく

なるとしたら、そして全ての個人がいなくなる

としたら、その後、なにが残るべきでしょう

か。神様が宇宙を創造されたとき、抱いてお

られた希望が残るべきです。神様の望みが

残るべきです。神様がこの宇宙に対して抱い

ておられたものが残るべきなのです。神様

の希望と一つとなった現実、残るべき心情は

神様の幸福な心情です。必ず残るべきもの

とは、この３つだということを知らなければ

なりません。永遠に残るべきものは、一つの

世界を成そうとされる神様の望みだというこ

とを知るべきです。この一つとなった世界を

中心として、神様の絶対的な心情を天地の

全ての生命と分け合いたいと願っておられま

す。さらに、神様は心情を共にされたいだけ

でなく、神様の創造目的は、神様の愛を人

間と共に分け合いたいと願っておられます。

永遠に残るべきものとはなんでしたか?私た
ちが聖和した後に何を残していかなければ
なりませんか？今、その答えを知るべきでし
ょう？その３つは希望、神様の環境、そして
神様の心情です。このような観点から、私た
ち自身を振り返り、もう一度考えてみなけれ
ばなりません。神様、あなたの希望は成され
ましたか?私たちがあなたの立場を理解でき
ますか？あなたの心情が、幸福で充満した
立場におられますか？全ての答えはノー
（NO）です。神様はそのような方です。私た
ちに良心が語り掛けようとしている内容はな
んでしょうか？神様がどんなみ言を語ってく
ださろうとしていますか？全ての人間の目的
は神様の希望を成して差し上げることです。
そうすれば、全て成されます。神様の希望が
成されれば、どうなりますか？神様の立場が
はっきりとし、誰であっても神様の心情を感
じることができるでしょう。そうなれば、全て
が成されるのです。
姸娥様がみ言を語り終えられた後、全ての
参加者たちに真の父母様のお写真をプレ
ゼントしてくださった。また、真の父母様を
証す費用として用い、参加者たちが『ヘブ
ンリーハンバーガー』を食べられる金一封
をくださった。集会後には、姸娥様が参加
者たちと写真を共に撮ってくださり、握手
をされた。姸娥様がアルバニアの兄弟姉妹
に見せてくださった愛と心情に感謝の意を
捧げる。

＜資料提供：アルバニア家庭連合＞

真の家庭の価値使役受賞者たちと共に記念写真



新年あけましておめでとうございます。新しい年、2016年が天の父母様、真の父母様と
共に歩めますことを心から感謝申し上げます。
昨年一年を振り返ってみますと、忘れられないのは7月下旬の特別３双の祝福式であり
ます。あの時、真の父母様は「日本に祝福の門を開けるよ」と言われました。そのみ言
は、見事に成就します。
8月26日、家庭連合への名称変更が実現します。日本が担当した聖和3周年式典も、ミ
ュージカルを中心に、大成功に終わりました。１０月１２日、幕張メッセで開催された家
庭連合出帆式も、１万人の参加者の熱気と希望に満ち溢れる大会となりました。
9月下旬に、後藤徹さんの勝訴が確定しますと、11月にはその後藤さんに、アメリカの

ネットフリクスという映像配信会社が1時間のドキュメンタリー番組を撮影したいと申し込みがありました。この会社
は、世界に6500万人の会員をもつ世界最大の映像配信会社です。このように、内外に着 と々基盤ができた年でありま
した。「青い羊の年」2015年は、天の祝福に満ちた年でした。私たちは、こうした天の祝福の中で歩み続けていけるか
どうか。これが信仰生活の生命線ですが、そのために最も重要なことは、真の父母様との心情一体化です。一体化する
ためには、真の父母様の事情、心情、願いを正しく深く正確に理解することが肝心ですが、これはそう簡単な事ではあ
りません。しかし幸い、真の父母様の近くで侍られる文ヨナ様が、日本に度々訪問してくださり、真の父母様の深い愛
と心情の世界を証してくださっています。その内容が機関誌にも掲載されておりますので是非とも、この証を読んで、役
立ててください。その信仰的な基台の上で、今年、私たちは本気になって神氏族メシヤ活動に取り組んでいかなければ
なりません。今現在、氏族メシヤ決意家庭が5100家庭ですが、今年2月の基元節までには1万家庭を達成し、次には2
万家庭を目指しましょう。氏族メシヤ活動の勝利が真の父母様の勝利の相続に他なりません。この勝敗が摂理の勝敗
を決します。それゆえ、氏族メシヤ活動を進めることが天に対する最高の親孝行であります。
私たちは地域に根差した神氏族メシヤ活動の上に、救国救世活動を進めて参ります。真の家庭運動も本格化させ、こ
の国が抱えております少子高齢化という課題解決に取り組んでいきます。そうして、社会と国家からの信頼と尊敬をい
ただくことのできる私たち世界平和統一家庭連合となりましょう。皆様お一人おひとりが、健康で元気に天のみ旨を推
進されることを祈念しつつ、年頭のあいさつとさせていただきます。

	 新年の挨拶｜日本

国家と社会から信頼と
尊敬を受ける、家庭連合となろう

徳野英治｜世界平和統一家庭連合 日本会長
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新年明けましておめでとうございます！2016年の新しい年を迎え、天
地人真の父母様を中心として全世界各国における摂理の更なる発展を
心よりお祈り申し上げます。
ブラジルでは、昨年11月22日にサンパウロ協会本部において教会設立
40周年を記念する祝典を持ちました。1965年に真の御父母様が第一次
世界巡回の折、ブラジル・リオデジャネイロを含む聖地決定をされた時
から数えて50年となる南米宣教歴史と、1975年に統一教会がブラジル
において正式に登録されてからの40年を同時に祝う行事となりました。

南米及びブラジルで責任を持たれた指導者の方々 や、全国の食口、海外からの参加者、VIPなどがこれに集い、UPF大会、
特別修練会、全国指導者会議などを含む5日間の行事日程が進行する中、多くの方々 の証やみ言を受けました。

ビジョン2020の勝利のための覚悟

私たちは過去の歴史を振り返るこの機会に、ブラジル教会の40年の歴史は、文字通り真の御父母様の血と汗と涙による
勝利によってもたらされた歴史であったと再認識させていただきました。ブラジルの奥地、ジャルディン、ナビレキ、サロブ
ラなどの地まで行かれながら、地上と霊界、そして生と死の境を行ったり来たりしながら、多くの精誠を捧げ摂理を進行
されると共に、その一方で私たちに多くの愛とみ言を与えてくださいました。また、そのような地において、自然を愛し、人
類を愛し、天の父母様を愛されながら、そこで実践された内容を私たちが相続していくことを願われました。
真の御父母様がブラジルの地でなされた多くの摂理の中で特に注目したのは、1995年にサンパウロ本部教会におい
て挙行された第36回真の父母の日の行事と、その時なされたサンパウロ宣言です。真の父母様はこれに続いてジャル
ディン８大宣言の宣布や数多くの摂理を進行されていかれたのですが、このサンパウロ宣言において子女の第2次40
年路程を宣布され、この路程は2世と各祝福家庭の責任分担の路程であると語られました。そして、私たちの子女とし
ての責任は、天宙までではなく、氏族メシヤの勝利を連結して現れてくる国家までであるといわれました。さらに、この
路程は、各自の信仰と責任分担をいかに果たすかによって、40年が7年にも4年にもなるとも言われました。
これらの内容をもう一度心に深く刻み込み、ビジョン2020の勝利のために、2020年までのこれからの4年間、訓読家
庭教会（ホームグループ）を通してメンバーたちが伝道対象者をケアーし生かす方法を学び、一対一講義を通して全食
口原理講師化を進め、オイコス（生活伝道）を通して一人一人が真の父母様と似た生活をする者となれるように導いて
いくことを決意し、各祝福家庭が神氏族メシヤを勝利することができるようにするための訓練として、これらの内容を
さらに発展させていきたいと思います。
同時に、女性連合、UPF、カープ、青年連合などの活動を進め、特に将来の指導者を輩出してく2世圏に対する教育と訓
練も継続し投入し、ビジョン2020の勝利と天一国実現のため、真の父母様を中心として内部一体化して、完全投入し
ていきたいと思います。真のお父様の聖和式からすでに3年が過ぎた今、全ての天の恨と真の御父母様の恨を解いて
差し上げることができるよう、さらなる決意をしております。私たちが責任を果たし、世界70億人類が全て祝福を受け、
天地人真の父母様の元に戻っていくその時まで、命をかけて投入してくださった真の父母様の愛とその心情にお答え
し、子女としての道理を全うしていきます。

	 新年の挨拶｜ブラジル

真の父母様の愛にお応えし、
子女としての道理を果たすこと

佐々木孝一｜世界平和統一家庭連合 ブラジル会長
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今日の世界は混乱と葛藤、及び分裂で溢れている。しかし、私たちは世界が正しい方向に進んでいると考える。この
ように世界の混乱と葛藤、及び分裂が加重されるほど、より多くの人々が真の父母様の教えの必要性を認めるよう
になるだろう。私たちは祝福中心家庭として真の父母様の基本的な教えに返る必要がある。ご夫妻は私たちに原
理、及び真の愛の道を見せてくださった。私たちがその道へと進む時、神様が私たちの夢を成されるよう導いてく
ださるであろう。

蘇生期（2013年～2016年）

この期間に天一国の骨格が確立した。真のお父様の聖和式以降3年が過ぎた。真のお母様は絶対信仰、絶対愛、絶対
服従の三年の侍墓精誠期間の間、私たちを導いてくださった。まず真のお母様は2013年１月13日基元節を宣布され
た。それ以降、真のお父様の御聖誕100周年を準備するためにビジョン2020を出発させられた。そして天一国憲法を
制定された。続いて天一国三大経典を出版された。また未来の指導者を育成するために青年リーダーシッププログラ
ムが設立された。韓国と日本の若い宣教師たちが全世界の摂理国家と戦略国家へと派遣された。また真の父母様が
神氏族メシヤの使命を私たちに与えてくださった。私たちは真の父母様の代身である。
私たちは天一国時代に暮らしている。神様の直接主管圏が始まった。神様が私たちの中で役事しておられる。真のお
父様が地上の摂理を助けるために努力しておられる。天一国が実体化されるように私たちを導いておられる。神様が
失った人々の永遠の生命を取り戻そうとする純粋な水が、山の頂上から流れ出てくるように移動しながら祝福中心家
庭とともに動いておられる。
いつよりも今日、人々の心は真の父母様に向かって開かれている。オーストラリアの人々が真の父母様を受け入れる
準備が出来ている。しかし私たちが準備出来ているのかが問題である。神様は人 を々通して真の父母様を受け入れ
ることが出来るように準備しておられる。この国のどこにいても、人々が新たな決意、普遍的価値、そして現在の葛
藤と分裂を克服することのできる統一理念の必要性について話している。言うなれば彼らが真の父母様の教えを探
しているのだ。私たちは祝福中心家庭の努力として新たな奇跡、すべての人々が真の父母様を受け入れる奇跡を見
るようになるだろう。
私たちが真の父母様を明かすためには大胆でなければならない。沈黙を守っている時ではない。聖書の使徒行伝１章
８節でイエス様曰く、霊界に行かれる前に「ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレ
ム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろう」と語られたが、今日、私たちと共に実
体的な聖霊がおられる。真のお母様が私たちと共におられながら、愛と精誠で私たちを激励しておられる。

長成期（2016年～2018年）

この期間には私たちが社会に真の父母様を紹介する予定だ。しかし祝福家庭を復興させることが重要である。私たち
は祝福を受けた夫と妻の関係を促進する夫婦修練会を通して、祝福家庭を激励しようと努力してきた。神氏族メシヤ
の活動が出来る祝福家庭を準備するために、10週間訓読学校の教育を実施してきた。このような教育は祝福家庭の
精神に再び火を点し、訓読家庭教会の成功のために準備する助けとなった。

	 新年の挨拶｜オーストラリア

天の父母様が役事しておられる

イム・スンテク｜世界平和統一家庭連合オーストラリア会長
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また私たちを妨害している障壁を克服する必要がある。私たちは人間が六千年の堕落歴史の実であることを知ってい
る。天一国時代に悪なる思いを克服し、堕落性を脱ぐ必要がある。『原理講論』の「堕落論」には、「人間はだれでも
悪を退け、善に従おうとする本心の指向性をもっている。しかし、すべての人間は自分も知らずにある悪の力に駆られ、
本心が願うところの善を捨てて、願わざる悪を行うようになるのである。」という記録がある。ゆえに私たちは神様と
善霊たちが役事されるのによい条件を立てなければならない。『原理講論』の「蕩減復帰」という題目では、「人間自
身が、神の前に出ることのできる一つの条件を立てない限り、無条件に彼を天の側に復帰させることはできないので
ある…それゆえ、堕落人間は彼自身が善なる条件を立てたときには天の側に、悪なる条件を立てたときにはサタンの
側に分立される。」と記録されているのである。
祝福家庭が真の父母様の基本的な教えに返らなければならない。これは私たちの日常生活で天一国の生活方式で暮
らすことを意味する。それだけでなく私たちが別々に活動することより、互いに助け合わなければならない。訓読家庭
教会は祝福家庭が協力し、共に成長することができるように環境を提供する。このような集会を一週間毎に二年間実
施してきた祝福家庭もある。
各センターと家庭教会で伝道活動が続けられなければならない。センターと家庭教会の相乗効果が両方の成長を促
進する。また、二世の子女たちを原理、および祝福教育に参加させなければならない。二世たちは原理講論、アイデン
ティティー、そして彼らの神様と真の父母様に対する関係において、理解が不足である。彼らがアイデンティティーを確
立する上で助けになる環境を造成してあげなければならない。そのような環境造成の目標は二世自身が誰なのか、彼
らの神様と真の父母様に対する関係、そして祝福の価値を認識させてあげることにある。
私たちは少しでもじっとしていられない。そのようにしていれば低迷は続く。新たな伝道対象者に真の父母様と『原理
講論』を紹介する多様なプロジェクトが準備されている。シドニーにある平和大使館の建物で、イベントの一つとして
真のお父様の生涯路程と原理講論展示会が開催されている。真のお父様の教えを人々に教えてあげる計画だ。去る
12月、死後の生活に関する展示会を開催しながらこのような計画を始めた。

完成期（2018年～2020年）

蘇生および長成段階で造成された勢いで真の父母様の教えが2020年までオーストラリアで主流となり、国民に認
められるだろう。そのようにするためには、祝福家庭の努力が必要だ。それだけでなく、平和大使と女性指導者たち
の協力も必要であるだろう。また私たちは二世たちが地域社会に出て、国家のために奉仕することのできる環境を
造成するだろう。そうなれば私たちが霊界を動かすことが出来る。そのように真の父母様から訓練を受けた資質が
私たちに眠っている。

結論

この時点で私たちは皆自信を持とう！神様の霊が私たちの間で役事されることの出来る条件を立てなければならない。私
たちは純粋な水のような山の頂上から流れ、谷の隅々に入りながら、失った人々 の魂を探し、愛したい欲望が必要だ。間
違いなく、「統一世界がオーストラリアで始まる」という、オセアニアに対する真のお父様の預言が成されるだろう。

イム・スンテク会長とその家族（左）とオーストラリア2016年戦略活動の中心である、原理講論教育後、団体記念撮影（右）
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真の父母様の格別なる愛と恩赦の
中、2015年11月25～26日、京畿
道九里市にある世界平和統一家
庭連合(以下、家庭連合)本部教育
館に300名の元老牧会者が集い「
元老牧会者2015臨時総会」が行
われた。
臨時総会が行われた次の日、真の
お母様は元老牧会者を天正宮博物
館に招待され「老兵はまだ生きてい
る。ビジョン2020に向けて更なる努
力をお願いします。」と語られ、神氏
族メシヤ活動に激励金を下賜した
後、記念撮影をされた。また元老牧

会者全会員は、総会の日程でビジョン
2020勝利に向けた神氏族メシヤ活動
の決議文を採択した。

摂理のビジョンを共有、

使命完遂の賛同を呼びかける

韓国家庭連合の柳慶錫会長は激励の
辞において、「元老牧師会の総会を通
して、これまで苦労した全摂理の結実
が天一国の実体時代を成していくのに
礎となるよう真っ直ぐ進んできた如く、
今後も命ある限り私と共に歩んで下さ
ればと思う。」という元老牧会者に向
けた真のお母様のみ言を伝えた。

元老牧会者会2015臨時総会

Vision2020勝利に向けた
神氏族メシヤ活動	決議文	採択	

1

2

	 大陸ニュース	/ 韓国
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また柳会長は「韓国教会は先日開催された
全国牧会者総会を通して、真の父母様と心
情的に一体となった中でみ旨に必死になり
生きていくなら神様は働きかけて下さるとい
う確信を持ち、2020年まで統一家が歩んで
いく路程を『希望の4年、国家復帰に向けた
路程』と命名し活動しております。」と説明
し、元老牧会者に摂理のビジョンを共有し
た。またさらに、「その道に皆様の力と年輪
が必要です。真の父母様に侍りみ旨の道を
歩みながら、お手本となる情熱と信仰の伝
統こそが統一家の偉大なる資産です。韓国
家庭連合が明るい未来に向けて進んでいけ
るよう力となって下さることを懇切に願って
おります。」と語った。
ヤン・ジュンス元老牧会者会長は開会の辞
を通して、天地人真の父母様の特別なる恩
赦で総会が開催されたとし天に尊貴と栄光
をお捧げした後、元老牧会者総会の意味と
価値を強調、本会議の持続的なる発展を望
んでいる韓国協会、財団や機関関係に感謝
の意を表した。また真の父母様を中心とし
た絶対的な信仰基準について強調し、「対

内外的に厳しい私たちの現実を克服し、持
続的な教会発展の根幹となる成功的な神氏
族メシヤ活動を通して、ビジョン2020の聖
業を達成して見せるという確固、かつ徹底し
た摂理観が要求される。」と披歴した。

本郷苑参拝、

神氏族メシヤの使命完遂決議文採択

初日の開会式は、元老牧師会の李インギュ
副会長の司会により開会宣言、敬拝、天一
国の歌斉唱、家庭盟誓、金ミョンデ副会長
の報告祈祷、ヤン・ジュンス会長の開会の
辞、韓国家庭連合の柳慶錫会長の激励の辞
と祝祷、閉会宣言の順で行われた。
金ミョンデ副会長は報告祈祷で、「天の聖
業である国家復帰や真の父母様が強調さ
れる神氏族メシヤの使命完遂に向け、まず
その旨を知り信仰の道を歩みながら体得
した元老牧師らが、後輩の祝福家庭や食
口を激励し力と知恵を集めて先頭に立ち進
もうとしておりますのでどうかお導き下さ
い！」と祈った。
開会式に続いて総会の第一部では、神氏族

メシヤ活動と430家庭祝福完了の成功事例
をカン・ドンリェ勧士、ヤン・ウソク元老牧
師、金ミョンデ副会長が発表し、李ギソン院
長が天宙清平修錬苑の現況を報告した。総
会の第二部では常設の原理講義所の開設
及び動員可能会員の機動伝道団の活動、神
氏族メシヤ活動及び430家庭祝福志願方法
という二つの主題で支会別の分科討議及び
全体の総合会議が行われた。
二日目には訓読会の後開かれた閉会式で、
元老牧師者会全体の意志を集め決議文を
採択した。決議文には、「真の父母様の天一
国完成の命を奉じ、教会で中心的使命を尽
くし、食口と心情一体を成し神氏族メシヤ
活動を行うこと」と「手本となる生活で残る
生涯をみ旨に向けて全力投球し教会成長に
資すること」という内容を込めた。
閉会式後、全会員は天正宮博物館へと移動
し、本郷苑を参拝して神氏族メシヤ使命完
遂を決意した。続いて天正宮博物館、ヘリの
事故現場、清心国際青少年修錬院、清心平
和ワールドセンターを巡礼した。

＜記事提供:韓国協会企画局＞

1	元老牧師たちと記念撮影をしてくださる、真のお母様
2	天正宮博物館に招待された元老牧会者たちにみ言を語られる、真のお母様
3	約300名の元老牧会者たちが2015臨時総会を終え、記念撮影をする様子

3
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東京公演は11月24日夕、東京・新宿の会場
で開催され、国会議員をはじめ多くのVIPが
鑑賞、1800人収容のホールは観客で埋め尽
くされた。公演の冒頭、可愛らしい姿の最少
学年の団員がしっかりした発音の日本語で
挨拶をすると、客席から歓声が上がった。い
よいよ幕が上がり、愛くるしい笑顔の少女た
ちが登場。美しく華麗な舞と太鼓の演舞は、
時に優雅、時に壮大で力強く、また息を呑む
ような高度なテクニックも随所に見えた。透
き通った声とハーモニーで構成されたフィナ
ーレの合唱は、まさに天使の歌声のごとく会
場の隅々まで響き渡った。会場は終始感動
に包まれ、少女たちの舞や歌声に多くの人
が涙した。

翌25日、千葉・浦安の会場で、北朝鮮唯一の
海外総合芸術団体「金剛山歌劇団」との交
流会が持たれた。「平和統一の集い」と題し
た交流会は、梶栗正義UPF 事務総長の司会
で進行。大塚克己先生の開会の辞、リトルエ
ンジェルスの平壌公演の映像上映に続き、
林正寿・早稲田大学名誉教授が歓迎の挨拶
を行った。
金剛山歌劇団の蒋基生(チャン・ギセン)事務
局長の挨拶の後、同歌劇団が、北朝鮮の民
族楽器（チャンセム、カヤグムなど）の演奏
と歌を披露。それを受け、リトルエンジェル
スの鄭壬順(チョン・イムスン)団長が挨拶
し、リトルエンジェルスが答礼の歌として数
曲披露した。お互いの公演が進む中で、会
場は「平和統一の集い」にふさわしい雰囲気

に変わり、プレセント交換やゲームなどを通
じてさらに友好ムードが高まり、最後は全体
合唱、記念撮影をして交流会は幕を閉じ
た。鄭壬順団長は「このような交流の場は大
変貴重だと感じます。芸術文化を通して南と
北が一つになることを心から願っています」
と述べ、参加者は南北平和統一への期待を
膨らませた。
26日は、韓国民団中央本部前（東京・麻
布）の慰霊塔とJR新大久保駅（東京・新
宿）の構内で慰霊式が行われた。前者につ
いて、「6・25 韓国動乱」（朝鮮戦争）勃発
60周年を迎えた2010年から11年にかけ
て、リトルエンジェルスが参戦兵士を慰労
するために世界巡回公演を行った際、朴普
煕(パク・ポーヒ)総裁が在日僑胞の参戦者

日韓国交正常化50周年記念 
リトルエンジェルス記念公演 

日韓国交正常化50 周年記念事業の一環としてこのほど、韓国少女民族舞踊団「リトルエンジェルス」が7 年ぶりに来日、“日韓友
好・希望の懸け橋”として、東京、神戸、広島、福岡の4 カ所で公演を行った。リトルエンジェルスは、9 歳から15 歳までの少女たち
で構成され、現在は約130 人が在籍。韓国の伝統芸能を通して世界の平和を願い、世界の人々に深い感銘を与えようと日 、々舞踊
や太鼓、声楽などの厳しい訓練を受けている。今回は公演チームのメンバー32人が来日、各地で感動の渦を巻き起こし、“平和の天
使”として日韓の絆を深める大役を果たした。

東京公演

1

	 大陸ニュース	/ 日本



2016. 01     27

を念頭に、「リトルエンジェルスの参戦兵士
慰労の旅は日本でフィナーレを迎える」と
語った経緯がある。
新大久保駅での慰霊式は、2001年に同駅
構内で線路に転落した日本人男性を助けよ
うとして亡くなった、韓国人留学生・李秀賢(
イ・スヒョン)さんと日本人カメラマン・関根
史郎さんの勇気を称え、その尊い犠牲に敬
意を表してのものである。団員たちは、新大
久保駅の階段の踊り場に設置されている追
悼のプレート前で献花。慰霊式がスムーズ
に進められるように、駅長を中心に駅職員
が全面的にサポートした。団員たちは日韓両
国の犠牲者を追悼する慰霊式を通して、人
のために自らの命を投げ捨てた事実を改め
て知り、深い祈りを捧げた。

11月28日、一行は１週間の東京滞在を終え、
神戸まで8時間かけてバスで移動。16地区の
陸泰昊(ユク・テホ)地区長をはじめ、たくさ
んの地元メンバーが歓迎した。29日、1700

人が詰めかけ満員となった神戸公演も、さら
に感動的な公演となった。リトルエンジェル
スの演目の中には、背景に映像を活用したり
して趣向を凝らし、色鮮やかな蛍光色を利
用して演出の効果を出すなど、照明を駆使し
たものも数多くある。中でも「扇の舞」の最
後の照明効果は、ため息が出るほど。獅子
の踊りを取り入れた「仮面の踊り」でも、蛍
光照明の演出を用いている。約2時間、13の
演目があっという間に披露され、最後の合
唱で歌われた日本の名曲「夕焼け小焼け」「
ふるさと」は観衆の心を洗い清め、多くの人
のひとみに涙が溢れた。

11月30日は広島へ移動。ホテルに到着する
と、11地区の佐野清志地区長をはじめ、大
勢の韓国人婦人による歓迎があった。この
日は、日韓親善協会や広島県庁、広島市役
所、領事館を表敬訪問。記念品の交換や歌
の披露をするなど、貴重な時間を持った。
表敬訪問の中で、鄭壬順団長は「広島での
公演は3回目で、3 数という完成数であるこ
とにとても意味があり、希望を感じます。今
回の公演を通してたくさんの方が感動し、日
韓友好の絆がさらに深まり、世界の平和に
貢献できたら幸いです」と述べた。
12月1日午前、広島市の平和記念公園で行わ

れた2つの慰霊式。まず、「韓国人原爆犠牲
者慰霊塔」の前で、当時広島に住んでいた韓
国人犠牲者を追悼し、黙祷と献花を行った
後、アリランを歌った。続いて、原爆死没者慰
霊碑の前で、犠牲者の追悼と平和を願う黙祷
を捧げて献花し、「ふるさと」を讃美。
その後、同日夕方の広島公演では、開演前
に駐広島韓国領事館の総領事が挨拶。この
日も多くの観衆に感動を与えて、素晴らしい
公演を披露した。天使の笑顔は絶えること
なく、多くの人の心に癒しと潤いを与えた。

12月2日、今回の最終公演の地、福岡へ移
動。福岡のホテルに到着すると、12 地区のた
くさんのメンバーが出迎えた。12月3日の福
岡公演当日。会場の外は雨と強風の中でし
たが、開場30分前にはロビーを埋め尽くす
ほどの人で溢れた。会場のある宗像市は福
岡市中心部から少し離れた静かなところに
あるが、1500人の会場は大勢の観衆で賑わ
った。この日が最後の日本公演ということ
で、団員、教師陣、スタッフ陣一同は緊張感
をもって臨み、感動的な舞台を展開、盛大
な拍手喝采で幕を閉じた。
この日は、梶栗正義UPF 事務総長、朴鍾泌
第12地区長のほか、地元議員や領事館関係
者などが鑑賞、激励した。梶栗事務総長か
らは、日本公演の全ての成功を祝賀し、博多
人形とお菓子を団員一人ひとりにプレゼン
ト、和やかなひと時となった。12月4日早朝、
リトルエンジェルス一行は空港へ向かい、別
れを惜しみながら韓国へと旅立った。

神戸公演

広島公演

福岡公演

1 2	リトルエンジェルス芸術団員の美しい公演
3		韓国戦争の犠牲者のために敬意を表するリトル
エンジェルス公演団

4		最後の公演会場がある福岡で感動的なステージ
を見せた後、記念撮影をする様子

2 4

3
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2015年12月12日、ラスベガス国際平和教育
院（ＩＰＥＣ）でみ言を語られるために、真の
お母様がアメリカに入国され、12月10日ＩＰ
ＥＣに到着された。大陸会長たちとコスタリ
カのカープメンバーたちを含めた、約100名
の食口たちがお母様をお迎えするために集
まった。ちょうどその時、コスタリカの食口た
ち(その中の数名は新規のメンバーであった)
は聖地巡礼中であった。すぐにお母様の主
管の下で行われた会議において論議された
ことの中の一つが、外国食口たちが韓国の
天正宮博物館を含めた、多様な聖地をより
簡単に巡礼することが出来るように整備す
ることであった。お母様はその日集まった食
口たちと約５分間、み言を交わされた後、準
備されたたくさんの報告内容を聞かれた。
翌日にはお母様がレッドロックキャニオンを
訪問され、レッドスプリングの散歩コースで
御一行と天一国バウンスを編曲したバウン
ス体操にあわせて、体操をされたりもした。

シカゴ大会

2015年12月5日、真の家庭の価値授賞式で
善進様が真のお母様のみ言を伝えた。その
授賞式は、1996年から毎年シカゴで行わ

れ、前年度に始まった真の家庭の価値プロ
ジェクトの一環であった。また授賞式は社会
のために献身的に奉仕し、模範となる個人
や家族のために作られた。去る数年間、真
の父母様ご夫妻が、この授賞式でみ言を語
って来られた。1999年の場合には主催者側
はお母様が語られるという知らせを行事の
二ヶ月前に知った。当日、お母様は溢れる恩
寵で『祝福結婚と永生』という主題で約三
千名の参加者たちに語られた。翌年には牧
会者たちが先頭に立ち、真のお父様を講演
者として招待した。シカゴの最も広い宴会場
に集まった数千名の宗教指導者たちの前で
語られたお父様は、その行事直後に先輩食
口たちに対しアメリカ50州の巡回講演を準
備するように指示された。その巡回に同行し
た牧会者たちと各州でお父様を歓迎した牧
会者たちにより、アメリカ指導者協議会
（ACLC）が誕生したのである。

ニューヨーク大会

2015年12月7日、ニューヨークで開催され
た、真の家庭価値使役20周年記念式で、文
善進世界平和統一家庭連合世界会長がお
母様のみ言を代読した。行事に先立ち、早

朝3時30分に金起勲北米大陸会長は、お母
様からの連絡を受けた。お母様は「金会長、
今回の行事では私が直接み言を語らずに、
愛する娘を送ろう。」と語られた。お母様の
み言を伝えるに先立ち、文善進会長は会場
に集まった宗教指導者たちの前で、「長い間
離れていたけれど、ニューヨークは私の故
郷」という挨拶でスタートした。続いて、「誰
よりもお母様がこの場に参席されたがって
いた。」と伝え、「このメッセージを通して皆
さんにお母様の愛と祈祷、そして祝福を送り
ます。」と加えた。

真のお母様がIPECで語られる

2015年12月12日、ラスベガスの記念行事の
雰囲気が段々高潮した。行事の絶頂に、真
のお母様が参加者たちに心を込めて語って
くださった。司会者はアメリカのマイケル・バ
ルコム協会長だった。本行事はスターリング
ス大司教の祈祷で始まった。金起勲会長は
北米大陸会長に任命される前、長い間シカ
ゴで活動したため、歓迎の辞でシカゴから
始まったこの運動の歴史を懐古した。
世界平和統一家庭連合世界本部から来た、
二人の発表者たちはその場に参席した、アメ

アメリカにくださった祝福

天和宮で韓国・日本・米国の指導者集会を主管される、真のお母様

	 大陸ニュース	/ アメリカ
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リカ宗教指導者たちに真の父母様が救われる
べき使命の深さと世界的な範囲を紹介した。
趙誠一　家庭連合世界本部長は真のお母様の
絶え間なき努力とビジョン2020を説明した。ま
たユン・ヨンホ博士はインドとネパールで行わ
れている活動について紹介した。そして世界平
和女性連合世界会長であり、真のお母様の嫁
である、文姸娥教授はニューヨーク大会で善
進様が代読した、お母様のメッセージを読ん
だ。その場にアメリカの食口たち、韓国と日本
の家庭連合の教区長たち、ACLC会員たち、そし
て平和大使たちを含めた、天宙平和連合
（UPF）会員等、700名以上が集まった。
文姸娥様がメッセージをすべて読み終わった
後、真のお母様が壇上に上がられた。真のお
母様はレオナルド・ダ・ヴィンチの絵『最後の
晩餐』のお皿に盛られたメニューが魚であっ
たという事実とイエス様の５つのパンと二匹
の魚の奇跡、そして草創期のキリスト教の人々
において、魚が持つ意味についてみ言を始め
られながら、その場に集まった宗教指導者た
ちに「イエス様が父母の前に孝行できなかっ
た、孝子の場に立つことが出来なかったその
立場がどれだけ辛かったでしょうか？」と尋ね
られた。
また真のお母様は、イエス様が33年間準備し
た基盤を失ったことによって、神様がイエス様
を送られるまで四千年間準備された基盤を失
った結果を招いたという点を指摘され、まず召
命され、祝福を受けた食口たちが70億人類を
子女として祝福してくださろうとされる、天の
父母様の願いを成して差し上げるべきだとい
う点を強調された。
そして、他の行事で講演したように、本行事でも
天正宮博物館のスタッフで構成されたアップル
ヘブンに歌うように語られると、歌声が、真のお
母様がラスベガスに施される恩恵のように会場
に響きわたるようであった。

ラスベガス国際平和教育院（IPEC）の様子

次の内容は、真のお母様が2015年
12月10日から23日までアメリカを訪
問しくださった恩恵をＴＰマガジンス
タッフが編集した内容である。

特別に真の家庭の価値使役20周年を祝う、この場に参加することができ、と

ても嬉しいです。この真の家庭の価値使役を通して、世の中に新たな風が吹

き、変化をもたらし、そして皆が救いを受ける助けになると思いました。今日の

メッセージをはっきりと確信し、神様が願われる方向で活動している人 と々共

に活動する準備が出来ています。	 ＜ルアン・ルーズ博士、連合メソジスト牧師＞

個人的に行事のハイライトはみ言の内容だったと思います。私がブロードナ

ー牧師に言及したように、今日のみ言が本当に胸に響きました。今日受けた愛

のメッセージと他の人々に手を差し伸べるメッセージは、私たちが常に実践す

べき普遍的な原則です。私たちに５～６曲の歌を聞かせてくださるために、７

名で構成されたバンドをお呼びになられたのはお母様の愛を見せてくださっ

た証拠です。今日の夜の行事に参加することが出来てとても感謝しています。

	 ＜レネ・バレナス主教、チーム・ユナイテッド　マハリカ財団＞

私はエリザベス家庭教会から来て、またニュージャージーキリスト教伝道師連

合の代表者として来ました。キリスト教伝道師連合を中心に、キリスト教共同

体にあるほかの宗教と共に仕事をして来たため、この驚くべき行事が私にとっ

ては最高です。皆共に集まって神様を賛美し、真のお母様のみ言を通して学

んだことが個人的に今年の核心であると思います。特別に真のお母様が送ら

れた「アップルヘブン」バンドのおかげで、とても楽しい時間を過ごしました。

み言の中で私が特に感動した部分はアメリカにとても多くの憎しみの情が存

在し、宗教的極端主義、家庭価値の喪失などを含めた数多くの危機を経験し

ているこの時に、むしろ愛を与え、慈悲の心を実践し、平和と真の愛で応じな

ければならないという内容でした。今日のメッセージは本当に時に適うもの

でした。	 ＜エミリージョン・ラパダ＞

家庭の運動に参加したことは今回が初めてです。すべての人種を一つにしよ

うというメッセージが感動的でした。	 ＜ケイ・モーラン＞

ニューヨーク大会の参加者たちの感想
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2015年12月12日、パリのアケイバフイェホール
にて天宙平和連合（UPF）フランス支部は「持
続可能な平和と発展に向けた挑戦：ビジョン
と価値とパートナーシップ」というテーマの下
に毎年恒例の討論会を開催した。この行事は
平和大使の恒例の年次総会でもあり、ゲスト
を含む百人の平和大使が出席した。
討論会は、130人もの犠牲者を出したパリ同
時多発テロが起きて一ヶ月後に開催された
ものであり、1月からパリで流血事態から始
まった一年を締めくくる行事でもあった。昨
年はもう一つの重要な行事もあった。国連の
「持続可能なグローバル発展2030アジェン
ダ発表」、「第1回鮮鶴平和賞授賞式」、そし
て全世界の指導者たちをパリに呼び集めた
「国連気候変動会議」などだった。そのよう
な行事の中「国連気候変動会議」は、私た
ちが行事を開催したその日に終わった。その

ため私たちは平和と発展のより大きなビジョ
ンを中心として三つのセッションを用意し
た。それは社会の良心から見た超宗教対話
と地球の多文化社会の勃興、そして持続可
能な発展における再利用エネルギーの挑戦
だった。

国連気候変動会議と同時に

開催された討論会

この行事は、11月13日のテロで犠牲になった
130人を追悼する超宗教的な儀式から始まっ
た。130種類の虹色の折り紙が展示された
が、それは犠牲者の魂が天国に行くことを象
徴したものであった。主な宗教指導者たちが
前に用意された蝋燭より、他の4つの蝋燭に
火を灯す間、司会者ミリアム・トラチェズ女史
は各宗教の経典の抜粋文を朗読した。続い
て聖書とコーランを翻訳しアブラハム協会の

共同創設者であるアンドレ・シュラキ氏の息
子であるエマニュエル・シュラキ氏が父親の
業績について簡単に紹介した。UPFボランテ
ィア活動をするイェボン・マルドナド氏とコヤ
マ・タケユキ氏がピアノとフルートの演奏でイ
ベントの開始と終了を飾った。
UPFフランス支部のパトリック・ジュアン副
会長が司会を務めた最初のセッションのテ
ーマは、「宗教と政治、永遠の平和に向けた
協力」であった。このセッションではUPFフラ
ンス支部のジャック・マリオン会長の挨拶に
始まり、11月のテロで最も大きな被害を受け
た地域であるパリ11区にあるオマ・モスクの
イマーム(指導者)であるシェイク・アブデルカ
デル・アシュが「イスラムでの人間尊重」につ
いて発表した後、宗教学の教授であるザビー
ネ・ルブランク女史が超宗教的な経験の平
和への影響力について発表した。その次の

UPFフランス支部年恒例討論会開催

持続可能な平和と
発展に向けた挑戦に応じる

11月13日、パリのテロによる129名の犠牲者に敬意を表する、指導者たち 超宗教間の対話の主要な役割を強調している、
ドゥドゥ・ディエネ特別調査委員

	 大陸ニュース	/ ヨーロッパ_フランス
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発表者であるアリ・ラッツビン博士はフラン
スの地政学会長で、中東の紛争について地
政学的に評価しながら宗教を利用するテロ
組織に関して広範囲にわたり検討した。最後
の発表者であった哲学教授のジャン・ルーク
ベレー博士は、永久なる平和に影響を及ぼ
しかねない普遍的な価値観について発表
し、平和の世界と有意義なる人生への3つの
祝福を強調した。続く議論では、テロリズム
と宗教の関係性および政治的発展における
イスラムの役割に焦点が合わせられた。
二番目のセッションはジャック・マリオンが
司会を受け持ち、主題「一つの地球、一つの
人間共同体」を討論した。司会者は韓半島
を含む東南アジアと中東におけるUPFの平
和活動について話しをした。彼は最近アル
バニアのティラナで行われたバルカン半島
の自主的平和活動10周年記念行事について

報告し、バルカン半島でのUPF活動を展望し
た。続いてマケドニアのスコープジュポン大
学の政治科学科の学長兼NATOのマケドニ
ア大使だったナノ・ルージン博士がユーゴス
ラビアの分裂および民族の葛藤、またマケド
ニアの多民族民主主義の発展を含め、バル
カン半島の歴史について発表した。彼によ
れば、超宗教の対話が神学的な観点より倫
理的な観点へと変わらなければならず、人
権に焦点を当てる必要性を強調した。最後
の発表者は社会学者でありヨーロッパの展
望や保安研究所（IPSE）研究員であるジャ
ン・クルード・フェリックス・チカヤ氏は、コン
ゴにある家族の先祖について言及しなが
ら、フランス社会適応の難しさを語りながら
もフランス多文化社会を肯定的に展望しな
がら締めくくった。
三番目のセッションは、青年UPFのアレクサ

ンダー・ユア事務総長の司会により「持続可
能な発展に向けたエネルギー問題と挑戦」
というテーマで進行した。夫婦の二人が発
表者として立った。夫のティエリ・マルドナド
は環境問題の専門家であり、夫人のエボ
ン・マルドナドは流体力学を研究する博士
課程の研究生だった。彼らは持続可能な発
展と気候変動におけるエネルギー問題を提
議し、参加者らの質問に応じた。この発表者
は会場から数キロ離れた所で同時に幕を下
ろす国連気候変動会議で世界の指導者が
論議した問題について具体的に発表し、参
加者らの関心を引いた。
最後に、保険会社の役員であるソブリノ女史
と中央アフリカ共和国出身の犯罪学者クエ
博士に平和大使任命状を授与し締めくくっ
た。クエ博士は紛争で汚された祖国につい
て語り、出席者の心を打った。

青年と関連した内容について話している、
ジャン・クルード・フェリックス・チカヤ氏

フランスUPFにマケドニアのプレゼントを伝達している、ナノ・フジョン博士

カンファレンスの根本的な価値を紹介している、フランスUPF会長である、ジャック・マリオン 
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2015年11月27日から29日に、フィリピンのリ
サール州にて「第三次インターナショナルユ
ースアセンブリ（IYA）」が『原理の青年：リ
ーダー、行動、繁殖』というテーマで開催さ
れた。世界平和青年連合（YFWP）とワール
ドカープ（W－CARP）が天宙平和連合
（UPF）と共同で3日にわたって開催し、大会
の主催国家であるフィリピンだけでなく韓国
や日本を含むアジア８ヶ国とアメリカの代表
らが出席した。今回三度目となったこの大会
は、2013年にアジアUPF龍鄭植会長が若者
の指導者を養成するために始めたものであ
る。3日間、ボランティアを含めた520名の代
表者が参加し、11月29日のメイン行事には
2600名の青年学生が参加した。

3日間の主要イベント

国際平和リーダーシップ大学（IPLC）が今年
のIYAを主催した。2013年に創立されて以
降、IYAがIPLCキャンパスで開催されたのは
初めてのことであった。以降、大学でIYAを

開催する計画が進められ、他の大学でもこ
の年恒例の行事を主催するようになる。第
三次IYAは代表者に楽観的な動機を付与し
た様々な計画や活動を展開した。それはイ
ンターナショナルユースフォーラム（IYF）、
友情の夜、IYA決議文作成、イヤリンピック
（IYAlimpics）、開会式と授賞式、登山、植
樹やメインイベントなどがあった。リサール
州タナイ町のラファエル・タンワットコ町長
がIPLC体育館で開催された開会式で歓迎
の辞を述べた。タナイ町はリサール州政府と
フィリピン軍の第ニ歩兵師団を含め、第三
次IYAの主要後援機関である。続いてIPLC
学長のビーナス・アグスティン博士は開会の
辞を述べた後、基調演説をした。
48校の大学と青年団体を代表する学生や
青年指導者が様々な活動を熱烈に繰り広げ
た。最初にIYFで発表者がいくつかの主題を
提示した。UPFのチェレスティノ・ホセ・ナバ
ルタ・ジュニア教授が平和原理に関連するプ
レゼンテーションを発表し、シンガポールか

ら参加したケニー・チアの「青年に対する21
世紀科学技術の効果」のプレゼンテーショ
ン、IPLCよりコスタンス・ギャップ女史の講演
「ストレートトーク」が続いた。また国家青
少年委員会のベイボン・センギードのプレ
ゼンテーション発表「何が現代のヒーローを
作るのか？」、ミンダナオ島の学生リーダー
のダトゥ・ファックス・アリ・マングダダトゥの
プレゼンテーション発表「リーダーシップ、
政治と社会変化：青年と国家発展」、そして
フィリピンCIG青年特使の韓国人であるチャ
ン・インヒョクのプレゼンテーション発表「
グローバルネットワーク：交換プログラムを
通した効率性の増加」が続いた。友情の夜
には、文化公演とエンターテイメントの他に
も、代表者らがチーム別にそれぞれの才能
を発揮し姉妹結縁を通して友情を築いた。
二日目の11月28日には、学会のもう一人の発
表者アマド・マグジノ博士は「21世紀青少年
の学業の挑戦」という面白いテーマを発表
した後、総会の結実として決議文と提案書

第三次	インターナショナル	ユースアッセンブリ

真の父母様の若者への
ビジョン拡散

木を植えて、気温温暖化と闘う、インターナショナル・ユース・アッセンブリ

	 大陸ニュース / アジア_フィリピン
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を作成する時間を持った。世界平和教授協
議会（PWPA）フィリピン支部の会員である
IPLC教授のフェリシタス・シカム博士が決議
文作成の過程を指導した。この結果はとて
も鼓舞的で、7つのチームに分かれた学生ら
は興味深い討論を経て、フィリピン国会や国
家青年委員会に提出することになった7種の
決議事項を導出した。並びにフィリピン全国
にカープ支部設立や、全大学にIYAを制度
化する委員会も組織された。
この日は代表者全員が楽しんだチームビルデ
ィングゲーム、イヤリンピックというスポーツ
活動を通して親睦と友情を固めた。またフィ
リピンカープ支部の入会式やイヤリンピック
の授賞式で締めくくった。アジア平和統一奉
仕団（APUC）の団長であるロベルト・サンティ
アゴ予備役将軍が祝辞を述べた。代表者ら
が在学している大学のカープの勝利を決意
し、未だカープが登録できていない大学では
この団体の設立を推進することを決めた。
最終日の三日目はとても慌ただしかった。11
月29日早朝から代表者全員を含む数百人の
大学生が志願し植樹式に参加した。夜明け
に雨が降ったにもかかわらず、代表者がタナ
イ町外の山村にある公立学校に集まった。
フリスコ・サン・フアン・ジュニア副知事がボ
ランティア全員にインスピレーションを与え
るメッセージを伝えた。また、アマンド・ヴィ
ラメイヨ地方委員会理事とカルロス・オノフ
タナイ町環境保護チーム長も出席した。この
日は1,500本の苗木を植えた。ただ、参加者
は滑りやすいぬかるみの山道を往復1時間
ほど歩かなければならなかったが、みんな
地球保護に参加し気候変動や温暖化の影
響を減らすのに役に立てるという思いで意
欲が溢れていた。

2,300人以上の青年学生が

参加した本行事

第三次IYA本行事が開催されたIPLC体育館
は、いくつかの青年団体を含む全国30校の
大学から集まった2,300人以上の青年学生
で埋め尽くされた。プログラムが進むにつれ

て積極的に歓呼する若い熱気が満ちた。ヒ
ップホップダンスグループである「タナイ・ハ
イパービット」の公演で始まり、IPLC在校生
の武道のデモンストレーションが続いた後、
仙和インターナショナルアカデミーから選抜
された学生による文化公演が披露された。そ
して参加者が注目していたリチェル・ザリフ
ァー氏による純潔講義が行われ参加者全員
が純潔の誓いを提唱した。その次にリサー
ル州システム大学の合唱団による国歌斉唱
とメインイベントが開始された。
アマンド・ヴィラメイヨ地方委員会理事によ
る歓迎の辞に続き、アジアUPF龍鄭植会長
による開会の辞を私が代読した。その内容
は、青年たちに現代社会の問題を積極的に
解決するフィクサーになれるよう強く呼びか
けた。様々な賞を受賞しているTV放送司会
者兼政府のTVチャンネルであるPTV4の青
年指導者ジュール・ギエン氏の特別メッセ
ージと、フィリピン軍の第2歩兵師団司令官
ロミオ・ゲン所長からも特別メッセージもあ
った。そして仙和インターナショナルアカデ
ミーの学生による韓国の伝統舞踊「扇の舞
い」の後、リサール州のカシミロ・イナレス知
事の基調講演をレイナルド・サン・フアン・ジ
ュニア地方委員が代読した。
この行事のハイライトは、模範的な青年学
生に青年平和大使および大学生平和大使任
命状を授与することであった。本行事が終わ
る前、音楽グループ「コロ・チョレア」による
感動的な音楽と共に、人類平和のための祈
祷会が行われた。そしてフィリピンW－
CARPのレネ・ランサンガン会長の音頭によ
る億万歳三唱で締めくくった。より良い未来
を開拓するという青年らによる一丸となった
声が体育館に鳴り響いた。
この日の夕方に会場には、スタッフとメンバ
ー全員が天の父母様と真の父母様の勝利の
報告を申し上げる祝勝会をしようと集まっ
た。全員が2016年IYA開催の成功に大きな
希望を持った。

ジュリウス・マリックデム｜

世界平和統一家庭連合フィリピン会長

講義に集中している参加者たち

沈黙と友情を確かめる、イヤリンピックス
(IYAlimpics)

純潔の誓いを決意する姿

模範的な青年学生たちに、青年平和大使と
大学生平和大使任命証を授与

３日目に植木行事に同参した、参加者たちの
情熱的な姿
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最初に、中田会長はパラグアイのレダに行く
ことが決まった時を思い出しながら「私は南
米特にレダには絶対に行きたくありません
でした。」と語った。耐え難き熱気、危険な
地形、蛇や蚊や毒を持つ昆虫について語っ
た。それはとてつもない作業だった。彼は「
我々はシャベルと手押し車を持ってレダに
行きました。そこには住めるような家、飲み
水や電気さえもありませんでした。そこには
通信タワーが一つありましたが、一月後には
機能が麻痺してしまいました。我々は何の通
信手段もなく完全に孤立してしまいました。
我々は世の中がどのように回っているのか知
るすべもありませんでした。私は妻との連絡
も途絶えました。妻は私がどこにいるのかも
知りませんでした。」と語った。

レダプロジェクトの最終目的

このように過酷な条件は物理的な物だけで
はなかった。最も困難の一つは人間関係だ
った。そのように辛くて厳しい仕事をしてい
ると否定的な態度になったり、怒りぽくなっ
た。中田会長はそれが真のお父様の偉大さ
だと語った。彼は「そのような環境の中で真
のお父様の偉大さを考えました。北朝鮮で
は大きな試練がお父様を待っていました。
お父様は北朝鮮で死ぬかもしれないと思っ
ておられました。興南収容所に収監されて
いましたが、隣人の為に生活されました。そ
れと同じ環境で普通の人が暮らしていける
と思いますか？皆さんはそうできるとすれ

ば、最終的には原理を実践していることとな
ります。」と述べた。
レダプロジェクトの最終目的は、開墾不可能
な不毛の地を利用可能へと整えることであ
った。そこは遠く離れていたにもかかわらず、
今ではこの地域が未来と環境に重要な役割
を担っている。中田会長は「全てのことが環
境保護や食糧問題解決に向けて人間とつな
がっています。」と述べながら、NGOとキリス
ト教団体が希望を夢見てパンタナールを訪
れたが失望し帰って行ったと回顧した。また
「最も大きな成功となったのは、その不毛の
地で農作業ができるようになったことです。
これは人々を感動させました。政府や国民
がレダを完全に忘れ去っていましたが、お父
様はその忘れられた地を開拓されました。」
と強調した。
レダプロジェクトを通して初めて一般人が魚
の孵化を成功させた。神様に対する深い信
仰に並び数多くの試行錯誤を経て、魚の卵

を孵化させることができた。これは国家にお
いて大きな貢献となり国民の関心を呼ん
だ。この地域の住民を救う方法として、稚魚
を育て川に放流する放流イベントを開催し
た。このイベントにパラグアイ大統領をはじ
め、環境部長官や農水産部長官が出席し感
謝の挨拶を述べた。環境保護の持続的な努
力と重要性について中田会長は、「我々が被
造万物を愛すれば、それらは我々に美しさ
で応えてくれます。愛が鍵です。我々は時に
人を騙すかもしれませんが、被造物は騙し
ません。」と語った。
最後に彼は、全世界においてアメリカの重要
性や南北米の特別な関係について言及し、
アメリカの食口に「我々が覚醒し再び立ち上
がってもっともっと努力してみましょう！私も
過去の経験を土台に最善を尽くしていくつ
もりです。天一国の実体化に向けた基盤を
築くために皆で協力いたしましょう！」と激励
した。

レダプロジェクトの証し

地獄から天国へ

レダプロジェクトの責任者である中田実会長は、10月26日と27日にかけてロサンゼルスとサンフランシスコを訪問し、「レダプロジ
ェクト：地獄から天国へ」という題目で証しをした。

世界的な飢餓問題解決のために、レダプロジェクトについて証している、中田会長

	 大陸ニュース	/ 南米
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この日は麗水に行った。平和大使協議会長
とUPF支部長と麗水教会長と一緒に昼食を
とり、会話を交わした後、私たちはお父様が
聖地に定められた順天市にある樂安邑城に
向け出発した。真の父母様は清海ガーデン
を中心に麗水の海洋摂理を始めながら、教
育生が必ず訪れなければならない 10　　
ヶ所（梧桐島、鎭南館、水産科学館、向日
庵、仙巖寺、順天湾生態公園、樂安邑城、巨
文島、突山定置網、清海ガーデン）を選定

し、直接訪ねて行かれて祝祷してくださっ
た。今回の真の父母様の行跡探索では、時
間の都合により巨文島と清海ガーデンと樂
安邑城のみを踏査することにした。
文献によると順天市樂安面に位置する樂安
邑城は、広い平野に築造された城で外敵の
侵入から民を保護するためにつくられた石
城である。1397年（太祖6年）に積まれ、世
宗実録によれば1424年から数年にわたって
再度石で城を築き規模を広めたという。邑
城の全景は四角形で、全長1,385キロメート
ル、高さ4メートル、幅3～4メートル、面積は

22万3,108平方メートルである。 1983年6月
14日に史跡第302号に指定された。
漢陽(昔のソウル)をモデルにして作られた朝
鮮時代の地方計画都市とされた「樂安」は、
豊かな土地で全ての民が平安であるという意
味が込められている。役所や100軒の藁ぶき
の家が石垣と柴の戸に隠れており、目を奪わ
れるが如く昔の姿を保っている樂安邑城。私
の影を落とした城郭と石垣を歩いてみると、
心まで豊かになる所が樂安邑城であると記
録されている。かつて人気ドラマだった「チャ
ングム」のロケ地としても有名である。

	 特別寄稿

真の父母様の行跡を訪ね
3

許煬｜天一国特別巡回師

3日目

釣り体験で釣った、タイリクスズキを抱えている、許煬巡回師　
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まずお父様が辿った足跡を想像して見る。
真に平和な村である。国際海洋修練生には
必ずそこを訪問させ、滅私奉公、先公後
私、憂国忠節の精神を涵養させた所であ
る。ここでお父様が与えられたメッセージは
「壁を崩さなければならない」という内容
だった。個人の身体と心から夫婦、家庭、
氏族、民族、国境、文化、人種、宗教の壁で
ある。どこに行かれても一つの世界を熱望
されるがゆえに語られたみ言だったと思
う。またここで飴をたくさん買って行かれ、
朝の訓読会の時に修練生に配り、樂安城
の価値を高揚された。
帰りに、順天市上沙面龍巖里432番地に居
住している朴ジョンイク、金ヨンスン祝福家
庭を訪問した。 1980年代に筆者が麗水で
牧会する時、結ばれて祝福を受けた霊の子
の家庭である。金榮輝会長はこの家庭のこ
とを細 と々尋ねられ、一つの命を見つけて立
てるまでの精誠を貴く思われ、この家庭へ
の訪問を受け入れて下さり、この家庭と眷属
(けんぞく)のために祝祷をして写真撮影まで
して下さった。この家庭は、金会長の訪問に
感激し恐縮していた。前日、新たに取り寄せ
たソファは偶然ではなかったと言いながら、
何を意味するかは分からないが、昨夜の夢
で大きな墓が見え、墳の上に新芽が生える
のを見たと語った。むさ苦しい所に真の父
母様の愛と天運をもたらし、接ぎ木して下さ
ることに重ねて感謝する表情だった。
この家庭は順天教会の中心家庭で、氏族メ
シヤとしてその使命を果たすために座敷を
新築し、内部を現代的に改造して住民が恩
恵を受けられるよう整え、特に真の父母様
の尊影(お写真)と天一国経典『天聖経』、そ
して蝋燭が並べられており、神 し々くも感じ
た。この家庭で鳴り響く訓読の声と祈りが義
理堅くまた良心を持つ住民に波及され、町
全体が真の父母様を受け入れる統一村とし
て脚光を浴びるその日が必ず来ることであ
ろう。そう固く信じて金ヨンスン勧士がお土
産でくれた梅を車に積んで町を後にした。
本来は順天湾生態公園にも行こうとしてい

たが、すでに周りが暗くなり名残惜みながら
麗水のジオーシャンに戻って来た。

今日はKTXで上京する日である。スケジュ
ールをチェックしているとちょっと変えよう
と思った。最初は真の父母様が滞在された
清海ガーデンを訪問し敬拝をして、次に最
近麗水市の突山公園から紫山公園までを
つないだ海上ケーブルカーに乗り軽く昼食
をとって上京する予定だった。ところがふと
釣りをもう一度やりたいという気持ちにな
ったのだ。
筆者が麗水で公職をしていた頃、時々父母
様の釣りの精誠を思いながら釣りをし、チ
ェ・ジョンホ船長が魚をたくさん釣っていた
ので、公務で上京する際には麗水で釣った
新鮮な魚を天正宮博物館にお捧げしたりも
した。このようなことを考えれば考えるほど
釣りがしたい、魚を捕まえたいという思いが
強くなった。
まず金ビョンホ会長と相談し金会長にスケ
ジュール変更について申し上げると快く同意
して下さった。そしてチェ・ジョンホ船長に電
話をかけ、真の父母様の行跡踏査のついで
に会長と共に麗水に来ていると状況を説明
し、清海ガーデンの沖で釣りをするのに協
助してもらえないかと頼んだ。チェ船長は、「
今日は折よくお客さんと釣りに行くスケジュ
ールはないので可能だ」と答えた。
この船長は魚が捕れるポイントを確実に知
っていて麗水地域でも屈指の方である。お
父様が釣りの精誠を尽くされる時、韓国の
食口の中では最も多く補佐をし、また釣りの
ポイントを資料として作成してお父様にお見
せした。お父様はその資料をご覧になられ「
完璧な資料だ」とお褒めになり、それを資料
集とはせずに、麗水地域船上釣りポイント
百科事典にするようにと語られサインして下
さった。
まず、私たちはジオーシャンコンドミニアム
から車で30分を移動し細浦係留施設に立ち

寄った。ここは船舶売買、修理、保管をする
場所で、船を海に上げ下げする50トン級の
ホイスト(Hoist)がある。これはイタリアで作
られ、レジャー用ホイストとしては韓国でた
った一つだけである。ここに聖和の直前まで
お父様が乗船しては釣りの精誠を尽くされた
「天艇号」がキレイに保管されていた。天艇
号について説明を聞くとお父様にお会いし
たいという気持ちになった。数え切れないほ
どお父様と一緒に天艇号に乗った。この船
のあちこちに付いているお父様の香りが筆
者の嗅覚を通じて、全身へ高まる思いとなっ
て共鳴していくのを感じることができた。
お父様が精誠を尽くされた細浦係留施設の
踏査を終え、チェ船長の引率で10時頃海に
向かった。兎島近傍に達した頃、チェ船長が
「ここが、お母様が2004年6月11日、66セン
チの大きなボラをはじめ、魚8匹を釣られた
ポイントだ」と説明した。それを契機にお母
様も清海ガーデン沖にお父様と共に釣りの
精誠のためによくお出でになられたと語っ

4日目
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た。釣りのポイントについていくつもの説明
を聞いているうちに1時間が経過し、天上に
おられるお父様が同行して下さっているの
を体恤することができた。
私たちが乗った釣り船は上鶏島付近に到着
した。ここでスズキ(シーバス)釣りの準備を
した。チェ船長は本当に専門家である。魚を
科学のように捕まえる。海水の深さ別にどの
ようなタイプの魚が捕れるかを完全に知っ
ている。チェ船長の言葉に耳を傾ける。「ス
ズキは釣り糸を垂らせばすぐに飛びつきま
す。釣り糸を垂らしても直ぐにエサを銜えな
ければさっさと糸を巻かなければならない。
」と話してくれた。釣り糸を6メートルまで下
ろすよう言われた。結局は「あぶれ」だった。
ポイントを変えて釣り針に小エビを付け6メ
ートルまで下ろした。その瞬間、釣竿がぐら
りとした。とても大きな魚だった。６人が乗
った船が魚の悶えと共に揺れた。船長と一
緒に慎重に糸を巻いたり緩めたりしながら
やっと釣り上げた。船の中はお祭り気分だっ

た。誰もが歓声をあげて祝う雰囲気だっ
た。黒い斑点があるタイリクスズキで長さ87
センチ、体高48センチ、そして重さは6キロだ
った。巨文島や清海ガーデンの沖合で父母
様と共に海洋摂理に数多く参加したが、この
ように大きな魚を釣ったのは初めてだった。
私の心と体は興奮し天にも昇る気分だった。
そう予期せぬ魚を釣り上げ、次のような考え
が筆者の脳裏をよぎった。まずこの魚は天
上よりお父様が与えてくださった。第二に、
お母様が構想される全てのことが上手くいく
ような感じがした。第三に、金榮輝会長の運
気で釣った。第四に、私の家族にとっては縁
起の良い現象である。
金会長はどのような方なのか？統一家の兄
弟姉妹たちがよく知っている如く、最初の祝
福三家庭であり、一番弟子の1人であり、そし
て天議苑の苑長であられる。お母様のみ言
の前に絶対に従順し、お母様が重要な事項
を決定する際には相談の対象となられる。
時にはお父様の空席を埋める一番上の兄と
して統一家のすべての食口が尊敬する方で
ある。真の父母様がどれほど愛して大切にさ
れる方であろうか！そんな方と共に同行した
運気で、天上よりお父様がタイリクスズキを
下さったということが素朴な私の信仰心だっ
た。本当にドラマチックな場面だった。
船着き場に到着し、氷を入れて天正宮博物
館にお送りするためにタイリクスズキを包
装してから上京する準備をした。時間に追
われ清海ガーデンの訓読室には寄れず、船
着き場からそっちの方向に向かって立った
まま金会長の号令に従い敬拝を捧げた。
シム・ワンソク常務が用意してくれたお弁当
を持って、午後1時03分のKTXに乗った。走
る列車の中で昼食後、夢の様な3泊4日をま
とめてみた。

清海ガーデンとはどんな所か

「清海ガーデン」、そこは一言で真の父母様
の息吹と真の愛がしみ込んでいる聖なる聖
域である。領域を広げ考えてみれば麗水地
域全体が聖域だが、特に父母様が海洋摂理

の中心となる柱を巨文島と清海ガーデンに
立ててくださった所であるが故に、より大き
な意味が付与される。そこに住んでいた筆者
としては本館棟、特に真の父母様が居住さ
れた4階の父母様のお部屋、リビング、訓読
室を『契約の箱』が安置されている至聖所
であると思った。契約の箱は大きくは天宙、
小さくは幕屋(移動式の神殿)の縮小体であ
り、箱が安置されている聖域は無形実体を
象徴する。
したがってそこは神様が臨在されたところ
で、イエスと聖霊、天地人真の父母様の実
体が霊的に常に顕現するところだと定義す
ることができる。そうなるほかない主な理
由としては、10年という長い年月の間、そこ
を行き来されながら摂理史に大きく画され
た場所だからである。2003年1月8日、お父
様と共にした一行が烽火山に上がった際
に、お父様が麗水を後天時代の中心基地と
して確定される丁重なお祈りを捧げられた
という。
同年12月4日「清海ガーデン」と命名さ
れ、2004年5月5日堕落で汚れた先天時代
を終え、後天時代の道を開かれる「双合十
勝日」と「安侍日」を宣布された所である。
お父様の85歳を総体的に蕩減復帰する条
件を立てるために85日間一日も欠かさず、昼
には海に出て精誠を尽くされ、夜には玉笛
貯水池に行かれては夜明けまで池の魚釣り
の精誠を尽くされながら、海洋と陸地還元
に向けて85日間精誠に精誠を重ね尽くされ
た所でもある。
もう少し付け加えると、ここで八大教材教本
として私たちの必読書であり、人類の教材
教本である『平和神経』を1000回も訓読さ
れながら修正補完され、70億人類の生命と
霊魂を救済するための指針にして下さ
り、7,200名の海洋指導者を輩出し、海洋摂
理の中心人物として立てて下さった。また23
時間30分もの間座られた所で、席を立つこ
ともなく徹夜されながら訓読とみ言を語ら
れ、食口の報告や証しや歌を聴きながら精
誠を尽くされた所である。

衛星から見た、巨文島と周辺の島々
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宗教ごとに主要な生活方法があるのだが、
問題はこれを実践する手段がそれぞれ異な
ることで、この文化を人々が誤解し傷ついた
りもする。固有の伝統を誇る韓国の地で、こ
れまでの数年間でそのように感じることがど
んどん強くなった。このような問題点を解決
する手段が何かないかと、より良い方向を模
索する私の意志もさらに切実になった。
韓国の麗水に居住した数年間、暇を見つけ
ては本を読み、字を書いていると、『世界人
の生活原理』という主題で本を書く作業を
することになった。
人々は今まで人間の人生に関する多くの解
釈を提示してきた。しかし世界人が日常生活
の全分野にかけて活用できる普遍化した生
活方式を教える手引きや案内書などという
のは未だ出ていない。そのような本が出され
るなら人々は同じ方向に向かい、誤解や摩
擦を減らし、互いに助け合い幸せに暮らせ
るようサポートできるはずである。
十戒を守るユダヤ・キリスト教や徳目を教え
る儒教、責任感を重視した人に献身と純情
を強調する仏教やイスラム教など各教理の
原型をはじき出し、和合と世界交流の側面
から調べるとその違いはそれほど大きくは
ない。人々 は東西南北の和合について語る。
どうすればこれを実現させるような具体的な
方法を図れるのか？また日常生活で一致し
た点をいくつ探せるのか？その答えは家庭
の役割を拡大させ、もう少し美しく世の中を
整えていくことである。
私と妻は、これまで数年間、韓国で伝道活動
をしながら様々な部類の人々に出遭った。若

者、老人、富裕な人、貧乏な人、牧師や信徒
などなど、私たち夫婦の努力は多くの暮らし
の中で肯定的な影響を及ぼした。そこに留
まらず私は社会の和合と発展に向けて、世の
人々誰にでも適用できる統一した基本生活
ルール作りを考えるようになった。
既にある聖書を含め、多くの本が人生の主
要原理を扱っていても、誰しもが手を付けら
れない主題がある。現在私はこの作業が家
族単位から出発し国家、大陸の範囲にまで
どんどん拡大させる必要性を感じている。
国家や個人との文化、傾向の差は常に紛争
と葛藤を作りだした。これは誰も望んでおら
ず、起きてはならないことである。

家族

これまで家族を主題にした多くの書籍が出
たし、今後も出るはずである。家族という言
葉は胸をじんとさせる言葉である。
私は大家族で10人兄妹のうち8番目に生ま
れた。両親は優しくて篤実なキリスト教の信
徒だった。父は勤勉で誠実な人で、私の記憶
で父は「夜行性」だった。例えば、父が起き
る頃子供たちは全員学校に行っていない時
で、夜遅くまで仕事をしていることが多かっ
た。日曜日になれば私たちは午前と午後の
礼拝に参加した。母は夜の聖歌隊を組み、
土曜日の夜には家族ゲームを企画した。私
たちが思春期だった頃、父は朝食を部屋に
直接持ってきて日曜礼拝に参加するよう勧
めた。母は私が18歳になった年に私の本棚
に『自分の体は神様の聖殿』という本を挟
んでいた。澄んだ心持ちと従順に関する書

籍だった。歳月も流れ自分を探す特別な旅
を始めるまで一度もその本を開いたことが
なかったことを思い出すと、人間の心には良
心が芽生えようとする意志を妨害する悪い
意志が共に芽生えるのを確信した気がし
た。結局は新たに生まれ変わらねばならな
いのである。私自身も例外ではない。
重要な行動法や価値を最も効果的に教える
ことができるのは家庭だということは事実
である。愛と信頼、調和と協同が釣り合わさ
った環境で教育ができる場こそが家庭であ
るからである。年を取ってある価値に慣らす
ことは困難である。固着した考え、確固たる
信頼、行動の方法が既にしっかりと根を張っ
ているので、新しい事を無理なく受容する
のを妨げるからである。
信仰生活をする家庭は二つの課題に直面す
るようになる。「神の恩恵に感謝すること」と
「自分の信仰に意義を付与すること」であ
る。活動、歌、礼拝、合同作業を通して、家族
は実際に恩恵を体験することができる。子供
は、両親が金持ちではないかもしれないが、
兄弟姉妹と共に誠実に正直に生きているとい
う確信があれば、その子供たちは問題なく成
長するであろう。自分もまたそのような暮らし
をしようと努めていくはずである。
家族に囲まれた夕食の食卓は教育が実を結
ぶ効果的な場所の一つである。毎日用意さ
れる食卓に、両親と子供たちが一緒に愛の
こもった食事をとって、時には真面目に時に
は団欒とした対話が行き交う家族の姿、こ
れこそが天国である。
幸せと成就感を味わおうと、どこかに尋ねて

世界人の生活原理
フランス・ビ・ドゾン宣教師
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いくことだけが成すべき事柄ではない。自分
がいる場所に何の種を撒いたのかがもっと
重要であることを知れば、私たちははるばる
遠い所を訪ねて行かなくても済む。
韓国では子供たちの創意力や個性を育てる
ため、7歳頃まで子供がやりたいことを自由
にさせる傾向がある。半面、西洋では規則と
節制に関する教育を幼い頃から厳しくする
方である。こうなったのはキリスト教とユダ
ヤ教の影響が作用したと思われる。この二
つの宗教は家庭生活に関連した数多くのメ
ッセージやルールを他の宗教よりも多く提
示している。特に子供の悪い癖を理解させ、
直す方法に関する内容が多い。
例えば、私が子供の頃、体を激しく揺さぶっ
てサタンを追い出すゲームがあった。私の友
達の家でも家族が集まりそれぞれの計画を
発表するとき、常に最後に「神のご加護があ
りますように」という言葉を付け加えた。韓
国では、地下鉄で空席があれば親の代わり
に子供が座る場合が多い。西洋では反対
に、子供が大人のために席を開けておいて
ずっと立っていなければならない。親が子供
を膝に乗せる場合も多 あ々る。
この二つの事柄は良いことなのだが、ここに
はバランスが必要である。子供に対する親
の愛と、親を信じ従う子供たちの純粋さが
釣り合うならば、全ての秩序は調和を成し
根付いていくであろう。このように秩序があ
る家庭は、大人と子供が共に望む家庭であ

るに違いない。
一貫性の維持は教育の重要な要素の一つで
ある。ルールや道徳を教える時両親が一つ
にならなければならない。勿論、叱る時は父
母のうち片方が少し和らかい態度を見せた
ほうが良い。子は叱られたり体罰を受けたり
すれば、心の中で頼れる対象が必要だから
である。子供が欲しいものがある時、父母の
うち一人に反抗しもう一人にくっついて、何か
を手に入れるような状況にさせてはならな
い。正しいこと、悪いことを区別させる次元
で父母は手を組み叱らなければならない。も
う少し付け加えれば、子供が悪いことをして
「お父さん、お母さん、今度からはしませ
ん。」と謝り話せるよう教える方がよい。夜
寝る前にこの訓育をすれば効果がある。
しかし、親もまた子供の頃は異なる訓育の
なかで育ってきたので、上記のような教育は
できずにいる。保守的なキリスト教の社会で
だけ実践しているようにも思える。
アフリカの伝統養育方式を見れば、子どもた
ちは母親に背負われ、また共に寝るなど長
い間母親にくっついている。これを通して母
親と子供の親密感を高めることができる。
アフリカでは多産が豊かさを象徴するので
良い現象である。しかし子供が育ち歩き始
める頃に弟や妹ができれば、子供たちは大
人から前のように面倒を見てもらえなくな
る。理由は母親の労働量である。アフリカの
女性は農業や家事を同時にするなど、限界

を超えた労働で生じたストレスによって非常
に辛い思いをする。最悪の場合には耐えら
れず子供たちを親戚の家に送ったりして、そ
こで虐待されたり過酷な労働を余儀なくす
る場合も茶飯事である。フランスではこのよ
うな子供たちを「レスタベク」といい、家族
ではない他人と住むことを意味する。このよ
うな事態を防ぐために家長の父親がもっと
懸命に働かなければいけないのは当然のこ
とであろう。
幸い、アフリカのほとんどの子供たちは大家
族の中で育ち、家族の中で自分の仕事を受
けもつようになる。物資面で豊かな西洋の子
供たちに比べ、アフリカの家庭の上の子は下
の弟妹を面倒見るために多くの仕事をする。
勿論両親に愛がなく上の子に苦労させてい
るのではない。子への愛情はどの国でも同じ
である。しかし子供に教えるという美名のも
と、子供を脅迫する場合が非常に多い。「お
巡りさんが立っているわよ」と脅す場面も見
た。私は歯がゆい気持ちで彼女に近づき、子
供にそういう風に対しては将来子供が母親を
信じなくなり、良くない結果をもたらすかもし
れないと柔らかく言い聞かせた。勿論、ヨー
ロッパやほかの国でも子供を叱ろうと驚愕す
るくらいひどい体罰を与える親もいる。例え
ば、子供の顔に胡椒を吹っかけたり、何時間
も子供を叩く行為をしたりする。このような教
育方法は次の世代まで受け継がれるというこ
とを考えるととても悲しくなる。
最近の親は子供を養育する基準がそれぞれ
異なる。出勤時間に地下鉄で、ある親はとて
も幼い子供にも椅子に上がりたいのなら靴
を脱ぐように厳しく注意する。そういう反面、
ある親は子供が靴を履いたまま椅子に上が
らせ椅子が汚れようがお構いなしでいたりも
する。「まだ子供なんだから」きっとこう思っ
ているからであろう。子供が正しいことをする
ように教えるのなら親が努力しなければなら
ない。親の努力は結実するものである。

フランス・ビ・ドゾンさん（オランダ出身）と妻のエリザベスさん（アフリカ出身）は、1982年韓国で6000双の祝福を受け宣教師に任
命され現在韓国に居住し活動している。〈編集者注〉

筆者と彼の妻エリザベス、そして息子
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韓国で夫が働けるチャンスが来たと
き、私たち家族はそのチャンスの扉を
開けて入った。私たちは冒険を歓迎す
るも、その冒険は容易ではないと知り
ながらも容易に考えていた。アメリカ
のノースカロライナのシャロットから
ソウルに向かう飛行機を待つ間、私
は空港である中年の婦人に韓国に行
くことについて話しをしたのを思い出
す。彼女は「いいですね。子供たちに
とってどれほど為になる旅行でしょう。
でも子供たちの学校をあまり休ませ
てはいけませんね。」と話した。そこ
で私たちはずっと住むつもりだと話
すと彼女は「あなた、全部が根こそ
ぎ抜かれてもいいの？それが子供た
ちにどんな影響を及ぼすかわかる？
」と言われ、私はどう答えればいい
のか分からずただ頷きながら彼女の
心配りに感謝を表し、彼女はロザリ
オの祈りをした。

子供たちは思ったよりスムーズに

順応

長い間私は突然全てが根こそぎ抜か
れたことについて苦悶していた。私の
子供たちが全員小学校に通い出した。

「この子たちは言葉もわからない、友
達もいない学校に突然通うことに耐
えきれるだろうか？私たちは本当にこ
の子たちにそうする権利があるのだろ
うか？」と悩みながら、映画の「ベス
ト・キッド」に出てくる子供主人公の
ジェイデン・スミス（ドレ役）が母親と
一緒に中国に移住し、他の子供たち
から絶えずイジメにあう場面を思い出
した。その映画のドレと同じ国際学校
には行かず、韓国の一般学校に行く
私の子供たちがそういう目に遭ったら
どうしたらいいんだろうか。
私はフリーランサーで在宅勤務をし
ていて、もしかしたら私がそうさせて
しまったのかもしれないと思い、まと
もな職場で働いていない自分につい
て恥じらいや嫌悪感を感じた。私た
ちは思いもよらなかった社会に移住
する必要もなかったはずだ。私は修
士号を取得していても何もできず夫
について来るしかなかったのは、アメ
リカ人として正しい決断というより譲
歩の印と考えた。しかし私の心配とは
別に「これが正しかった」との思いが
心の奥深くで点滅していた。私は不安
をなだめようと、一人で基本的な計画

を立てた。数年間私は新たな言語を
学んでいれば、アメリカに戻りまた別
のチャンスが来ると想像していた。
しかし私たちは4年が過ぎた現在も
韓国に残ることになった。これまで
韓国での生活はアメリカの空港で感
じた暗鬱な予想とは異なった。子供
たちは韓国語も慣れ、今は私の韓国
語能力も優れている。また子供たち
は学校でイジメにも合わず友達とも
仲良くしているというのを知り嬉しか
った。実際は子供たちのアメリカニ
ズムが良い条件となった。子供たち
の先生によれば、他の子供たちの両
親はその子供たちに私の子供と友達
になって英語を学ぶよう勧めている
というのを聞いた。
私の子供たちは、私が想像していたよ
りここの環境に順応しているにもかか
わらず、彼らは未だアメリカ人と思っ
ており、時が経っても前の学校に帰り
たがっている。もう言葉に問題がない
のに。私も子供たちの学校の宿題を
手伝ってあげたい。今は子供全員が
韓国語に慣れており、韓国語部門で
は私よりもうまい。現在私は子供たち
の役に立てる部門の英語の読み書き

世界の市民へと
成長できるチャンス

キアラ・サクワ
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を教えることに責任を感じているが、
彼らは韓国の環境に適応しようと生
活を整えている。
私の韓国適応力は決してスムーズで
はなかった。既に30歳も中盤の妻、
作家、そして海専門家として私だけの
生活方法があった。ここの環境に私
の保守的なアメリカ人の気質が順応
するまで放って置こうとは思っていな
かった。私はここの環境に同化しない
と決めていたのだ。私は韓国語の勉
強さえも拒み、ここの環境に同化しま
いと外に出て働こうとはしなかった。
すぐに私たち家族はアメリカに戻るで
あろうと信じていた。今までほとんど
のアメリカ人やヨーロッパ人も韓国に
来ては戻っていったではないか。言い
換えれば、韓国に同化されないことに

対する文化の抵抗感というようなもの
がいつの間にかできていた。本来私
はどこに属しているのか分かっていた
し、私の正体性を変える必要などな
かった。だから私はただ家族を養い、
小説を書いて、私に任される英語に関
連する仕事を受け入れた。私は安全
対策を講じ、英語を駆使する人 と々関
係を持ち、韓国語つまり買い物をした
り道を尋ねたり、タクシーの運転手に
到着地を伝えたりという程度の語学
力だけをもった。
しかしここに長く留まるにつれてここ
の環境が私の子供たちを受け入れ、
徐々に私の抵抗感を弱化させた。ま
た家のオーナーと数名の外国人と知
り合いになり、私はここにずっといた
いと思うようになった。私がここの文

化や韓国語を理解するにつれて、より
良いアメリカ人になれると思い始め
た。今まで私の抵抗感で見過ごして
いた韓国の暮らしに関する肯定的な
面を考えるようになった。この肯定的
な面とは、夜一人で歩いていても安全
で怯える必要がないということだ。私
の子供も誘拐される心配もなく、どこ
にでも自由に行き来し独立心を伸ば
すこともできる。また何よりも大人を
敬い、学校で他の子供たちに配慮し
ながら元気に育っている。
私たちの家族が韓国に来たことは信
頼の結果だと言えよう。私は、私た
ちの信頼が特に私自身に逆境を克
服させ、世界の市民へと成長できる
チャンスを与えられたのだと確信し
ている。

夫である、スティーブン氏と子供たち（左から誠輝、正輝、慶輝）と共にいる筆者
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私はオランダで生まれた。一般的にオラン
ダは風車、チューリップ、自転車とチーズの
国として知られている所である。またインテ
リジェントの間では レンブラントとゴッホと
エラスムスとスピノザの国でも知られてい
る。現代の大衆文化では、ほとんどの人々が
フィリップスやINGのようなオランダの大企
業、サッカーの英才ヨハン・クライフやマル
コ・ファン・バステンになじみがあることであ
ろう。子供の頃、私は経済に興味がなくサッ
カーについても門外漢だった。占い師が私
に、世界的に数千万部売れてしまう人気のあ
るスポーツマンの伝記を書く作家になること
を予言しても信じはしなかっただろう。
私はスピノザとドイツのニーチェとフランス
のカミュの哲学に関する本を原語で書かれ
たのを読んだ。彼らの影響を受けた私は宗
教に対して不信となり、実存主義哲学進化

論の理解を基に、神様を崇める信仰者は間
違っていることを証明するのが趣味だった。
率直に言うと、このような方向に自分の特技
が徐々に上がっていた。もちろん、そのよう
な自分の振る舞いを誇りには思っていない
が、過去には非理想的で非論理的なキリス
ト教福音書を盲目的に信じている人を理解
することができなかった。だから神様を信じ
ることはとんでもないことだという結論を下
した。原理講義を聞くまではそうだった。

教会について

本を書く機会が訪れるまで

多くの若者が安着できず放蕩していた時期
に、私は人生の解答を求めて努力していた。
絶えず本を読み旅に出た。4人で組んだヨッ
トチームと一緒にヨットに乗って大西洋を渡
り南北米を旅した。今でも1980年カリフォル

ニアで初めて原理講義を聞いたことが鮮明
に思い出される。創造目的や堕落論とメシ
ヤの使命を理解するようになり、とてつもな
い衝撃と感動で涙を流さずにはいられなか
った。その頃から宣教師の使命が始まり、そ
の後35年間、3つの大陸を渡った。1982年
マイラとニューヨークで真の父母様から祝
福を受けた。オレゴン州とモンタナ州の責任
者として赴任した後、UTSで修士号を取得し
た。それから東ヨーロッパの共産圏で活動
することを志願し、ソビエト連邦が崩壊して
数日後にロシアに到着した。そして9年間ロ
シアで活動した。最初はモスクワの教会責
任者として務め始めたが、モスクワ国立大学
の博士課程で勉強するようになった。
新世紀が始まる頃、マイラと私は神様が我々
を韓国に呼んでおられるように感じた。そこ
で私は博士号を取得して数か月後の2000
年の夏に我々の霊的な故郷の韓国に来た。
折よくその2週間前に真のお父様は全世界
の食口に韓国に来るよう指示を出されてい
た。3人の子供たちと共に完全に新しい環境
で定着する厳しい時間を経て、2002年ワー
ルドカップサッカー大会が開催された。
韓国にいる多くの人 と々共にした蒸し暑くと
も幻想的だったその年の夏を昨日のように
覚えている。私は一度も経験したことのない
物凄い感動の激動期だった。韓国とアメリカ
の試合を見ていると雷に打たれたような衝
撃を覚えた。韓国代表チームの監督が私と
同じオランダ人だった。彼について本を出そ
う！と当時4人目を妊娠中だったマイラと突

統一教を選んだ人々
マーティン・メイヤー

メイヤー博士は多数の本を出刊した作家であり、最も最近出版された本では数カ国の食口たちの証を通して、
韓国の大衆に統一運動を紹介している。
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然のインスピレーションに関して話し合った
後、数日後には飛行機に乗って故郷に向か
った。その後ワールドカップの試合をフース・
ヒディンク監督の故郷のとあるカフェで、彼
の両親と兄のハンスの隣に座ってテレビ観
戦をした。我々の周りをオランダとドイツと
韓国のマスコミの記者がうろついていた。
韓国に戻った後、ソウルのグランドハヤット
ホテルでヒディンクに会った。その後ヒディン
クの評伝を締め切りに合わせてものすごい
速度で書いていった。その本はワールドカッ
プが終わって数週間後に出版された。私の4
番目の息子と私のデビュー作の本が競うよう
に同じ時間に生まれた。これが作家としての
出発となった。私は続けて本を書き、今は10
ヶ国、9つの言語で出版されている。
私はサッカーと韓国文化と教育に関する本
を書いてきた。最近の本は、フィンランドと
韓国の教育成果を比べたものである。この
本はヘルシンキで直接調査をしてきた当時
26歳だった長女のレネと共同で執筆したも
のである。本を書きながらどんどん意識する
ようになったことは、この本が私と私を知ら
ない読者に向けたものでなく、韓国と全世界
にいる神様の子女に向けて書くのだという
ことだった。即ち、私一人で書いていたので
なく神様と共に本を書いているのだというこ
とである。そこで神様に「神様の声とならせ
てください。神様の手の中にあるペンになら
せてください。」と言いながら私を神様の道
具として使ってもらえるよう祈り始めた。
そうしているうちに2011年のある日、我々の
教会について本を書く機会がやってきた。
私の7番目の著書となった。この本は単に統
一教会に関する本というより、私に最も近く
貴い全てのことに関するものである。それは
神様、真の父母様、原理講論、祝福と統一
家の兄弟姉妹に関連するものである。私の
夢が現実に近づいた。
最初のこの本を書き始める頃には、4年半も
の長い間戦いとなるとは思いもしなかった。
その期間とは、書いては消し、また書いては
の過程で、祝福家庭の愛と人生の話や全世

界の食口の信仰と冒険の話を集め、内容を
修正して編集してまた書く、そのような時間
となった。今まで書いた本の中で、これ程に
も精神的、感情的、肉体的に辛かった本は
なかった。ましてや論文を書いた時でもそこ
まではなかった。これまで本の為に泣いたこ
となど一度もなかったが、この期間、数時間
も続けて涙を流しながら祈る自分を発見す
ることができた。

この過程で文インス翻訳家や出版社の社長
の忍耐力や我慢は試された瞬間であった
が、彼らは最後まで耐えてくれた。出版社の
李ギョンヒ社長は、神様からの導きを受け
ていた。統一教でもない彼女が我々教会に
ついて本を出版しようというインスピレーシ
ョンを受け、また本が出るまでの長い間多く
の試練があったにもかかわらず、最後まで信
頼を持ち待ってくれたのには驚いた。
『統一教を選んだ人々』が印刷された日の
夜、李社長はとても鮮烈な夢を見た。彼女は
夢の中で、真のお父様が原理講論を執筆さ
れた時使っておられたものと同じ小さな油
皿を見た。その油皿の火が徐々に明るくな
り、その火花が油皿を完全に覆ってしまうま
でずっと燃え続けた。その火花はとても強く

爆発し火事になるのではないかと心配した。
彼女は夜中の3時に起きて夢で見た内容を
絵に描写した。その絵を携帯で写真を撮っ
て保存した。数日後、彼女は苦労した結果の
作品を直接渡すために、100冊の本をベン
ツのトランクに乗せてソウルから清平まで運
転してきた。出版社の社長としては異例のこ
とである。

神様の慈しみ深い火花を輝かせること

ができる媒介の役割となれるように

この本は私だけのものではない。神様と真
の父母様の素晴らしい知恵と愛に関する多
くの証しで作られたもので、神様にお捧げ
する本である。統一教会の食口と平和大使
の実際の暮らしから出た46個の多彩な話
が、さらにこの本の価値を高めた。ここでは
アルゼンチン、ベラルーシ、ブラジル、チェ
コ、イギリス、フランス、ドイツ、ガイアナ、
イラン、イタリア、日本、韓国、ネパール、ナ
イジェリア、アメリカそしてザンビアにいる
食口と平和大使が手伝ってくれた。全部で
12章からなっており、それぞれの章で挿入
したナチュラルカラーの挿絵は、ロシア人
のアーティストやグラフィックデザイナーに
制作してもらった。
この本では、原理講論と真のお父様の教え
の必修内容を公開し明白に説明している。
堕落の性犯罪からイエス様の叶わなかった
結婚や、真の父母の祝福を通した血統転換
を含め絶対性についても出ている。この本
は我々の教会や世界平和統一家庭連合をけ
なす者から作られた片側の真実と偽りの内
容を振り払い、真の愛と平和の世界である
真の父母様のビジョンの美しさや力をシェア
できる素晴らしい手段にもなる。この本は韓
国人と世界の人々が再臨主を歓迎し、祝福
を受けいれるよう招請する招待状のような
役割をしている。神様と真の父母様の真理
と愛の光と温かさが、一日も早く地球を埋め
尽くせるよう願い、この本が神様の慈しみ深
い火花をさらに輝かせることができる媒介
の役割となれることを願う。




