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（一）家庭連合の現状

1  、摂理的同時性の時代から見た、統一教会の分裂

★家庭連合、郭グループ、サンクチュアリ教会の分立。

今日、旧統一教会が 3 分裂した現状を見たとき、同じような時代が摂理的同時性の時代の中にもあっ

たことがわかります。

統一教会のピークは、2006 年 6 月 13 日、『天正宮博物館奉献式および天宙平和の王・真の父母様戴

冠式』であり、統一教会における、神殿理想の完成とみることができます。つまりその時が、再臨の主で

ある真の御父母様を中心として、地上に神の国の理想が完成すべき時だっと言えます。

しかし実際には、その時を境として、統一教会にサタンが侵入し、過去における同時性の時代と同じよ

うな悲劇を繰り返すこととなったのです。つまり真のお父様の三男文顕進様が、2009 年に郭錠煥氏とと

もに統一教会を分かち、UCI 財団を従え、独自のグループを形成するようになりました。さらには真の

お父様が後継者として立てられ、世界会長の任にあった七男文亨進様が、真のお父様の聖和の後、

教会から排除されるようになりました。

2014 年 7 月 1 日には、真のお母様韓鶴子オモニムが『独生女』宣言をなさいました。

2015 年 1 月 25 日には文亨進様が、説教『沈黙を破って』を通じ、3 人の悪魔連盟への宣戦布告を行う

ことによって、今日のサンクチュアリ教会がスタートしました。

こうして旧統一教会が 3 分裂してしまった状況は、まさしく統一王国時代における南北王朝分立時代と、

キリスト王国時代における東西王朝分立時代に相当するということがわかります。

※資料（一）1-1　原理講論より

後編

復帰歴史の各時代とその年数の形成

第四章　摂理的同時性から見た復帰摂理時代と復帰摂理延長時代

第三節　統一王国時代とキリスト王国時代

第四節　南北王朝分立時代と東西王朝分立時代

『イスラエル民族が、エジプトから解放されてのちのモーセの幕屋理想は、統一王国に至って初めて、

国王を中心とする神殿理想として現れ、王国をつくったのであるが、これは、将来イエスが、実体神殿

として来られて王の王となられ、王国を建設するということに対応する形象的路程であった。

それと同じく、キリスト王国時代においても、聖アウグスチヌスによって、そのキリスト教理想として著述さ

れたところの「神国論」が、チャールズ大帝によるキリスト王国として現れたのであるが、これは、将来イ

エスが王の王として再臨せられ、王国を建設するということに対応する形象的路程であったのである。

それゆえに、この時代には、国王と法王とが神のみ旨を中心として完全に一つになり、キリスト教理想を

実現することにより、イエス以後、「メシヤのための霊的基台」の上で、法王を中心としてつくってきた国

土のない霊的王国と、国王を中心とした実体的な王国とが、キリスト教理想を中心として一つとならなけ

ればならなかったのである。』
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『サウルによって始まった統一王国時代は、ダビデ王を経て、ソロモン王に至り、その際、彼が王妃たち

の信じていた異邦人の神々に香を焚き犠牲をささげた結果、この三代をもって、カインの立場であった

十部族を中心とする北朝イスラエルと、アベルの立場であった二部族を中心とする南朝ユダに、分立さ

れてしまった。そして、南北王朝分立時代がくるようになったのである。これと同じように、チャールズ大

帝によって始まったキリスト王国も、三代目に至って、孫たち三人の間に紛争が起こり、そのためこの王

国は東、西両フランクとイタリアに三分されたのである。しかし、イタリアは東フランクの支配を受けたの

で、実際においては、東、西フランク王国に両分されたのと同様であった。』

2  、何故分裂するのか？　

統一王国時代、キリスト王国時代、そして今日の

天一国時代において、完成したはずの神の王国

は、何故分裂するのでしょうか？

結論を言えば、神様の王国となるべくして建てら

れた王国理想に、サタンが侵入したことによりま

す。神様の創造理想世界においては、神様を中

心としてアダムとエバが一体となり、子女を繁殖さ

せることによって神様の家庭を完成させ、その神

様の家庭を拡大することによって、創造本然の理

想世界を完成するようになっていました。

しかしエバが蛇によって誘惑され霊的に堕落し、

次に堕落したエバによってアダムまでもが肉的

堕落を行ってしまったために、神様の創造理想

世界は失われることとなってしまいました。

その結果、堕落しサタンに侵入されてしまったアダムは、神とサタンという二人の主人に対応するという

非原理的な立場に立ってしまいました。それゆえ善の表示体であるアベルと悪の表示体であるカインと

に分立し、善の表示体であるアベルを中心として立てることによって、神様は復帰の摂理を進めること

ができました。そのように、摂理的中心人物が摂理に失敗し、サタンの侵入を許してしまったとき、神様

は摂理を次に推し進めるために、善の表示体と、悪の表示体とに分立する摂理が展開されるように

なってしまったのです。

※資料（一）2-1、何故分裂するのか？

★原理講論より

第一章　復帰基台摂理時代

第一節　アダムの家庭を中心とする復帰摂理　より

『創造原理によれば、人間は本来、一人の主人にのみ対応するように創造された。それゆえ、二人の

主人に対応する立場に立っている存在を相手にして、創造原理的な摂理を行うことはできない。もし神

が、アダムとその供え物に対応しようとすれば、サタンもまた、アダムと血縁関係があるのを条件として、

アダムと対応しようとするのはいうまでもないことである。そうなると結局アダムは、神とサタンという二人

の主人に対応するという非原理的な立場に立つようになる。神はこのような非原理的な摂理をなさるこ

とはできないので、善悪二つの性品の母体となったアダムを、善性品的な存在と悪性品的な存在との
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二つに分立する摂理をなさらなければならなかったのである。このような目的のために、神はアダムの

二人の子を、各々善悪二つの表示体として分立されたのち、彼らに、神かサタンかのどちらか一方だ

けが各々対応することのできる、すなわち、一人の主人とのみ相対する、原理的な立場に立ててから、

各自供え物をささげるように仕向けられたのである。』

3  、サタンの侵入とアベル・カイン

統一教会が大きく分けて 3 つに分裂してしまった現状を見たとき、統一教会は摂理に失敗し、サタンの

侵入を許してしまったことは否定することができません。ではいつ、誰が、何を失敗し、サタンが侵入し

てしまったのでしょうか？

これは非常に難しい問題ではありますが、真のお父様の聖和

の前後を調べてみると、残念ながら一人の中心人物にサタンが

侵入してしまったということを否定することはできません。最近明

らかにされつつある、真の家庭の真実を知ると、私たちが知る

かなり以前から、韓お母様にサタンが侵入してしまったというこ

とが明らかになってきました。今ネット上に明らかにされている

資料を調べると、文亨進様、文國進様、神山先生の語られてい

る証の中に、当時の韓お母様の変化が明かされています。

韓お母様の変化を、時系列に従いまとめてみたいと思います。

　①天使長たちの誘惑　

「真の御父母様の結婚は幸せな結婚ではありませんでした。実際のそれは、ひどい苦しみが伴う、苦

難であり、拷問のようなものだったのです。そんな時天使長たちはお母様に取入り、持ち上げて、『あ

なたは、勝利者です。あなたの宮殿です！あなたは原罪なく生まれたのです、お父様にはあるのです。

あなたの先祖は、栄光なる先祖です。』と語っていました。」（2015.4.12 文亨進様）

※資料（一）3-1　2015 年 4 月 12 日　文亨進様説教

　『真理の御霊（真のお父様の聖霊）』

それは、天正宮が完成してから始まりました。もちろん、天使長達はそれ以前から、お母様をあやつろ

うとしていました。しかし、あの大理石の宮殿ができてから、天使長達は、お母様に、「この宮殿がある

ので、あなたは神なのです。」と言いました。

 

※資料（一）3-2　2015 年 3 月 15 日　文亨進様説教

　『王は永遠に君臨する』

真の御父母様の結婚は幸せな結婚ではありませんでした。喜びとか、幸せや、また、平和な気分を味

わえるものではなかったのです。実際のそれは、ひどい苦しみが伴う、苦難であり、拷問のようなもので

あったのです。

御父母様が苦難の時、私達（子女様達）は、よく、お母様のところにいって、お母様に言いました。お父

様は、ひどすぎます！お母様も、悲しみで、涙をながしておられました。私は、お母様、あなたはご苦
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労、苦悩の中のでおられたことをわかっています。

彼ら（天使長たち）は、お母様に取入り、持ち上げて、”あなたは、勝利者です。あなたの宮殿で

す！！”と語ります。あなたの先祖は、栄光なる先祖です。

　②へびの誘惑　

それはあたかもエデンの園で、エバが天使長

ルーシェルによって誘惑されたのと同じような試

練だったと言えるでしょう。

※資料（一）3-1　2015 年 4 月 12 日　文亨進様説教

　『真理の御霊（真のお父様の聖霊）』

サタンがエバを誘惑したときの、メインポイントは何でしたか。創世記第三章を見てみましょう。

蛇は女に言った、「あなたがたは決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなたがたの目が開

け、神のように善悪を知る者となることを、神は知っておられるのです。」女が木を見ると、それは食べる

には良く、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べた。

サタンは、「あなたは神のようになれるのです」とエバを誘惑しました。これが霊的堕落です。エバはサ

タンの誘惑に負けて、「私は神様のようになれる」と思ったのです。サタンは、「もしあなたが私と同じ立

場に立つなら、あなたを神にしてあげましょう。」と言いました。

サタンは大きな力を持っているので、サタンと同じ立場に立てば、私は神様になれて、みんなが私を拝

むでしょうとエバは思ったのです。

これは天使長達がお母様に与えたと全く同じ誘惑なのです。天使長達は「あなたは神になれる。あな

たは神です。あなたはメシヤです。あなたは神様の一人娘です。あなたは女神です。」とお母様を誘惑

しました。

※資料（一）3-3　創世記

3:1 さて主なる神が造られた野の生き物のうちで、へびが最も狡猾であった。へびは女に言った、「園に

あるどの木からも取って食べるなと、ほんとうに神が言われたのですか」。

3:2 女はへびに言った、「わたしたちは園の木の実を食べることは許されていますが、

3:3 ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけな

いからと、神は言われました」。

3:4 へびは女に言った、「あなたがたは決して死ぬことはないでしょう。

3:5 それを食べると、あなたがたの目が開け、神のように善悪を知る者となることを、神は知っておられる

のです」。

3:6 女がその木を見ると、それは食べるに良く、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、そ

の実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。

3:7 すると、ふたりの目が開け、自分たちの裸であることがわかったので、いちじくの葉をつづり合わせ

て、腰に巻いた。
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　③韓お母様の変化　

「お母様には習慣がありました。子供達に『なぜお父様はこうなんでしょうか。』とか、『なぜお父様はこ

のようなことをされるのでしょうか。』とか言われていました。お母様の信仰は全て彼女自身から来て

いたのです。お父様と共にいて、多くの恵みがお父様を通して来ている事を理解できなかったのです。

それが、自己憐憫に陥り、独善的になりました。それは、『全ては私がやった。私がお父様を作った。

私はこんなに苦しんだのに、お父様はそれほど苦しまなかった。私が彼を作った。』と考えるようにな

られ、しだいにまわりにいる悪魔達に操られるようになってしまったのです。」（2015.7.19 文亨進様）

※資料（一）3-1　2015 年 4 月 12 日　文亨進様説教

　『真理の御霊（真のお父様の聖霊）』

これは、エバがエデンの園で受けたのと同じ誘惑です。私はこのことを 3 年前から知っていました。私

はお母様と話をしていました。お母様は私に、「私は誰だと思いますか。」と訪ねました。私は、「あなた

は勝利された真のお母様です。再臨主の妻です。あなたは地上で最も貴重な人間です。」

お母様はそれにこう答えました。「それは違います。私は神です。」

私はとても驚いて、「お母様、それは違います。あなたは神ではありません。もしあなたがそんなことを

言えば、それは否定されるでしょう。」と言いました。

これは、完全にサタンの主管を受けているということです。「私は神のようになる」これは霊的堕落と同じ

です。これはとても悲しいことです。これは本当につらいことです。私はお母様の息子なのです。

※資料（一）3-4　審判回避プロジェクト　サンクチュアリ教会澤田地平教会長ブログ

11  　お父様の立場が正しいです–神山先生（8/8）

■澤田：その不信がいつから始まって、お父様の、後に引き下がれない闘いがいつから始まったという、

その特定の期間というのはあるんですか。

□神山先生：それは、私ははっきりは言えないけど、私が気が付いたのは、

お母様ちょっとおかしいんじゃないかなと思ったのが、2004 から 5 年、具体

的になったのが 8 年ぐらいだった。昔のお母様は私は知っています、イー

ストガーデンでね。1971 年にお母様はアメリカに渡った、その頃のお母様

はよく知ってますよ。ダンベリーの刑務所によく通っていたお母様は本当に、

お父様に仕えて、侍っていらっしゃっいましたよ。美しかったですよ。

しかし、ちょうど、天正宮が出来た、その頃から、何かおかしいな。ある時、ラ

スベガスに行った時、70 人位いました。お父様とお母様、何かもうそこに座

られている、何か険悪ですよ。そう感じました。そのうち、お母様が出て行か

れて、お父様は「オンマはここにいるんだ、今日はここにいるんだ、みんな

責任者がいるだろ」

ところが、お母様はお父様を振り切って行きましたよね。そしてもう、まずピーター金に、お母様を呼ん

できなさい。それでも来ない。そしたら、ヤンチャンシックを行かせて、呼んで来きなさい。だめ。サン

ウォンパックに、行って呼んで来なさい。そういう時があった。

※資料（一）3-5　2015 年 7 月 19 日　文亨進様説教

　『神様と共に深い信仰の世界へ行きましょう』
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お母様には習慣がありました。子供達に「なぜお父様はこうなんでしょうか。」とか、「なぜお父様はこの

ようなことをされるのでしょうか。」とか言われていました。このような考えをいつもされ続けていました。

お母様はキリストと一緒におられたのですが、お母様の信仰は全て彼女自身から来ていたのです。お

父様と共にいて、多くの恵みがお父様を通して来ている事を理解できなかったのです。

それが、自己憐憫に陥り、独善的になりました。それは、「全ては私がやった。私がお父様を作った。私

はこんなに苦しんだのに、お父様はそれほど苦しまなかった。私が彼を作った。」と考えるようになられ、

しだいにまわりにいる悪魔達に操られるようになってしまったのです。

　④文顯進様の台頭　

文孝進様のご在世当時は、文孝進様が後継者になるだろうと

いう、暗黙の了解があったためか、後継者争いが表ざたにな

ることはありませんでした。

2008 年 3 月 17 日、文孝進様の昇華により、世界平和青年連

合世界会長に就任されていた文顯進様が、実質的に長男の

位置に立ちました。2 世を中心に人気のあった文顯進様は、

教会の中でも後継者と目されるようになり、教団ナンバー 2 で

ある郭錠煥先生をはじめとして、多くの教会幹部たちも文顯進

様を推すようになりました。

※資料（一）3-6　審判回避プロジェクト　サンクチュアリ教会澤田地平教会長ブログ

7  　追い出された顕進様–神山先生（4/8）

□神山先生：2000 年代になった時に、3 男の顕進様が出ましたよね、束草（そくちょ）の事件を境として、

出て。そこまで行く過程を、私はずーっと、それなりに見て来ました。2000 年代になってくると、母子協

助の時代から父子協助の時代になった時に、お父様は顕進様を押し立てて、世界中を回しながら、大

会、大会をやりましたよ。

それでもう、彼は大統領を抱えてしまう位の大きな実績も残し、このまま行ったらどこまで行くんだろう、

どこまでやるんだろうと、本当に私は関心を持って見ましたよね。しかしその頃から、お母様、また、お

父様によってほんとに育てられたそういう人達、それからお子様達と組んで、7 男の亨進様、國進様、

お父様に育てられた人達と組んで、顕進様を追い出し作戦に出たんですから、追い出し作戦。それは

考えられない。

お父様が立てて行こうとする、そこに本当は歩調を合わせて、お兄さんを中心として行くんだという、そ

こに合わせて、みんな行けばよかったんだけど。お母様は、亨進様、國進様、それから、その回りのお

父様によって育てられた人達と組んで、顕進様追放、追い出す作戦に出ましたよ。

そして最終的には、いろんな、ありとあらゆる報告をして、ある人達が、「お父様、顕進様が父母の位置

を奪い取ろうとしていますよ」そうしたら、お父様は、「何だと！」となるしね。あまりにも激しかったので、

出て行くようになってしまったんだけど、その経緯を、私は國進様と話し合いましたよ。

　⑤束草事件と、文顯進様追い出し作戦　

韓お母様は、自らが後継者となり絶対権力を得るために、側近の幹部を使い、当時真のお父様の後継

者と目されていた、長男の立場であった文顯進様を追い出そうと裏工作を弄し、文顯進様に対する、
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誹謗中傷ともいえる報告を真のお父様にすることで、文顯進様に対する不信感を根付かせていきまし

た。その結果真のお父様の顯進様に対する信頼は失墜し、2009 年 3 月 8 日、束草・天情苑で起こっ

た『束草事件』で、文顯進様はお父様と袂を分かつこととなり、真のお父様の指示に従うことなく、郭錠

煥先生とともに新しいグループを形成するようになりました。

※資料（一）3-7　束草事件　火中の栗を拾う

束草「偽」霊界メッセージ事件の本質　－お父様の本当の思いとは－

2009 年 3 月 8 日、束草・天情苑における早朝の訓読会で、主要幹部と仁進様、顕進様、国進様、亨

進様を前に、真のお父様が「霊界の実相であるから良く聞くように」と言われた文書が訓読されました。

一つ目は既に聖和されていた孝進様からのメッセージでした。

問題となっているのが二つ目に読み上げられたメッセージです。

実は、これは霊界からのメッセージではありませんでした。

当時、韓国教会の会長であった梁昌植先生がご父母様への報告文として作成した文書だったのです。

その内容は大きく分けて次のようなものでした。

1、祝福家庭は真の子女を通して、真の子女はお母様を通してお父様の前に出なければならない。

2、ご父母様は真の子女の中心として亨進様を立てられたので、真の子女は亨進様に全てのことを相

談しなければならない。

3、天宙平和連合（顕進様）はカインとして、世界統一家庭連合（亨進様）はアベルとして二つが一つに

ならなければならない。

4、亨進様は全ての摂理に関して報告を受ける権限があり、その他の真の子女はそれぞれの責任分担

を果たさなければならない。

そして、お父様は顕進様に次のように指示されます。

「一年間、公的な活動を休んで、原理を勉強しなさい」「お父様のそばにいなさい」と。

※資料（一）3-6　審判回避プロジェクト　サンクチュアリ教会澤田地平教会長ブログ

7  　追い出された顕進様–神山先生（4/8）

□神山先生：そして、束草事件の時の様子を言いましたよ。その時に、孝進様の霊界メッセージってい

うのを読み上げて、亡くなられて間もなくなんだけど、その孝進様の霊界からのメッセージっていうのは、

孝進様からのメッセージじゃないということがはっきり出て来ちゃった。ヤンチャンシックが自分で書いた

んだと言ってんの。ヤンチャンシックという人が、自分の書いた内容を、孝進様の霊界メッセージだとい

うことでやったというわけです。

■澤田：ヤンチャンシックさんが自分ではっきりおっしゃったんですか。長男

の孝進様の言葉として、後継者は 7 男の亨進様であるということを、大母様を

通して金孝南さんに語らせたという事件ですね。

□神山先生：語らせたんだけど、孝南さんは自分じゃないと言ってるしね。結局、その原稿、誰が書い

たかというと、ヤンチャンシック。上の方の指示に従って、やらざるを得ませんでしたということを告白し

ている。

■澤田：上の方ってどなたですか？

□神山先生：お母様ですよ。そういう話がね、あるわけですよ。だから結局、お父様の指示、お父様の

意向に沿ってないと、そのやり方に対してはね。その時は、國進様、亨進様はお母様と組んでやった。
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　⑥真の父母様宣言　

当時は文國進様、文亨進様も、韓お母様と共に、真のお父

様を支える立場であったために、文顯進様、郭錠煥先生問

題の解決のため、文亨進様こそが後継者であるということを

真のお父様に宣言文を書かせました。

『万王の王はお一人の神様、真の父母様もお一人の父母、

万世帯の民も一つの血統の国民であり、一つの天国の子女

である。天宙平和統一本部も絶対唯一の本部だ。その代身

者・相続者は文亨進である。その外の人は、異端者・爆破者

である。以上の内容は、真の父母様の宣言文である　文鮮

明印」』（2010.6.5）

※資料（一）3-2　2015 年 3 月 15 日　文亨進様説教

　『王は永遠に君臨する』

その後、2010 年に、お父様が宣言文をかかれました。

「万王の王はお一人の神様、真の父母様もお一人の父母、万世帯の民も一つの血統の国民であり、

一つの天国の子女である。天宙平和統一本部も絶対唯一の本部だ。その代身者・相続者は文亨進で

ある。その外の人は、異端者・爆破者である。以上の内容は、真の父母様の宣言文である　文鮮明印」

私自身が、相続したのではありません。私自身が、任命したのではありません。王の王である，お父様

が成されました。お父様が、私を、代身者に、相続者に、任命しました。お父様は、名前だけでなく、印

を入れられました。王の印です。

※資料（一）3-8　2015 年 5 月 24 日 文亨進様説教

　『天の秩序』

お父様がこの色紙を下さったとき、そこに私はお父様の「代身者」だと書かれました。

これは漢字ですが意味は身代わりというものです。

ここで「代身者」「相続者」というのはすべての権威を与えて下さったということです。

私の中で葛藤がありました。

何故かというと私は一番末の息子で、自分で（相続者などと）こんなことは言いたくありませんでした。

ジョージ・ワシントンのこの言葉をご存知ですか「これを通して個人的闘いを闘った」

私もこのような宣言を自分ですることは抵抗を感じました。

しかし、人が私に望む姿になることよりも、お父様が私に「こうなれ」と命じた姿に近づくことが重要だと

思いました。

決して楽しいことではありません。

「他のものは異端者である」

お父様がこれを書いておられる時、これは激しすぎる言葉だと思いました。

メシアの筆で書かれた「他のものは異端者であり爆破者だ」、これは公開できないと思いました。

ビデを見られると分かると思います。

お父様はそのまま続行され、朝の訓読会で皆のまえで朗読までさせました。

お父様は私がまだ外的に弱いということを知っておられたのです。
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　⑦真のお父様の「離婚するぞ」発言。　

「ある日暖炉のまえで、お母様はお父様に、『あなたも、原罪を持って生まれてきたのでしょう』と言わ

れました。お父様は、ただ、唖然とされ、驚かれました。お父様は、お母様に、『離婚するぞ』と、言わ

れました。」（2015.3.15 文亨進様）

※資料（一）3-2　2015 年 3 月 15 日　文亨進様説教

　　『王は永遠に君臨する』

天使長は、必死になって、お母様をなんとかしたく、あなたは原罪なく生まれたのです、お父様はある

のですと語っていました。ある日、御父母様が、暖炉のまえで、座っておられて、話されておられました。

お母様はお父様に、「あなたも、原罪を持って生まれてきたのでしょう」と言われました。（？）お父様は、

ただ、唖然とされ、驚かれました。お父様は、お母様に、「離婚するぞ」と、言われました。

天使長たちは、知れ渡るのをおそれ、ビデオ、記録、録音などをしないようにしてしまいました。

天使長は、かわいそうなお母様、犠牲になられているお母様を、かわいそうだ、といいながら、サポート

します、助けますと、お父様から離れる方へと、惑わしました。

ある日、お母様との会議で、再び、お母様は、また、お父様は、原罪を持って生まれられ、私は無原罪

で生まれたことについての話をされたので、私は、強く、懇願しました。お母様、その話は、止めてくだ

さい。そんなことは、絶対に、言わないでください。

　⑧偽りの神と結婚した韓お母様。　

2011 年末～2012 年 1 月 18 日頃、お父様が麗水に行かれている隙に、金孝南氏が主礼に立ち、神様

とお母様の結婚式を決行しました。

「アボジがおられない間に他の霊人と結婚したということはどういうことでしょうか。

第一にアボジは離婚したということ

第二にサタンと結婚したのです。

韓氏の血統　サタン王の血統に再び帰りながら萬王の王と離婚しながら。後ろでサタンと姦通　結婚　

堕落！した失敗した堕落したエバになってしまいました。」（2016.8.3 文亨進様）

※資料（一）3-9　2016 年 8 月 3 日　文亨進様説教

　『偽りの神と結婚した韓お母様』

三年前に韓氏オモニはアボニムの王権をクーデターしながら

自分がアボジの王権を持つことができるようになると考えるようになりました。

アボジがおられない時に麗水巨文島に行っておられるとき、

金孝南、この詐欺女と結婚式を・・・

神様だと考える霊人と結構式をしたというのです。アボニムがおられない時に。

アボジが実体の神様であられるのなら、アボジがおられない間に

他の霊人と結婚したということはどういうことでしょうか。

第一にアボジは離婚したということ

第二にサタンと結婚したのです。
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だから次の日に訓読会においてアボジはその 1 月 19 日に訓読会において完全に

韓氏オモニは潰されました。怒られました。

その次の日に「鬼になった」と！

そういう記録が全て歴史に残っています。

韓氏の血統　サタン王の血統に再び帰りながら萬王の王と離婚しながら。

後ろでサタンと姦通　結婚　堕落！した失敗した堕落したエバになってしまいました。

そして皆さん、昨年聞いたでしょう。

2,000 年キリスト教の歴史は独生女の基盤であった。

韓半島は再臨メシア独生女を誕生させるため

こういう狂った内容を皆さん直接昨年聞いたでしょう。

金考南訓母も同じことを何度も言いました。

神様の娘として独生女が生まれた。

2000 年のキリスト教の歴史は独生女を探す歴史であった。

その次に私達カインとアベルは愛していたから言ったのです。

「オモニム、この道を行ってはいけません。アボニムを削除し背信する道をいかれたら

神様の呪詛と審判を受けるようになるでしょう。」

お母様が私たち（亨進ニムと国進ニム）を怒鳴りつけたときの証を一つしましょう。

天正宮の奥の一室にあるテレビのある部屋で会話していた時のことです。

国進兄さんが「お母様、あなたは皇太后Queen Mother（訳注：亡き王の未亡人で現君主の母）として真

のお父様の御決断を尊重すべきです」といった瞬間、激高して顔を真っ赤にして

「私は絶対権力を手にしています！」

と大声をあげたのです。

私たちは唖然として顔を見合わせました。「今の言葉を聞いたか」と無言で言葉を交わしたのです。

まるで映画のワンシーンそのものでした。

この時「オモニは霊に取り憑かれている」ことを悟りました。

まるで「権力」の前に正気を失った人の姿でした。もはや私たちの知る母ではなくなっていました。完全

に霊に主管されていました。

今となってはその原因は明らかです。

金孝南主導のもと、神様と結婚式を挙げるといって、サタン的悪霊と「結婚式」をお父様が不在を狙っ

て挙行したのですから。

契約書に自分のサインを血で記すようなことをしたのです。

※　資料（一）3-10　シャボン玉のブログ

　お父様を除け者にして挙行されたお母様と神様の結婚式

お父様がヨスに行かれている隙に、金孝南氏が主礼に立ち、神様とお母様の結婚式を決行した。

それがお父様に知れて、お父様は天正宮に戻られ訓読会の場で、お母様を激しく叱られた後、お母

様の後ろに石俊昊（ソク・チュノ）、ユン・ジョンノ、黃善祚（フォン・ソンジョ）、金孝律（キム・ヒョユル）の 4
人を立たせて、『二度とそのようにはしません』と誓わせて、皆に拍手させる儀式をした。

推測ですが、お母様と神様の結婚式は、2011 年末～2012 年 1 月 18 日の間なのではないでしょうか？

※　資料（一）3-11　

　家庭連合・教会成長研究院より「お母様はルーシェルよりも恐ろしい」の証拠写真提供
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第 1 編 2012 年, 1, 19（木）天正宮訓読会この日もいつもと同じように、訓読士の訓読が終わり、続いて

お父様のみ言が始まった。珍しくもみ言の焦点は、お母様だった。率直な表現で、参加者全員が聞く

にきまり悪いほど、お母様に対して、これまで我慢して来られた、口惜しさの集中砲火そのものだった。

その内容は以下の通りだ。

1。 “天地人真の父母”はお父様とお母様が二人ではなく一人である。

1）”お父様とお母様が、別々”ではなく、ひとつなのである。

2）お母様はお父様のための足場であり、ご飯を食べて付いて回ったからといって、良しとされるもので

はない。

3）別々に動いては滅んでしまう。

4）お父様が呼んでも返事しないお母様と共にする者は、清算の対象である。

5）安州(お母様の故郷)と 韓氏(お母様の名字)は、自慢してはいけない！そんなことをしては、母親に

なれない。

6）私を無視して、お前たちが、私を案山子にしてはいけない！

2。 “天地人真の父母”は、二人が一つとなって、天地の前に現われなければならない。

1）お母様が独自路線を行っている。小鬼だ！

2）お母様は、お父様とは違う別の道を行っている。

3）お前たち(お母様に追従する子女様と、側近幹部、および教会の指導者のこと)も全員、お母様と一

団となって違う道を行っている。こいつら！

3。天上(天地人真の父母)は、二人ではない。

1）お母様の心は、お父様と別々に動いている。

2）お父様の知らないお母様が、あってはならない。

3）そんなお母様に従う者は小鬼だ。こいつら！

4）お父様が必要ないと思っている者は角のない小鬼だ。こいつら！

4。神様だけが孤独なお父様と共にいる。

1）お父様の周りには誰もいない。

2）お母様がお父様を待たなければならない、お父様にお母様を待たせるなて!…
3）お母様について回るお前たち！ぼろを着てはいけない！

5。 “お父様の話を聞かず”、お母様が”私の言葉を聞きなさい！”とするのは、”ルーシェル” よりももっ

と恐ろしい存在だ。

1）私は今、一人だ！息子も、娘もいない！

2）お母様も別々に動いて！

3）お母様に従うこいつら!…
4）孝進が生きている時 –「お父様がかわいそうだ。お母様はなぜお父様のみ言を聞かないで、自分の

方式でするのか？」と私に言ったことがある。

6。今日、宣言する。

1）お母様は今からお父様に絶対服従しなければならない。
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このようなみ言を語られた後、お父様の隣の席に座っておられたお母様をテーブルの前に呼ばれ、お

父様を見つめて立たれるようにし、最前列の椅子に座っていた石俊昊、ユンジョンノ、黃善祚、金孝律、

4 人に出て来させ、お母様の後に、二行に並んで立たせ、訓読会に参加したすべての食口と共に手を

あげて、絶対服従を誓わせ、お母様に再度、返事をしなさいと、急かされ、「はい！」と答えをお聞きに

なった後、みんなに両手を高く上げて、拍手をさせて、お父様のみ旨とは何か確認させる、特別な役事

をされた。

　⑨韓お母様と肉的堕落問題。　

サンクチュアリ教会澤田教会長は、40 日断食の井口さんの 7回目の断食は、韓お母様の堕落問題の

ために行ったという噂があったため、その辺の事情を確認するために、当時の関係者の方々に取材を

行い、さらに井口さん本人に「お母様の堕落の問題で 40 日断食をされたのですか」と聞いたところ、そ

うだとはっきりお答えになったということです。

そのように複数の方々の証言をもとに導き出した結論が、「あるご子女様がお母様の不倫の現場を目

撃されて、そのことをピーター金氏に伝え、金氏から真由美夫人が聞かれたとのことです。そして、その

相手の男は誰かと言えば、郭錠煥氏だということです。」との証言を得て、ブログで発表されています。

澤田教会長はさらにその事実を確認するために、文亨進様、文國進様に直接に質問をされました。

その時亨進様は推定的に、国進様は断定的に「オモニは堕落したので（蕩減）復帰はオモニがしなけ

ればならない。マルスム選集 614巻 141P」を根拠にそうであると認め答えて下さったということです。

澤田教会長はさらに神山先生にもインタビューを行いましたが、神山先生のお答えは「いろんなことを

引きずり出して、暴き出してどうするの。」「そんなことは、知らなくていい。あんまりさ、根掘り葉掘り、引

きずり出して、知る必要ないよ。」「そこまで私に言わせないで。」というお答えだったということです。

すべては噂の域をでませんし、ご本人たちと、現場を目撃した子女様に確認するしかその真偽は確認

できませんが、残念ながらかなり信憑性の高い噂と言わざるを得ません。

※資料（一）3-12　審判回避プロジェクト　サンクチュアリ教会澤田地平教会長ブログ

　12  　み言選集第      614      巻改竄前後

■澤田：亨進様は､お母様は霊的に堕落されたとおっしゃっていますが、肉的に堕落されたのではな

いかという噂があります。そのような噂はなぜ出てくるのでしょうか。

□亨進様：お父様のみ言があります。それによればお母さんは堕落女だと、彼女は堕落したと語って

おられます。
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□エルダーさん：お父様のみ言集、本来は 614巻の 141 ページに、「オモニは堕落したので」というみ

言があるんですね。ところが、彼らはその部分を改竄したんです。

■澤田：その堕落したというのは、霊的ではなく。

□亨進様：違います。文脈からすれば、それは肉的ということです。

■澤田：肉的・・。それはお父様自身がはっきり語っていらっしゃるということですか。

□亨進様：お父様が語っていらっしゃる文脈からすれば、それは肉的ということになります。それは驚く

ことではありません。

■澤田：なぜですか。

□亨進様：霊的に堕落すれば、肉的堕落は容易なことです。

　13  　お母様は肉的に堕落された

■以下は 10 月 31 日、ペンシルベニアサンクチュアリ教会における質疑応答時の私の質問と、それに

対する亨進様と國進様の回答です。

■澤田：先週の水曜日に韓国語の礼拝の後に亨進様に質問しました。韓氏オモニが肉的に堕落した

という噂を、私は聞きました。なぜそういう噂があるのかということを聞いたところ、亨進様は何のためら

いもなく、それは事実だとおっしゃいました。それはお父様がすでに語っていらっしゃるんだということ

で、み言選集に書いてあるということでした。それは非常に驚きなんですけれども、続けて亨進様は、そ

れは別に驚くことではないということで、そのことについて、私はお伺いしたいということであります。

□亨進様：2009 年のみ言によれば、その可能性があるということで、私はそれが絶対的事実だとは

言ってません。それは不正確です。2009 年のお父様のみ言を私達は持っていますが、614巻の 141
ページです。ここでお父様は「お母様は堕落した」と語っておられます。その後、これを見た家庭連合

では、お母さんとピーター金が歴史編纂委員会に行き、それを削除するよう命じました。そして、彼らは

その箇所が削除された、別のものを印刷しました。

□國進様：このテキストを見ると「オンマが堕落したので、復帰することをオンマがしなければなりませ

ん」と、はっきり書かれています。白黒が明確で、ここからそれほど解釈の違いも生じないでしょう。堕落

した教会が、お父様の聖和後にその部分を変更した事実から、そうする必要性、動機があったことが分

かります。彼らの行動からそれが分かります。これらの証拠から、また、今まで起こったことの流れを原

理的に解釈しても、彼女が堕落したと結論付けていいと思います。

■改竄前のみ言選集第 614巻 141 ページの当該箇所には以下のように書いてあります。これはお父

様が 2009 年 7 月 14 日に天正宮で語られたものです。

□お父様：オンマが堕落したので、復帰することをオンマがしなければなりません。この浮気して歩き回

るのが好きなものはダメです。第２堕落の浮気です。何をもって歩き回るのですか？自分の顔を売って

何をしようとするのですか？凹が門を開けて凸を迎い入れようというのです。凸にもおじいさんの凸、お

父さんの凸、夫の凸、息子の凸があるのです。それを勝手に使うことはできません。性の開放はありえ

ません。こいつら。それは自分のものか？
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■このうち「オンマが堕落したので、復帰することをオンマがしなければなりません」の部分が削除され

ました。「オンマが堕落した」という表現は、文脈からして「肉的堕落」を意味していると、水曜日の礼拝

後に、亨進様は私に語られました。

また、この部分をお母様とピーター金氏が削除したということが、その部分がふたりにとって都合の悪い

箇所であるということの自白になっており、それは、お母様の肉的堕落が事実であることのもうひとつの

証拠であるということです。

そして、國進様は「今まで起こったことの流れを原理的に解釈しても」と、語っておられますが、これは

お母様がお父様に従わず、自らを無原罪の独生女と宣言され、更に神とまで考えるようになられた、今

日までの流れを、原理、特に堕落論に照らし合わせてみる時に、お母様が霊的に、そして肉的に堕落

した結果の出来事であると、結論付けることが出来るということです。

　15  　不倫の相手は郭錠煥

■井口康雄さんといえば、40 日断食の達人として、教会員なら知らない人はいないと思います。井口

さんは以下のように 40 日断食を 10回達成しておられます。

① 1984.7.21～8.29
文鮮明師の米国ダンベリー刑務所不当収容への抗議

② 1987.3.14～4.22
日本におけるスパイ防止法の制定を訴えるため

③ 1996.4.1～5.10
文鮮明師の日本入国のための祈願

④ 1997.7.1～8.9
日本の朝鮮植民地支配への懺悔

⑤ 1998.7.1～8.9
文孝進様家庭の安寧のための祈願

⑥ 2002.5.1～6.9
韓半島統一及び韓国と日本の一体化の祈願

⑦ 2003.5.1～6.9
文鮮明師の御健康を祈願

⑧ 2004.7.20～8.28
文鮮明師の米国ダンベリー刑務所不当収容への抗議

⑨ 2005.11.10～12.19
天宙平和連合創設大会、真のご父母様のご健康、ご入国、南北統一祈願

⑩ 2006.9.30～11.8
第 3次世界巡回講演の成功、真のご父母様のご健康、日本の贖罪と母国使命完遂、真のお父様の母

国訪問勝利、在日の和合と南北統一実現

上記 10回の内、7回目に関してですが、目的が「文鮮明師の御健康を祈願」となっています。この時

期、お父様は深刻な肉体上の懸念があったそうです。それでこのような目的を掲げておられたわけで

すが、実は別の、同じように深刻な、もしくはより深刻な事情がありました。それが何かといえば、お母様

の肉的堕落の問題だったというのです。井口さんは、お母様の堕落問題の解決の為に 7回目の 40 日
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断食を決行されたというのです。井口さんは自らの断食体験の証しを中和新聞に連載しておられます。

その 7回目の部分が以下です。

□井口さん：7回目の 40 日断食は、6回目から１年後の 2003 年 5 月 1 日からでした。そのころアメリカ

がイラクを爆撃し、世界平和が危機に陥る中、真のお父様がその責任を取るかのごとく入院されました。

そのとき尊敬するある国家的メシヤから緊急に 40 日断食の条件を願われました。それは夢の中で、世

界最大の困難を背負い十字架上の瀕死のお姿を見て、ダンベリー以上の危急存亡の時であり、身代

わりに死ぬ覚悟で 40 日断食を供えてほしいとの理由であり「花婿（主）が奪い去られるときには断食せ

よ」とのイエス様の叫びを思い出し、深刻に祈りました。（中和新聞 2008 年 3 月 1 日号　vol.723）

■「そのとき尊敬するある国家的メシヤから緊急に 40 日断食の条件を願われました」とありますが、ある

国家的メシヤとは、藤井羑雄（みちお）元会長の奥様である、真由美夫人のことです。

ところが、最近になって、ある姉妹からその詳しい内容を聞くことになりました。

ある時、7回目の断食の本当の目的、すなわちそれは、お母様の堕落問題に係わることだということを、

その姉妹に話して下さったそうです。その姉妹は藤井さんご夫妻とも付き合いがあり、井口さんとは別

に、藤井さんからも直接、そのような内容で井口さんに 40 日断食のお願いをしましたという話を聞いて

いたということです。

■そこで、私は昨年の 12 月 13 日、ある忘年会の席で井口さんとお会いする機会があり、お母様の堕

落の問題で 40 日断食をされたのですかと聞いたところ、そうだとはっきりお答えになりました。あまりに

もあっさりとした受け答えだったので、少し拍子抜けした感じもありましたが、話の最後には、お母様の

堕落の話が「本当かも知れないし、噂かも知れない」と、付け加えておられました。

■真由美夫人はお母様の堕落問題をどのようにして知られたのでしょうか。前出の姉妹によると、ある

ご子女様がお母様の不倫の現場を目撃されて、そのことをピーター金氏に伝え、金氏から真由美夫人

が聞かれたとのことです。そして、その相手の男は誰かと言えば、郭錠煥氏だということです。

16　そこまで私に言わせないで

■私が神山先生にお会いしに、名古屋までお訪ねした一番の目的は、お母様の肉的堕落問題に関し

て、その信憑性を確認することでした。

■澤田：中心的にはお母様の問題ということで、私もそこに的を絞ってみたいんですけども。私は井口

さんと懇意にしてるんですけど、井口さんは 40 日断食されました。その 7回目の断食ですね、2003 年

5 月 1 日から 40 日断食されたんですけど、それが実に驚くことに、お母様の堕落問題の解決の為に

40 日断食されたとおっしゃってます。それは、藤井会長が井口さんにお願いされたというんですね。

お母様が堕落されたので、それ何とかする為に、井口さんに 40 日断食をお願いし、それで 40 日断食

したんだということで、そういうお話しが、本当なのかということ。神山先生はお母様のそういった事情を

知っていらっしゃるんじゃないかと思いまして、そういうことについてもお話しをお伺いしたいと。

□神山先生：そんなさ、いろんなことを引きずり出して、暴き出してどうするの。もう、お父様から離れて

しまった、それでいいじゃない。ああだこうだとか、言わせちゃいけないよ、私に。言ったって、どうってこ

とないじゃないの。

■澤田：私達は、全然知りませんのでね。

□神山先生：そんなことは、知らなくていい。知っているのは、お父様は原罪があって、私はないのよ、
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それくらいでいいです。あんまりさ、根掘り葉掘り、引きずり出して、知る必要ないよ。お父様の心情圏

に戻って下さい。それでいいじゃないの。私はそう思うけど、狂ってるかな。

最近、お母様が公の前で言ってることはいいけど、そうじゃないことを推測してね、井口も言うべきじゃ

ないっていうんです。彼も推測ですよ。誰かから聞いた話をね。その人も推測ですよ。私は藤井さんに

聞いたよ。それもね、そうじゃないかって、推測ですよ。誰かの話のね。なぜかというと、藤井さんの娘と

うちの息子が祝福を受けているから、そんな中で聞きますよ。推測ですよ。それを井口が、また推測し

てあれこれと言う。最近、お母様の言った言葉だけでいいじゃないの。お父様は原罪があったんです、

自分はないと。

それはもう、お母様がみんなの前で言ってるから。そうじゃないですよと。お父様によって教育されたこ

とがないんですと、お母様は口で言うから、そうじゃないよとね。お父様によって本当に教育されていた

姿を私は見ているよということを。それぐらいでいいじゃないの。そんなに、根掘り葉掘り、知らないがい

いっていうんです。みんな推測なんだから。推測で言って傷ついたらいけない。

■澤田：最後におひとつですね、お母様の不信の一番の問題点を、一番の問題点は何だと思われま

すか。

□神山先生：私はそこまでは言いたくないよね。お母様が言われたように、お父様は原罪があり、私は

ないんですよ。そして、お父様は 16 の時、イエス様に会って、イエス様の立場を相続した立場だ。それ

で、長いキリスト教の歴史は私を探して来た。女メシアである私を探して来た歴史ですよという、その話

はいけませんと。そうじゃないですよということですよ。お母様がいつ頃からおかしくなって、何でおかし

くなったのか、そこまで私に言わせないで。

 

※資料（一）3-13　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　君たちはどうして名誉毀損で訴えないのか   !!!

訓読会の記憶

私は、確か 2004 年か 2005 年くらいに参加した韓南洞の訓読会で、敬礼直前に、お父様が郭会長を

指さして、「お父様よりこの男のほうがいいんだろう」と言われてビックリしたのを今でも覚えています。お

母様は怒った様子でした。しかし、郭会長はものすごくうろたえていました。そしてお父様は何もなかっ

たかのように訓読会を始められました。当然、訓読会の前だったので、み言葉全集には載らなかったと

思います。今思うと、お父様は、私たち食口ひとりひとりを時代の目撃者として考えておられたんだと思

います。あまりブログに投稿しないのですが、この件に関して、いろいろ言われているみたいなので、小

さな証言ですが投稿してみました。

　⑩文亨進様、文國進様を金銭的、権勢的に誘惑。　

韓お母様と、その取り巻きの幹部食口たちは、文亨進様、文國進様を自分たちの仲間に取り込むこと

によって、韓お母様と、自分たちの権力基盤を盤石なものにしようと画策し、金銭的、権勢的に誘惑を

するようになりました。

「我々の側に加われ。どっちにしろ、あなたの世界になります。あなたが後継者ですから。後継者の権

利とこの王国はあなたのものですよ。」（2015.1.18 文亨進様）
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「当時私たちも同様なわいろと金銭的、権勢的誘惑を受けました。お

父様から代身者、王権の相続者の祝福を受けていたのでむしろその

規模は大きかったのです。私たちもサタンの誘惑にさらされました。国

進兄さんも私もです。しかし私たちは拒絶しました。お父様を裏切るこ

とを拒否したのです。」（2015.4.9 文亨進様）

※資料（一）3-14　2015 年 1 月 18 日　 文亨進様説教

　『沈黙を破って』

『私達を引き込む為に、買収を試みた中心的な指導者達が文書まで

持って現われました。

「我々の側に加われ。どっちにしろ、あなたの世界になります。あなた

が後継者ですから。後継者の権利とこの王国はあなたのものですよ。」「とにかくいったん私達の仲間

になれ。お母様が霊界に行けば、あなたが好きなように変更すればよい。」これが私が彼らからもらった

助言でした。このような言葉が教会の指導者から出てきたのです。』

 

※資料（一）3-15　2016 年 4 月 9 日

　亨進様＆国進様   4      月      9      日、一日修後の質疑応答から

『私たちはお母さまが独自路線を歩み始められた３年前、こうなることを予想してお母様に強く訴えたの

です。当時、お父様を愛し仕えるはずだったすべての韓国人幹部、長老たちは一言も（オモニの独自

路線に）反対せず流れに身を任せお金を手にしたのです。

当時私たちも同様なわいろと金銭的、権勢的誘惑を受けました。お父様から代身者、王権の相続者の

祝福を受けていたのでむしろその規模は大きかったのです。私たちもサタンの誘惑にさらされました。

国進兄さんも私もです。しかし私たちは拒絶しました。お父様を裏切ることを拒否したのです。

　⑪私はメシヤ、私は神　

しかし韓お母様は、真のお父様と違う道を歩まれようとしていること

を感じた文亨進様、文國進様は、彼らから提案された賄賂を拒否

し、真のお父様の後継者としての道を行くことを選びました。

「天正宮の奥の一室にあるテレビのある部屋で会話していた時の

ことです。国進兄さん『お母様、あなたは皇太后として真のお父様

の御決断を尊重すべきです』と言った瞬間、激高して顔を真っ赤

にして『私は絶対権力を手にしています！』と大声をあげたのです。

私たちは唖然として顔を見合わせました。『今の言葉を聞いたか』

と無言で言葉を交わしたのです。』

『お母様が私に『私が誰だと思う？』と尋ねられ、私は『お母様は勝利されたメシアの対象、真のお母

様です。』と言いました。すると、お母様は『いいえ、私はメシアであり、神である』と仰いました。なので、

『お母様、そのように仰ると、滅びの道を行きます。天の審判を受けるようになります。お父様は 3年

だけ待たれます。』と、私は言いました。」（2016.8.3 文亨進様）
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※資料（一）3-16　2016 年 8 月 3 日　文亨進様説教

　『偽りの神と結婚した韓お母様』

『お母様が私たち（亨進ニムと国進ニム）を怒鳴りつけたときの証を一つしましょう。

天正宮の奥の一室にあるテレビのある部屋で会話していた時のことです。

国進兄さんが「お母様、あなたは皇太后Queen Mother（訳注：亡き王の未亡人で現君主の母）として真

のお父様の御決断を尊重すべきです」といった瞬間、激高して顔を真っ赤にして「私は絶対権力を手

にしています！」と大声をあげたのです。

私たちは唖然として顔を見合わせました。「今の言葉を聞いたか」と無言で言葉を交わしたのです。

まるで映画のワンシーンそのものでした。

この時「オモニは霊に取り憑かれている」ことを悟りました。

まるで「権力」の前に正気を失った人の姿でした。もはや私たちの知る母ではなくなっていました。完全

に霊に主管されていました。

今となってはその原因は明らかです。

金孝南主導のもと、神様と結婚式を挙げるといって、サタン的悪霊と「結婚式」をお父様が不在を狙っ

て挙行したのですから。

契約書に自分のサインを血で記すようなことをしたのです。』

 

※資料（一）3-17　2015 年 7 月 5 日　文亨進様説教

 　『背教の悪しき時代』

3 年前お母様が私に、「私は誰ですか」と訪ねた時、私は「あなたは勝利された真のお母様です。」と答

えました。お母様は、「いいえ、私はメシヤです。私は神です。」と言いました。

私はお母様に「あなたは神様ではありません。あなたはあなたを神様だと言ってはいけません。そうし

たら、あなたは神様からの裁きを受けるでしょう。神様はあなたを失望させ、誰か神様なのかを、あなた

に教えるでしょう。」と言いました。

お母様は笑って「天地のお母様がいる韓国に何が起こるというのですか。神様の祝福と守りがここには

あるのです。」私達は「それは違います。」と言いました。

　⑫日本からの献金に群がり、私腹を肥やす幹部たち。　

日本はサタン側のエバ国として、主の国韓国を 40 年間迫害

してきました。その罪の蕩減のために、日本は摂理に対し誰

よりも犠牲になり、献金しなければいけないと教えれられてき

ました。その結果日本から自動的に献金が集まる仕組みが

でき、その献金に韓国の幹部たちは群がり、私腹を肥やして

いました。

「お父様がある指導者をお呼びになりました。その方は、5箇所からおのおの 1億ウオンを超える額を

もらっていました。私は彼に、そんなに多くのお金をもらってはならないと伝えました。その方は毎月

5000万ウオンをもらっていますが、『私は世界会長として一年間働いてもその額に達することはない』

と伝えました。（その方はその時韓国の協会長でした）」（2015.1.18 文亨進様）

「日本のメンバーが、全てのものを払うようにされていました。私達はそれをやめさせようとしました。

彼らはそれに激しく反対しました。そして、日本のメンバーに彼らにお金を与え続けなければならない

と思わせようとしました。彼らは完全に偽者です。」（2015.8.16 文亨進様）
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※資料（一）3-14　2015 年 1 月 18 日　 文亨進様説教

　『沈黙を破って』

『私が世界会長の立場にある時です。お父様がある指導者をお呼びになりました。そして、その人の給

与に関して深刻な内容を話し合いました。

その方は、5 箇所からおのおの 1 億ウオンを超える額をもらっていました。この方は公職者として、謙遜

に美徳をつまなければならないのにも関わらず、食口達の前で自分が何歳の頃から公職を始めたの

かを高らかに自慢しています。

私は彼に、そんなに多くのお金をもらってはならないと伝えました。その方は毎月 5000万ウオンをも

らっていますが、「私は世界会長として一年間働いてもその額に達することはない」と伝えました。（その

方はその時韓国の協会長でした）』

『私達が公的な立場にあるときに、教会おける会計の透明性の重要性を強調し、指導者達の資産の公

開を要請したのです。

そして、お金を握っている権力層にそのような指摘を行うと、彼らから糾弾を受けるようになります。彼ら

から憎まれるのです。

彼らは団結して国進お兄さんを追い出そうと試みました。国進お兄さんは、教会に初めて透明性をもた

らそうとした人であるからです。教会歴史上はじめて、各々の機関がそれ自体にたいして経済的責任を

持つようにしました。支援を受けた資金を、会社の収入だと錯覚しないようにしたのです。

彼は機関の指導者達に、本当の意味の透明性をもたらそうとしたのです。公金横領をするならば、そ

れ以上お金を与えてはならないようにしました。そのために、国進お兄さんにたくさんの敵が出来まし

た。』

 

※資料（一）3-18　2015 年 8 月 16 日　文亨進様説教

 　『キリストによって恐れを克服する』

『日本のメンバーが、全てのものを払うようにされていました。私達はそれをやめさせようとしました。彼ら

はそれに激しく反対しました。そして、日本のメンバーに彼らにお金を与え続けなければならないと思

わせようとしました。彼らは完全に偽者です。

日本の兄弟姉妹に申し上げます。あなた達は、偽者であり、異端者であり、破壊者である彼らに献金

する義務は全くありません。そのような義務は完全にありません。あなた達は自由です。あなた達は自

由に神様を愛することができます。あなた達は偽りの階級組織から自由になりました。あなた達は、神

様の似姿として造られた自由な神様の子供たちです。

そして、私達はあなた達を褒めたたえます。なぜなら、あなた達は私達の為に犠牲になったからです。

あなた達がやった全てのことは無駄にはなりません。あなた達はあなた達の責任を果しました。ですか

ら、私達はあなた達を尊敬しています。』

　⑬文亨進様、文國進様は教会から追い出され、サンクチュアリ教会をスタート。　

幹部たちからの誘惑に屈せず、経済を透明化し、教会を改革しようとする文亨進様、文國進様は煙た

い存在となり、教会から追い出されました。そしてアメリカの片田舎で、2 家庭だけで今のサンクチュアリ

教会をスタートしました。

「オモニにもはや付いていくことはお父様を冒涜することと同じことになってしましました。お父様に従う

こととオモニに従うこと、この二つは決して両立しない事柄になったのです。善悪の二者択一です。
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そして王宮から逃亡しました。三代王である息子を『誘拐』

するように連れ出しました。

人事としてアメリカに送られたのですが、本来オモニが私を

切る目的の人事であることを知っていたので、アメリカ会長

職もそう長くはないだろうと考えていました。予想通りすぐに

その職も解かれてここに来ることになりました。神様がここ

に導かれたのです。」（2015.4.9 文亨進様）

※資料（一）3-15　2016 年 4 月 9 日

　亨進様＆国進様   4      月      9      日、一日修後の質疑応答から

ただ私たちはお父様を神聖冒涜できなかったのです。裏切ることができませんでした。これが核心です。

そして王宮から逃亡しました。三代王である息子を「誘拐」するように連れ出しました。「救出した」という

方が当を得ているでしょう。そうしてここにやって来ました。人事としてアメリカに送られたのですが、本

来オモニが私を切る目的の人事であることを知っていたので、アメリカ会長職もそう長くはないだろうと

考えていました。予想通りすぐにその職も解かれてここに来ることになりました。神様がここに導かれた

のです。

オモニにもはや付いていくことはお父様を冒涜することと同じことになってしましました。お父様に従うこ

ととオモニに従うこと、この二つは決して両立しない事柄になったのです。善悪の二者択一です。

当時の 36 家庭を含むすべての幹部、長老はその時サタンにひれ伏しました。信仰よりも地位、つまり

保身を優先させたのです。彼らは（オモニが）間違っていることを十分に知っているのです。しかし完全

に責任逃れをしています。完全に臆病風に吹かれてしまっているのです。完全な背信者であり、「売春

婦」です。そして今もメシアであるお父様を 30シェケルの銀貨で売り飛ばした事実に目をつぶっている

のです。これがいかに卑しむべきことか。

最大の愛と恵みと祝福を受けた彼らであったがゆえに最も痛烈な裏切り行為となったのです。』

　⑭安楽死問題　

真のお父様の入院中、金孝南訓母様がお母様を洗脳して、お父様の生命維持装置を取ろうとしてい

ました。「訓母様は『孝進様、興進様、栄進様がここに霊的に来られ、お父様を迎えたがっておられま

す』と語り始められました。」（ヨナ様）

「それに対して、朴晋煕先生以外の全ての 36家庭のトップリーダー達は、皆黙っていました。」

しかし文亨進様は、韓お母様からびんたをされながらも、「もしあなたがそれをすれば、あなたは殺人

者になります。」と言って文國進様とともに安楽死に反対しました。（2015.7.5 文亨進様）

※資料（一）3-17　2015 年 7 月 5 日　文亨進様説教

 　『背教の悪しき時代』

3 年前私達は病院で大喧嘩をしていました。清平の女がお母様を洗脳して、お父様の生命維持装置

を取ろうとしていました。それは、私が世界教会に対して、奇跡が起こるのを願って、お父様の為に祈り

や敬拝の条件を立ててくださいという公文を出している時でした。

全世界の教会がこのような条件を立てているとき、彼らは生命維持装置を取ろうとしていました。病室の

中には世界のトップリーダー達がいました。
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そこには朴ポーヒー、金ヨンイ、金孝南、、、、と私と国進兄さんがいました。義理の娘達はそこに入れ

てもらえませんでした。その時お母様はお父様の生命支持装置を取ろうとされました。

私は、「お母様、あなたはそれをすることができません。」と言いました。そうしたら、お母様は私にびん

たをくわせました。私はお母様に、「もしあなたがそれをすれば、あなたは殺人者になります。50 年間の

苦労を無駄にしないでください。」と言いました。

朴ポーヒー以外の全ての 36 家庭のトップリーダー達は、皆黙っていました。その中の１人は「皆いつか

は死ぬからね。」とまで言いました。私はそれを私自身の目で見ました。

彼らは、「お母様それをしないでください」と言う代わりに、ただ次のステージへの政治的な判断をした

のです。この話はあなた達を不愉快にさせますか。私はそう願います。

あなた達は目覚めなければなりません。国進お兄さんと私は「お母様、あなたがそれをすれば、あなた

はメシヤの殺人者になります。」と言いました。国進お兄さんはとても強い言葉でそれを言いました。

そのすぐ後に、政治家達は心を変えました。私達がその場の雰囲気を変えたのです。

☆安楽死の問題が起きたの時のヨナ様の証言。

お父様は、生命維持装置でつながれていますが、お父様には意識がありました。だから、亨進様、国

進様の意見は「私達は、お父様が自然に亡くなられるようにすべきです。私達にはそれができます」

しかし、お母様と訓母様はとても強く主張されました。訓母様は「孝進様、興進様、栄進様がここに来て

おられ、彼らは霊的に来られ、お父様を迎えたがっておられます」と語り始められました。

亨進様はお母様にプライベートに話されました。お父様は 5 階の部屋で、私達は 10〜12 階くらいで、

そこには小さな部屋がありました。私達はそこに連れられて行き、そこから、私達はお父様のおられる

階へ、いつでも降りていくことができ、常に誰かが交代で、お父様の病室に泊まりました。

それは適当な大きさの部屋で、小さな部屋とリビングルームがありました。その小さな部屋に亨進様と

お母様は入って行かれました。彼らはこの事（プラグを抜くかどうか）について話されていました。すると、

突然大きな叩く音が部屋から聞こえて来ました。それは、お母様はとても怒られて「あなたは何も知りま

せん！」「あなたはまだ若すぎる！」というような意味の事を、私は正確には覚えてはいませんが、大き

な音が聞こえて来て、私達はお母様が亨進様を叩かれたことが分かりました。私は、お母様が彼の何

処を叩かれたのか分かりませんでしたが、彼が叩かれた明らかな音がしました。お母様は亨進様のお

父様への処置に対する「私達はそれは絶対できません」という強い反対が、気に入らなかったのです。

そしてその後、亨進様と国進様は長老達を呼び、訓母様やお母様がプラグを引き抜こうと思っているこ

とに対して、どのように考えているのかを訊きました。亨進様と国進様は、これをやったら、あれをやった

らとか、例えば何かマッサージとか鍼とか何かで、何とか命をつなげることができるのではないのかと提

案しました。でも、お母様は亨進様と国進様が語るいかなる提案にも非常に怒られました。そしてお父

様はその後、清平に移されてから亡くなられました。（2015.10.25）

　⑮真のお父様の立てられた伝統　

真のお父様は 16 歳の時（1935 年 4 月 17 日）、イエス様と霊的に出

会い、『天の御旨に対する特別な使命を果たしなさい』との啓示を受

けました。お父様はその日以来自らの人生をかけ、まずは原理を解

明し、その原理原則に従ってサタンとの命がけの戦いに勝利し、勝利

の基盤を拡大してきました。その原理とは、蕩減復帰原理でした。

勝利の基盤の中でも最も大きな勝利は、1960 年 3 月 27 日（陰 3. 1）

に真の父母の日を迎えることにより、聖書に予言された子羊の婚姻が

行われました。アダムとエバの堕落により、人類は 1 人の例外もなくサ
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タンの血統を受け継ぎ、原罪を持つ堕落の血統となりました。子羊の婚姻を迎えることにより、人類は

歴史上初めてサタンとは関係のない、神の血統を地上に迎えることができるようになりました。そして真

のお父様の勝利圏の拡大とともに、より小さな蕩減条件でも、誰もが祝福に与れる恩恵が人類に与え

られました。

同様に 1945 年当時、神様が用意した全ての基台を失ってしまった真のお父様は、40 年の蕩減期間

を勝利し、1985 年再びメシヤを迎え、神の国を迎えることのできる時代圏を迎えました。

1992 年 7 月 3 日、1985 年から 7 年目、勝利の蘇生期的基盤を築いた土台の上にメシヤ宣言。

1993 年 1 月 1 日に成約元年を宣布。

1999 年 3 月 21 日にはサタンを完全屈服。

1999 年 6 月 14 日に『真の父母様天宙勝利祝賀』宣布。神様解放、天上解放、地上万民解放、サタン

解放、地上天国来臨を宣布し、長成期完成級を勝利的に越えました。

2001 年 1 月 13 日完成期を迎えて『神様王権即位式』を宣言し天一国を出発。歴史上初めて神様が

王の位置に立たれました。

2006 年 6 月 13 日、1985 年からちょうど 3次にわたる 7 年路程の末に迎えた 21 年目、『天正宮博物館

奉献式および天宙平和の王・真の父母様戴冠式』を行うことにより、聖書に予言された新しい天と新し

い地、新しいエルサレムを迎えることができました。

このように自らの人生をかけ、血と汗と涙を流し、サタンとの命がけの戦いに勝利し、打ち立てられた勝

利的基盤は永遠であり、何人といえども決して破壊することのできない伝統を打ち立てられました。

※資料（一）3-19 聖書 黙示録最後の部分

22:18 この書の預言の言葉を聞くすべての人々に対して、わたしは警告する。もしこれに書き加える者

があれば、神はその人に、この書に書かれている災害を加えられる。

22:19 また、もしこの預言の書の言葉をとり除く者があれば、神はその人の受くべき分を、この書に書か

れているいのちの木と聖なる都から、とり除かれる。

22:20 これらのことをあかしするかたが仰せになる、「しかり、わたしはすぐに来る」。アァメン、主イエスよ、

きたりませ。

22:21 主イエスの恵みが、一同の者と共にあるように。

※資料（一）3-20　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　「お父様は無念だった！」－神山元会長の講演録を全文公開 

　神山威元会長の講演　2014 年 6 月 18 日（プサンにて）
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人類のための遺言

真の父母様は、すでに人類のための遺言を準備し残しました。一生に六度もの生死を行き来する獄苦

を経ながらも勝利し、準備した遺言です。永遠なる人類の教材、教本として八種類の本を残しました。

巻数で言えば１千余巻を越える分量です。『文鮮明先生マルスム選集』千二百巻、『原理講論』、『天聖

経』、『平和神経』、『家庭盟誓』、『天国を開く門・真の家庭』、『平和の主人、血統の主人』、『世界経

典』、このような八種類の書籍です。これらの教本は、皆様が霊界に入っていっても読み、学ばなけれ

ばならない本です。人間の頭脳から出てきた言葉や教えではありません。それは、天がかわいそうな人

類を救援するために下さった天道を　教える教本だからです。「平和指導者追慕統一昇華祝祭記念大

会」

　⑯伝統の改竄、破壊　

16 歳でイエス様からの啓示を受けてより、真のお父様はその

生涯を神のために捧げてきました。神の悲しみを開放し、全人

類を神の前に復帰するため、サタンとの血みどろの戦いに勝

利し、全ての人が神の祝福に与れる道を切り開きました。そし

て神と人が一つとなった地上天国、天上天国を実現するため

の道筋を、私たちに指し示して下さいました。これら真のお父

様が生涯をかけ、神と私たち人類のために残してくださった恵

みは、まさしく人類にとってのこの上なき永遠の宝であります。

そんな永遠の宝は、み言、特に 8 大教材教本という形で残さ

れました。そのみ言は、永遠の価値を持つものであり、人類が

これから歩むべき方向性を示した、唯一無二の教科書である故、何人といえども手を加えてはいけな

いものであり、絶対に改竄・変更など許されざるものです。

真のお父様によってみ言がもたらされる以前は、2000 年前イエスによってもたらされた聖書が、人類に

とっての最大の宝と言えました。その聖書の最後、黙示録の 22 章を見ると、

「22:18この書の預言の言葉を聞くすべての人々に対して、わたしは警告する。もしこれに書き加える

者があれば、神はその人に、この書に書かれている災害を加えられる。22:19また、もしこの預言の書

の言葉をとり除く者があれば、神はその人の受くべき分を、この書に書かれているいのちの木と聖な

る都から、とり除かれる。」

このように聖書に別のみ言を書き加えたり、み言を取り除いたりすることをきつく戒めていますが、真の

お父様も同じように戒められています。

「天聖経という言葉は怖い言葉です。第三者がどんなに素晴らしいノーベル賞をいくつも持っている人

でもそれに手をつけてはならない」

「先生が語るその一言のみ言には、数千万の善なる人々が首をしめられ、血を流した祭壇のみ言で

あるというのです、死刑場で消えていく数千数万の善なる人々に、知らせてあげることのできなかった

神様の曲折が葬られているのです。皆さんが　創造原理から復帰原理まで全体のみ言を受けるよう

になるとき、そのみ言の一言一言には、血の涙が絡まっているというのです。」

『天の心情を誰が知っていたか』より抜粋　1960 年 1 月 17 日

このように真のお父様の立てられた伝統、み言は、誰からも永遠に手を加えられるべきものではないに

もかかわらず、真のお父様が聖和されるや否や、矢継ぎ早に次々と改竄、破壊がなされてきました。そ

れはあたかも、真のお父様が聖和されるのを首を長くして待っていたかのような、素早い変更でした。
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具体的にどのような改竄がなされてきたのかをまとめると、

·お父様の天聖経の削除を含む大改編、

·お父様が涙を流しながら歌われた天一国国歌（栄光の賜物）

の変更。

·家庭盟誓において「神様」を「天の父母様」に変更

·成婚問答の簡略化

·女性神の実質的導入

·建国の根幹たる憲法から統一原理を疎外

·忠実な対象の位置から離脱

·自らを「神」「独生女（出生時無原罪）」と称する

·文氏の血統（神の血統）より韓氏の血統（純サタン血統）を尊重

·御父様の玉座に平然と座る

·祝福リングに自分の名前のみ刻む

·御父様の統一マークに対する訴訟

家庭連合では、真のお父様自身が変更しなければいけないと言われていたと主張していますが、果た

して本当に真のお父様が願われたことでしょうか？もし真のお父様の願いだったとしたら、もちろんお

父様の生前に行われていただろうし、もうこれ以上改善の必要のない状態にして聖和されたことでしょ

う。真のお父様が聖和された後に、矢継ぎ早に行われたというところに、真のお父様の意思に反した、

何らかのサタン的意図を感じざるを得ません。

真のお父様のみ言の改竄は、神と真のお父様の願いなのか、それともサタンによる真のお父様の伝統

の破壊行為なのかどうか、各自がもう一度神の前に真剣に祈り、自分なりの確固とした答えを見出す必

要があるのではないでしょうか？

※資料（一）3-20　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　「お父様は無念だった！」－神山元会長の講演録を全文公開 

　神山威元会長の講演　2014 年 6 月 18 日（プサンにて）

先生の書いた内容を自分勝手に加減して・・・・

君たちは将来、先生の語った内容、先生の書いた（八大教材・教本）内容を、自分勝手に加減して訂

正しようというような思いを持ってはなりません。そのようなことをした場合には、先生の 200巻以上の説

教集が皆飛んでしまうのです。分かりましたか？（はい）。

天と霊界の先生の話のとおりにしておかなければなりません。いくらノーベル賞をもらったアメリカの大

統領であっても、有名大学の出身者であっても、その人の意見で先生の話を変えることはできません。

（ファミリー　93 年 9 月）

「日本人特別修練会における御言」　1993 年 4 月 16 日アメリカ・ベルベディアにて

伝統はただ一つ！

「伝統はただ一つ！　真のお父様を中心として！　他の誰かの、どんな話にも影響されてはいけません。

先生が教えた御言と先生の原理の御言以外には、どんな話にも従ってはならないのです。今、先生を

中心として、お母様を立てました。先生が霊界に行ったならば、お母様を絶対中心として、絶対的に一

つにならなければなりません。今、お母様が行く道は、お父様が今まで立てた御言と説教集（八大教

材・教本）を中心として、行かなければならないのです。他の御言を述べるのを許しません。今度、韓国
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においても、御言絶対主義をとることができるように措置したのです。どのような御言も、第二の御言を

許しません！」　（祝福 85 号　P68 「祝福二世の行くべき道」より抜粋）

※資料（一）3-21　2015 年 7 月 22 日　文亨進様説教

　『“奥深い信仰”　堕落した“韓鶴子集団”になってしまいました。』

私たちの統一家の現実を見ると、韓氏オモニが堕落して天使長たちとひとつになることによってすべて

のことを変えていったことを見ていくとすべて連結されています。お父様の天聖経を 80％まで変えて編

集削除しました。そしてお父様が興南刑務所で血を流しながら作られた、血の天一国国歌も変えられ

ました。あのような困難な中でも神様に栄光をお返ししようとする勇士の、素晴らしい神様の息子の愛

の歌を変えられました。家庭盟誓も祝福式も変わり、祝福自体も変わりました。今や、偽りの祝福となり

ました。

韓氏オモニが神になろうとして、天のお父様が天の父母様となり、本人が神に、女神になろうとした、そ

のような堕落の行為を見ていきました。そして堕落した憲法からは原理講論も外され、韓氏オモニの根

本の位置、対象の位置を外れ、主体として自分が神、メシア、独生女になろうとしているのを私たちは

見ました。そして 韓氏族の血統をメシアの血統として、メシアの上にもちあげました。そのようにして皆

さんがご覧になっているように 3 年前に、そして今年もお父様の席に座りました。対象が主体だと錯覚

する韓氏オモニとなりました。

完全にお父様が去ってしまった韓氏オモニ。お父様の玉座に座る堕落した行為を私たちは見ることが

できます。また、ここに（写真を見ながら）偽りの詐欺師たちが何も言わずに拍手だけしています。

（指輪の写真を見ながら）私たちもこれをよく知らなかったのですが、ある食口が、自分の祝福式の指

輪だと見せてくれながら、偽りの失敗の基元節に作られた祝福指輪、これは神様の祝福の契約を象徴

する指輪、私たちが神様と永遠の関係を結ぶ指輪、2013 年堕落した失敗した基元節に指輪を作った

のですが、これには再臨主、メシアであるお父様の“文鮮明”の名前も削除してしまいました。この指輪

には韓鶴子、 韓氏オモニの名前だけ刻まれています。このような内容を見ながらも多くの人たちは詐

欺師たちの話だけ聞いて愚かに陥ってしまいました。

しかし、私たちは原理の立場から、お父様を考えて見るときに、善悪を区別するのはとても簡単です。 

韓氏族は堕落した血統、サタンの血統です。何故ですか？メシアの血統以外はすべて堕落した血統

だからです。メシアは真の血統を持ってきた方です。真の血統、神様の血統を持ってこられた方です。

神との関係で一番重要な儀式である祝福契約式にメシアの名前を消してしまい、堕落したサタンの血

統、韓氏の名前を祝福指輪に刻みました。

 

※資料（一）3-22  2015 年 11 月 17 日 　文亨進様説教

　『   血統（生きて流れる血統）』살아흐르는

私達は韓氏オモニに言いました。お母様の栄光を追求したら、お母様は滅亡するでしょう。お父様を

高めずに、お父さまを救世主として仕えず、お父さまを高く高く高く、高めないならば、お母様と韓氏の

血統を高めるならば、滅亡するでしょう。

·お父様の天聖経の削除を含む大改編、

·お父様が涙を流しながら歌われた天一国国歌（栄光の賜物）の変更。

·家庭盟誓において「神様」を「天の父母様」に変更
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·成婚問答の簡略化

·女性神の実質的導入

·建国の根幹たる憲法から統一原理を疎外

·忠実な対象の位置から離脱

·自らを「神」「独生女（出生時無原罪）」と称する

·文氏の血統（神の血統）より韓氏の血統（純サタン血統）を尊重

·御父様の玉座に平然と座る

·祝福リングに自分の名前のみ刻む

·御父様の統一マークに対する訴訟

お父様の経典を削除、栄光の賜物を削除、家庭盟誓、祝福式、対象の位置を離れ、自分が主体とし

て、韓氏の血統を！！メシアの血統として高め、バビロンの淫女になりました。お母様が。一番栄光を

受けることができる韓鶴子が、権力とサタン達と姦通して、バビロンの淫女が、メシアを削除する罪人に

なってしまいました。一番に大きな罪を犯した人になっていましました。全く。

　⑰独生女宣言

2014 年 7 月 1 日、韓お母様は、自らを生まれる前から歴史

が用意した、神の『独生女』であることを宣言されました。

「ここに座っている真の母は、『6千年ぶりに誕生した独り娘

です。』

摂理歴史においてアジアの主人は韓王朝です。東夷族です。

私たちは韓民族です。

『血統転換』、私は胎中にいる時からそうなのです。皆さん

がこのことを信じなければなりません。

そのため、私を中心とした三代は平壌がエデンの宮になる

と信じていました。

許孝彬の母親になられる方が私を呼んで祝祷をしたのです。肉体を持ってくる再臨メシヤを迎えられ

る実質的な準備をする団体が私を祝福したのです。

イエス様の使命を引き継いだその時、その瞬間がお父様が独り子となられた資格です。

これまでの 2千年歴史は、独り娘を探してこられた歴史です。真の父母は、苦労なさって 6千年間の

時を過ごして天がご苦労にご苦労を重ねて探し立てられた独り娘です。」

独生女宣言とは、韓お母様自身がメシヤであり、6000 年の神の復帰摂理歴史の目的が、女メシヤとし

ての韓お母様を迎えるための歴史だったと宣言されたのです。韓お母様は、生まれる前から聖別され

た、原罪無き神の独り娘であり、一方真のお父様は、16 歳でイエス様の使命を引き継いだ時が、メシヤ

となられた瞬間であったとも言われています。つまり韓お母様は、生まれながらのメシヤであり、16 歳で

召命された真のお父様とは根本的に違っており、イエス以降 2000 年の歴史も、独り娘韓お母様を探し

求めるための歴史であったというのです。

これはまさしく、驚天動地の宣言であり、統一教会の根本にかかわる宣言であります。

※資料（一）3-22  2015 年 11 月 17 日 　文亨進様説教

　『   血統（生きて流れる血統）』살아흐르는

2015 年の 10 月 24 日に何といわれましたか？

26

http://h2fanclub.blogspot.jp/2015/12/20151117.html
http://spfjpn.com/moon/goddec/


キリスト教 2千年の歴史は、聖霊復活による聖霊の役事です。それはどういうことかと言えば独生女を

探して来た基盤！！キリスト教の基盤は、独生女を探す基盤だった！！天の摂理は独生女を探す摂

理が！あったというのです。

キリスト教の基盤は、独生女を探して来る道だった！！天の摂理は、独生女を探してきた摂理があった

というのです。東夷民族を通した韓氏王族が・・・それが韓半島と日本に先に下りてきた。結論的に言え

ば、韓半島は、再臨メシア、独生女を誕生させました。

私達が 1 年前に話しましたよね？皆さんに。3 年前に話した方達はもうわかっていましたね。それは何

か？韓氏オモニの秘密の信仰。それは何か？お父様が堕落して自分がメシアである。この全ての内容

を見ると、 結論的に言えば、韓半島は、再臨メシア、独生女！のための国である。これは原理とは正反

対で、聖書と正反対で、再臨主が新郎としてこなくてはいけないので、夫です！夫。新郎が女なら！レ

ズビアン関係になってしまいます。サタンの中のサタンのすることをしました。この堕落により、これから

2 世、3 世、4 世の中から、同性愛者が出てくるでしょう。

※資料（一）3-23　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『新しい時代の始まりか、それとも破滅への序曲か－韓講話 』

■ここに座っている真の母は、「6千年ぶりに誕生した独り娘です。証拠がちゃんとあります」

私が生まれた時、サタンが私のことも殺そうとしました。サタンが「お前が生まれたので、私が死にそうだ。

だからお前を殺してやる」と言いました。天は韓民族を通して摂理歴史を 6千年間導いてこられました。

なぜ大韓民国、韓国という「韓」が偉大になるのでしょうか。摂理歴史においてアジアの主人は韓王朝

です。東夷族です。私たちは韓民族です。聖別して育ててこられたのです。

この韓族を通して天は、皆さんが知っているように本来、天子を送ろうとしたのですが、趙漢俊（チョ・ハ

ンジュン）お祖父さんの銅銭 3 銭が引っかかって天子ではなく天女を送るとおっしゃいました。

その時、許孝彬氏がお父様と同じ大同保安署に入ってきたのを知られて、「すべてを否定して出なさ

い」というメモを、お父様が許孝彬氏に伝えたのですが、それが発覚してお父様がたいへんな困難を

経られました。ところがその時、その許孝彬の母親になられる方で、娘が監獄に入ったために娘の代わ

りに霊的な役事を引き受けていたお婆さんがいらっしゃいました。その方が私を呼んで祝祷をしたので

す。

その許孝彬の集団は、肉体を持ってくる再臨メシヤを迎えられる実質的な準備をする団体でした。そ

れが私を祝福したのです。

■お父様の歴史は、イエス様の使命を引き継いだその時、その瞬間がお父様が独り子となられた資格

です。分かりますか？そのことを分からなければなりません。

■これまでの 2千年歴史は、独り娘を探してこられた歴史です。

今、キリスト教が私たちのことを異端だと言いますが、彼らのほうが異端なのです。私たちはイエス様自

身なのに、そうではないですか？この歴史的な秘密を私が教えてあげました。真の父母は、このように

苦労なさって 6千年間の時を過ごして天がご苦労にご苦労を重ねて探し立てられた独り娘です。皆さ

ん、分かりましたか？知らなかったでしょう？

そのため、私でなければならないのです。皆さんは私に出会って幸運です。天一国は二人が一つに

なって成す国です。1960 年はそれこそ天の娘が喜ぶ日であり、万物が喜ぶ日です。神様が待ちに

待ったその一瞬でした。
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　⑱独生女宣言、教会の対応

教会では韓お母様の独生女宣言を、最初はどうとらえるか迷われ、2014 年 7 月 1 日の独生女宣言を、

中和新聞の記事から大幅に削除して、当たり障りのない内容で発表されました。

しかし韓お母様は、事あるごとに自らが独生女であることを強調されるるようになったため、教会としても

独生女宣言を全面的に受け入れることにしました。そのため今では、韓お母様の独生女宣言を肯定す

るための新しい原理、新しい神学が構築始めました。しかしその原理、神学は、真のお父様が命懸け

で解明された原理とはかけ離れたものとなり、自己矛盾を生む結果となっています。

※資料（一）3-23　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『新しい時代の始まりか、それとも破滅への序曲か－韓講話 』

千葉の教会員が定期的に送ってくれる電子版「中和新聞」に韓講話が載っていた。なんと！韓講話が

大幅にカットされているのだ。「真のお母様」と奉る方のみ言葉をカットするとは、尋常なことではない。

省略したところは下線にした。比較検討してもらいたい。

※資料（一）3-24　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『鶴の心模様（２）－いつまで茶番（鮮鶴一体）を演じればいいの？』

韓鶴子氏は、「独生女」宣言をしてから唯一絶対の存在になった。鶴は当然のことながら、自由に指示

を出したり、自分の考えたことを自由に話すようになった。

文鮮明氏の御言葉を熟知している幹部連中は＜これは困ったことになったぞ＞と、頭を抱えた。＜下

手をすると、アボジ派が組織からごっそり離れてしまう＞

　⑲姸進様と情進様の聖婚式

人間始祖アダムとエバの堕落以来、6000 年の人類歴史の結実

として真のお父様が誕生し、サタンとの命がけの戦いの末に勝

ち取った祝福。真のお父様によってもたらされたこの祝福は、真

のお父様の勝利圏の拡大によって、より小さな蕩減条件でも、私

たちにもその恵みの場に与れるようになりました。

それだけにその祝福を受ける基準は絶対的なものであり、誰に

もその基準は、変えることのできない不可侵的な世界ともいえま

す。もしその基準を犯してしまったなら、それはサタンの讒訴条

件となるものであり、決して神様の相対できない、サタンの主管

下での、堕落の血を受け継ぐ結婚でしかありません。

姸進様と情進様の聖婚によって、韓お母様は「70 億人類のため

に、真のお母様は祝福の門をより大きく開くことに着手された。」と言われましたが、この祝福は真のお

父様が決して許さなかった、堕落の血を受け継ぐ結婚でしかありません。

※資料（一）3-25　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『  2014      年      9      月      12      日：清平の天正宮で、祝福      2      世である文家の娘、妍進（  6      女）と情進（  7      女）の聖婚式

が行なわれた。』
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お母様はかなり前から 1 生、2 世の祝福の門を大きく開こうとして来られました。

最初にお母様がおっしゃったことは、天一国、地上天国をいかに築くか・・・。これは独り子イエス様の

使命であり、独り子・真のお父様と独り娘・真のお母様の使命であります。この天一国をどうやって築き

ますか。

統一教会員だけの国として造るのですか？祝福中心家庭だけのためにですか？

いいえ違います。

70 億全人類が入らなければなりません。たとえ 1 人でも逃してしまえば、どうして父母として喜ぶことが

できますか。その点を考えてみて下さい。70 億人類のために、真のお母様は祝福の門をより大きく開く

ことに着手されたのです。

今年の初め、お母様は私たちにそう伝えられました。

※資料（一）3-26　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『姸進様と情進様の聖婚式―教会側が説明文を配布！』

姸進様と情進様のお相手がヨーロッパ人であり、一世ということを知って、驚く人も見られました。

祝福の伝統と原理的基準を守ると考えると、二世は二世同士で祝福を受けなければと思いますが、実

際は、二世同士の祝福では数に限界があり、30 代、40 代で祝福の候補者がいない二世の女性たちが

たくさんいます。そのような中、真のお母様は、伝統と原理的基準を守りながら、現実の問題も解決す

るような恩賜を与えてくださいました。

真のお母様はまず、姸進様と情進様の相手に 40 日修練会を受けるように言われました。そして、聖婚

式の前の約婚式で「今回の約婚式を通して、私があなたたちをもう一度生んであげました。・・・」と語ら

れました。お母様は伝統と原理的基準を守って祝福を下さいました。

二世が一世と祝福を受けたことに対して讒訴する余地はありません。そして、「70 億の中には実にたく

さんの種類の人がいます。その人たちに門を開いてあげなければならないのです」とみ言を下さり、70
億人類のために門を開いてくださいました。祝福の門を広くオープンしたのです。一世が二世、ご家庭

のご子女様と祝福を受けることができる条件を立ててくださったことで、二世も一世と祝福を受ける道が

開かれました。条件さえあれば皇族圏に入ることができる道が開かれたのです。

これは誰とでも好きな人と結婚していいという話ではありません。真のお母様がもう一度生んでくださっ

た条件を立てて開かれた祝福です。真のお父様は、興進様が聖和された時に興進様と薫淑様の霊肉

祝福の道を開いてくださいました。大母様が聖和されて、霊界の先祖たちが祝福を受ける道が開かれ

ました。そして、姸進様、情進様の祝福で、二世を一世の代表に接ぎ木する祝福の道が開かれたので

す。ご父母様もお二人が二世と祝福を受けるように相当、努力してこられましたが、真のお父様が地上

におられる時にそれができませんでした。しかし今回、基元節時代に入り、二世を通して一世が祝福を

受けることができるような環境圏、時代圏になったのです。

4  、真のお父様の聖和前後の権力闘争

真のお父様の晩年、真のお父様御聖和後の韓お母様を中心とした権力闘争が、水面下で激しくなさ

れていたことは次第に明らかになってきました。その過程で、後継者有力候補だった文顯進様、郭錠

煥先生は策略にはまり、真のお父様の元を離れ、教会の資産の 50～70％ともいわれる UCI 財団を手

に入れ独立してしまいました。真のお父様の後継者として足場を固めつつあった文亨進様も、文國進

様とともに教会から干され、ついには人知れず教会から追い出されてしまいました。

韓お母様を陰で操り、権力闘争の中心にいた人物こそが奸臣、金孝律氏でした。しかし権力闘争の末

に手に入れた地位は、次の権力闘争の末に奪われることとなり、金孝律氏もあっという間にその権力を
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失うこととなりました。

金孝律氏が権力を失うこととなった原因は、韓お母様を使い、金孝南訓母様を中心とした清平の経理

の流れを追求した結果、逆に金孝南訓母様に返り討ちにされたからでした。しかし金孝律氏は、そのま

まで終わるような人物ではありませんでした。清平の不正融資献金問題を国税に訴えることにより、金

孝南訓母様の失脚に成功しました。

まさしく韓お母様を中心として、お金と権力の奪い合いがなされてきたのです。

ではその辺の権力闘争の路程を辿ってみることにしてみます。

　①奸臣の乱

真のお父様ご在世当時、韓国の月刊誌『新東亜』に、統一教会『王子の

反乱』という特集が組まれたことがあります。3 男である文顯進様が、統一

教会で反乱を起こし、教会の分裂状態を引き起こしているという記事です。

しかし紀元節を過ぎ、文亨進様、文國進様も統一教会を出て、金孝律氏

が全ての実権を掌握した現状を見ると、『王子の乱』ではなく、奸臣、金孝

律氏による乱であったという記事が、『韓国「時事フォーカス」2013 年 3 月

11 日』に出ました。

韓国の一般雑誌の記者による取材でもわかるように、真のお父様の聖和

後の 2013 年 1 月 7 日、教会は韓お母様の絶対体制となると同時に、韓

お母様の直属に金孝律氏が立ち、その下にすべての機関が来るような、

金孝律氏絶対体制となりました。

※資料（一）4-1 　【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『緊急ニュース－文国進理事長の解任が決定！！』

韓国「時事フォーカス」2013 年 3 月 11 日

3 男側は現在の文総裁家庭の騒動の主犯が金孝律だと強く指定している。 彼がわざわざ 3 男側に資

金圧迫を加えて、これに対する法的訴訟をお母さんに対する非人間的行為的訴訟だと批判して 3 男

側を教団内で除去する行為を主導したといわれている。

結局これらのことは、 金孝律は 3 男だけでなく、文総裁以後 4 男、7 男まで除去しているわけだ。 文総

裁の子供が皆功績である地位から退くことになることによって金孝律は最も大きい恩恵を受ける立場に

置かれることになったのだ。

表面では後継争いがお母さんと子供の葛藤と見られるが、

単純なものではないと見られる。 金孝律を中心ある教団の

実力者がどんな立場かがこの戦いの本質ではないのか考

えられる。

【主要メンバー】

（写真の中心）金孝律キム・ヒョユル　(全南チャンフン)世界

平和統一家庭連合 宣教会 副理事長

（左上）ヤン・チャンシク　(全南ハンピョン)　韓国総会長

（上）ファン・ソンジョ (全南麗水) 鮮文大学総長

（右上）パク・ソングォン (全南木甫モッポ) 平和自動車 社長
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（左下）ソン・ヨンチョル (全南チョンウプ) 日本総会長

（下）アン・ホヨル (全南チャンフン) 統一教対外協力局長

（右下）キム・ソクビョン (全南チャンフン) 統一教歴史編集委員長

揺れ動く統一教後継ぎ構図後継者で指定された文亨進米国総会長 5ヶ月ぶりに電撃解任

実力者に浮び上がる金孝律グループと金孝南人脈が教団を掌握
http://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=64700

※資料（一）4-2  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『鶴の心模様（４）－誰を信用していいのかわからないのよぉ！ 』

①その典型は、文家の元執事長、金孝律氏の人事にみることができる。

数年前、韓鶴子氏は「金孝律は全ての制度の上にいます」「私と金孝律がこれからの中心となります」と

宣言し、教会関係者を驚かせた。しかし、その後干してしまった。が、また昨年 10 月 27 日の世界指導

者会議でカムバックさせた。

　②金孝南訓母様に韓お母様が屈す

しかしその頃、清平の経済は教会とは独立しており、清平へ

の解怨献金は、教会で主管することはできませんでした。そ

のため清平の経済問題は不透明となり、金孝南訓母様の独

断で献金が使われており、教会ではその実態を把握できま

せんでした。清平での不明朗な会計処理を正そうと、初めは

文國進様が、そして真のお父様の聖和の後には金孝律氏

が金孝南訓母様のところに出向き、監査報告することを求め

ましたが、答えは当然ノーでした。

このあと韓お母様が直々に金孝南訓母様にこう指示しました。

「あなたはお金のことから手を引き、役事（先祖解怨）だけをやってください」

ところが金孝南訓母様はこう宣言したといいます。

「役事を含めすべてから下ります」

この発言に仰天した韓お母様は、後日、涙を浮かべ、この前の話はなかったことに、と金孝南訓母様

のご機嫌を取ったといいます。

この結果金孝南訓母様は、韓お母様を後ろ盾とした絶対的権力を持つことに成功し、それまで絶対的

権力を手にしていた金孝律氏は、病気を理由に表舞台から消え去ってしまいました。

※資料（一）4-3  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『２００億円が清平から消えた！統一のシャーマンに暗雲が・・・ 』

王妃様とシャーマンと有力重臣との関係

清平で不明朗な会計処理が行なわれているという噂は、数か月前から流れていた。

不明朗な会計に気がついたのは、文鮮明氏が亡くなってから、韓鶴子氏が重用した金孝律氏であっ

た。

金氏（当時、宣教財団副理事長）はシャーマン・金孝南女史のところに出向き、監査報告することを求

めた。
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答えは当然ノーであった。文鮮明夫妻の王子、国進氏が求めてもノーだったのだから。

この流れから考えれば、金孝律単独行動ではなかった。

実際、このあと王妃様が直々にシャーマンにこう指示した。

「あなたはお金のことから手を引き、役事（先祖解怨）だけをやってください」

ところがである。金孝南女史はこう宣言したという。

「役事を含めすべてから下ります」

この発言に仰天した韓鶴子氏は、後日、涙を浮

かべ、この前の話はなかったことに、とシャーマン

のご機嫌を取ったという。

金孝律が退場し金孝南が権力を掌握

私は、王妃がシャーマンのご機嫌を取った瞬間

が、金孝南女史が権力の一角を掌握したとき

だったと判断している。

今年に入ってから、宣教財団理事の人事が唐突

に発表された。

すなわち、宣教財団の理事長が韓鶴子氏から石ジュンホ氏に、副理事長が金孝律氏から金萬晧（マン

ホ）に変わった。金孝律氏は宣教財団事務総長の職も解かれた。

文鮮明氏が亡くなってから、韓鶴子氏は「これからは私と金孝律氏が教会の中心です」と宣言していた

だけに、金氏の更迭は晴天の霹靂だった。理由が一切示されなかったから、四万憶測情報が飛び

交ったが、金孝律氏がシャーマングループの財務に手をつけようとしたからだと考えると、納得できよう。

　③清平不正献金問題

そうやって韓お母様の絶対的信任を受けた金孝南訓母様でしたが、後に清平の不正献金問題が持ち

上がり、金孝南訓母様は、全て真のお父様の指示によるものであり、自分には責任はないと言って逃

げ出したと言います。

横領疑惑の中心に清心教会が登場します。この教会で数百億ウォンから多くは数千億ウォンの資金を

清心グループの系列会社への貸し出したというものであります。

具体的な貸し出しの内訳は、(株)振興レジャーパインリズに 1885 億ウォン、(株)フンイルに 540 億ウォ

ン、(株)清心に 88 億ウォンなど合わせると、2500 億ウォンを超えます。

※資料（一）4-3  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『２００億円が清平から消えた！統一のシャーマンに暗雲が・・・ 』

清平の腐敗

事件の詳細は不明だが要するに、日本食口の献金が統一教会のシャーマングループ（金孝南女史と

夫の金ジェボン。夫妻の子どもたち、及び側近たち）に貸し付けられ、約 200 億円が不明になっている

－ということだ。

この推測は正しいと思う。なぜなら、清平の腐敗ぶりはこれまでも報告されているからだ。

2013 年 2 月に書いた記事「清平が裸にされた・・・横領は 270 億円！」 を読んでもらいたい。

この報告は、献金ではなく、先祖解怨料金の使い道をメインとしたもの。今回の一連の記事のテーマは

200 億円の献金の行方である。
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昨年の報告書はすべて事実である。その根拠を以下に。

実は、「清平が裸にされた・・・横領は 270 億円！」 に本部からクレームがついたことがあった。

その箇所は、文鮮明氏の御言葉である。（中見出し「訓母ニム夫妻を巡る疑惑」のすぐ下のところ）

（引用はじめ）

以下は、真のお父様の御言葉です。

私は、あなた方は訓母ニムの言葉を聞くべきでないと言っているのです。

訓母ニムは、私と相談せずに行動します。

もし私が、訓母ニムが行うように、神と相談せずに、好きなように行動すれば、天と地はどこに行くで

しょうか。

水はどこに行きますか。それは、逆に天の雲の領域に上って行くというのです。

– 文鮮明先生御言葉選集 612　P200.-
（引用終わり）

金孝南女史が文鮮明氏に相談することなく、勝手に行動している－という“神”からの批判である。

クレームの内容は「御言葉には、このような内容の言葉はない。この部分を削除せよ」というものであっ

た。削除要求は執拗に行なわれた。

詳細は省くが、韓国語版などを調べてもらったりした結果、御言葉は存在した。そのことを伝えると、削

除要求はなくなった。

報告書のメインは、金孝南一家の目を覆うばかりの腐敗ぶりの暴露であった。そこには一切の抗議する

ことなく、御言葉の有無だけ。結果として、腐敗ぶりは事実ということである。

なお、この報告書を意識してのことだろうが、清平の広報部は「公金は一円も私的なことに使っていな

い」とアナウンスした。

※資料（一）4-4  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『カウントダウンが始まった「統一教会終焉の日」－新東亜３月号全文』

新東亜 3 月号 （2015 年 2 月 23 日）

統一教会関連会社「疑問の資金取引」機密文書

清心(チョンシム)グループ巨額の貸し出しミステリー

●清心教会が 2500 億ｳｵﾝ貸した 3 社の資本は蚕食(さんしょく)状態
●日本の資金 7000万ドル、香港→セイシェル→米国口座移動

横領疑惑の中心に清心教会が登場する。

この教会で数百億ウォンから多くは数千億ウォンの資金を清心グループの系列会社への貸し出したと

いうものである。

具体的な貸し出しの内訳は、(株)振興レジャーパインリズに 1885 億ウォン、(株)フンイルに 540 億ウォ

ン、(株)清心に 88 億ウォンなど合わせると、2500 億ウォンを超える。金融監督院電子公示(DART)に公
開されたこれらの企業の監査報告書でもこのような事実は確認されている。

統一教会の日本教会の献金と推定される資金が、2013 年 5 月から 12 月の間に日本のシティバンク口

座からタックス ヘイヴンである香港とセイシェルを経て、アメリカ、JP モルガンの口座に移動したことが

分かった。

資金規模は 3回に渡ってすべての 7000万ドル、韓国のお金にすると 770 億ウォンに達する巨額であ

33

http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-557.html#more


る。しかし、このプロセスに統一教財団の高官である金、趙、文氏など 3 人が深く介入したことが示され

ている。

送金先のアメリカの口座は、ピーター金（金孝律）、チョ・グァンス、ムン・ジュノ（ジュンホだが、ハングル

で続けて読むと発音がジュノになる）が管理していることが判明した。

※資料（一）4-5  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『  14      名の韓日食口が清平を集団直訴！検察の判断は      6      月にも。』

金孝南一家の 3,000 億ウォン（300 億円）台の背任・横領事件に対して、韓日の食口 14名が集団告訴

をした。その結論が 6 月に出るのである。

この 14名の食口の直訴を、清平に揺さぶりをかけたい金孝律グループも利用し、清平を攻撃している

みたいである。

※資料（一）4-6  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『清平が裸にされた・・・横領は      270      億円！ 』

1. 訓母ニム夫妻を巡る疑惑

『私は、あなた方は訓母ニムの言葉を聞くべきでないと言っているのです。

訓母ニムは、私と相談せずに行動します。

もし私が、訓母ニムが行うように、神と相談せずに、好きなように行動すれ

ば、天と地はどこに行くでしょうか。

水はどこに行きますか。それは、逆に天の雲の領域に上って行くというのです。』

– 文鮮明先生御言葉選集 612　P200.-

2.訓母ニムの富の規模と蓄積の過程

訓母ニムは重要な行事で毎回、最も大きな根本的罪が堕落の行為で、2番目に大きい罪が公金の横

領です、と語っています。

彼女が多くの機会に、公的資金を横領する罪を特に強調したことはよく知られています。

A. 訓母ニムの邸宅:ソウルの最も豪華な地域の中心にある“喜慶宮殿の朝”という愛称で呼ばれている

邸宅

訓母ニム夫妻は、ソウル鍾路区　71 号ナエス洞にある、大統領官邸が一望できる贅沢な豪華なマン

ションに住んでいます。

それは、52 坪（1,850 平方フィート)のマンションで、13 億ウォン以上(120万USドル＊1 億 800万円）の

市場価値があります。

B. 江原道で最高の、韓国内でもトップ 10 に入るゴルフ場:“パインリッジ・ゴルフ場”

パインリッジ・リゾートと、27ホールのゴルフコースを誇るゴルフクラブは、朝鮮半島の東部海岸上の束

草市の近くの江原道に位置します。

その市場価値は、約 2000 億ウォン(1 億 9000万USドル　＊171 億円)で、所有者は、訓母ニム夫妻

（金孝南と金ジェボン）です。

C. 江原道平昌郡の鹿牧場と付属施設
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江原道の平昌郡にある、40万坪（14,233,200 平方フィートまたは 324 エーカー）規模の Cheonsung 
Aewon と呼ばれる鹿農場複合体も、金孝南と金ジェボンが所有しています。この土地と設備の市場価

値は、500 億ウォン（4600万USドル　＊41 億 4000万円)と見積もられます。

D. 仁川市の幼稚園の建物

幼稚園の施設として使用され、かなりの家賃所得を生む仁川市の建物も、訓母ニム夫妻によって所有

されています。

主要都市の建物が生む収入は、100 億ウォン台（約 1千万ドル　＊9 億円）と評価されます。

E. 梨泰院、江南（カンナム）と一山（イルサン）の豪華レストランと高級ブランド店

ソウルの江南、狎鴎亭洞の街路樹通りにある、エルボンと呼ばれる高級ブランド店と超高級レストランが

入っている何千万ドルの価値の建物は、清心ワールドおよび清心アカデミー(中学と高校)によって所

有されています。それらは訓母ニムの息子、漢ヒョンスニムが管理する会社です。このレストランには、

あと二か所、梨泰院と一山（イルサン）に大きな支店があり、それらも息子が所有、経営しています。

これまでに示された資産だけ合わせても、3000 億ウォン以上（約 3 億 USドル＊270 億円）に達します。

3.基元節に向けての特別報告: 訓母ニムの子どもたちの逸脱した行動

訓母ニムは、清平修練苑でこのように語りました。統一教会で最も大きな根本の罪は堕落行為です。ま

た、この罪の赦しはありません。

1) 金（韓）ヒョンス （訓母ニムの長男）

韓ヒョンスは、韓お母様の実父である韓承運氏の養子として入籍をしているため、戸籍上、韓お母様の

弟です。

彼は、実際には、清心グループ全体の副会長か社長のレベルにおり、法定推定相続人です。

彼は婚姻中に多くの浮気の関係を持ったようです。芸能有名人からはじまって職場の女性社員に至る

まで、かなり広範囲に及ぶことが知られています。

a) 最初の妻に対する物理的な暴力

韓ヒョンス局長の最初の妻は、夫の浮気と家庭内暴力に苦しんでいたとしても、祝福を壊したくありませ

んでしたが、訓母ニムが出てきて力づくで彼女を離婚させました。

b) 二番目の妻との離婚

韓ヒョンス局長の二番目の妻は、真の母によってマッチングされ、再祝福が行われました。

彼女は鮮文大学純潔学部の卒業生でしたが、義理の母、金孝南・訓母ニムの手による虐待は、相当

厳しかっと言われています。結局これほど多くの虐待と残酷な行為を受けて苦しんだ後、 彼女は離婚

しました。

c) 彼の会社、清心の従業員だった祝福二世を誘惑？

韓ヒョンス局長は、シルジャン(部局長）として清心ワールドで全権を有しており、美しく愛らしい印象の、

よい大学を卒業したと言われている若い二世の女性新入社員を食い物にしました。

2) 二男、金ヒョンジュン

a) 有名女優との、美しく、激しい何か

放送番組プロデューサーとして働く二男は、*B*放送社出身の有名なテレビ女優（J さん）と恋愛関係
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にあったと言われています。彼は彼女を妊娠させ、それがスキャンダルになりそうになった時、彼女が

秘かに中絶をして事態を秘密にしておくことに同意するように、彼女に巨額の和解金とスポーツカーそ

の他を与えました。

b) スチュワーデスとの楽しい関係

金ヒョンジュンは、スチュワーデスとの美しく幸せな関係を持っていたと言います。

外国に留学していた時、彼は、この女性に求愛して結婚をちらつかせて付き合っていましたが、結局

彼女を捨てました。

3) 三番目の子ども、娘　金ファヨウン

彼女は祝福二世ですが、まだ若い時で祝福結婚の前、ボーイフレンドとの関係が度を越していただけ

でなく、妊娠までし、中絶手術を受けなければならなくなり、母親（訓母二ム）に多くの苦悩をもたらした

と噂されています。

妊娠中絶も一度ではないという多くの噂が飛びまわっています。

つい先ごろ、彼らはこの娘のために盛大な結婚式を執り行いました。結婚相手は一般人。祝福結婚で

はありません。

ファヨウン・ニムは、ブランド品が大好きで、ブランド娘として知られています。

　④清平、家庭連合の主管となる

2015 年 9 月 20 日、金孝南訓母様は清平から追放され、清平の

経済も、家庭連合の経済に統合されることになりました。そのた

め今では、家庭連合の摂理は、清平を中心に、献金を集めると

いう体制になりました。同時に表舞台から退いていた金孝律氏が、

再び表舞台に復帰したのもこの時期でした。

※資料（一）4-7　2015 年 9 月 20
　訓母 （テモニム）清平を去る。「金孝南、天一国最高委員を解님
任する。」　

2015 年 9 月 20 日清平修練苑オリエンテーションの時間

「今後、清平は真のお母様の主管となり清平も変わっていきます。

長い間ご苦労された大母様に拍手しましょう。」

という案内で終わる非常にあっさりした発表があった。

「今まで修練会のときに行われていたテモニム（フンモニム）との相談は今日で最後、今後手紙での相

談も受け付けません。４０修・妊婦４０修のときの大母様の相談もなくなりました。」

という説明も付加された。

そして以下の公文がやっと公表された。

金孝南：天一国最高委員を解任する。

Date: 天暦 3 年 8 月 2 日（2015 年 9 月 14 日）　　

Re: 天一国最高委員会における人事任命
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真の父母様は、天暦 3 年 7 月 24 日（2015.09.06）、

天一国最高委員会において人事任命を下されました。

１）任命

金孝律：天一国最高委員に任命する。　日付：天暦 3 年 7 月 24 日（2015.09.06）

２）解任

金孝南：天一国最高委員を解任する。　日付：天暦 3 年 7 月 24 日（2015.09.06）

※資料（一）4-2  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『鶴の心模様（４）－誰を信用していいのかわからないのよぉ！ 』

一時期は、韓鶴子氏の提言を金孝南氏が無視することもあったが、最終的に金孝南氏が屈伏し、韓鶴

子氏が勝利したわけだ。この変化の背景には、金孝律氏の清平攻撃があったと思われる。

ともあれ、独生女は全権を掌握したのである。

　⑤教会幹部たちの腐敗

摂理献金の路程の際、いつも疑問に思っていたことがあります。それは、教会長をはじめとして、教会

の教職者の人たちは、何故いつも献金路程に勝利できるのだろうかということでした。

それがいつだったかある姉妹に、その辺のからくりを聞いたことがあります。それは教会長たちは、教会

で集めた献金のうち、ある種の献金の一部を、自分たちの献金にカウントしてもいいというルールがあ

るという話でした。

献金とは、自分の体を使い、汗と涙を流しながら稼いだ精誠を捧げるからこそ、天に功績として積まれ

るものです。それが他人が捧げた精誠を、自分のものとして天に捧げたとしたらば、それは精誠ではな

く、ただの公金横領であり、功績どころか罪にしかならないでしょう。

牧会者としてのキャリアを積んだ韓国人幹部たちの多くは、結構な資産を持っている人が多いとも聞き

ます。お父様の自叙伝の出版によって、膨大な中間マージン

を受け取っている幹部がいるという話も聞きます。天福函の箱

のグレードを下げることにより、大きな利益を得ている幹部がい

るという話もあります。霊苑に入るための費用を、自分の教会

員たちには 10万円多く請求させ、その 10万円を自分の懐に

入れている教会長がいるという話もあります。こんな逸話をあげ

たらきりがないくらいいろいろな話が聞こえてくるのですが、そ

の多くが韓国人牧会者たちの噂です。

ロシアで宣教活動を長年続けていた原理講師の方に、生活費を仕送りしたいと話したことがあります。

当時ロシアでは、日本円にして 1万円もあれば家族が 1ヵ月間生活することができると聞いたからでし

た。その方は 777 の日本人先輩家庭で、ロシアで苦しい生活をしながらも、体を壊しながらも御旨のた

めに必死で頑張っているという話を聞いていました。しかしその方はお礼を言いながら、「それなら是非

ロシア宣教部に送ってほしい」と言って、自分では決して受け取ろうとはしませんでした。

また先日、サンクチュアリ教会の教会長に、献金の使い方について話を聞いたら、自分たち家庭の生

活費は、夫婦共働きで働いているので、そのお給料でまかなっているということでした。アメリカのサン
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クチュアリ教会本部は、献金の十分の一だけ送ってくれるだけでいい。それ以上は送る必要がないと

言われている。だから食口たちからの献金は使い道がないので貯まる一方だと言って笑っていました。

その教会長は 1 日 10 時間働き、自分の時間もほとんど亨進様のみ言の翻訳に費やしているので、寝

る時間もないと言っていました。

日本で苦労しながら必死で献金を捧げている多くの食口たちは、このような感覚だと思います。いくら

厳しい生活をしていても、必死で働き、必死で捧げられた献金だから、自分のためには使えない。

もしいい加減な使い方をしたら、霊的に引っかかってしまうとわかっているからです。

それが牧会などやっていると、先輩たちの献金の使い方を見て、いつの間にか感覚が麻痺してしまうと

いうのが実際なのではないでしょうか？自分で一般社会で働いた経験もないため、1ヶ月 10万円稼ぐ
ということが、どれほど大変なことなのかもわからずに、完全に金銭感覚が麻痺してしまっているのです。

韓国人幹部、牧会者たちの意識の根底には、サタン国家だった日本、主の国韓国を迫害し、再臨主を

最初に獄につけ、拷問を加えた罪深い日本人からは、いくらむしり取ったとしても問題はない。日本人

は誰よりも犠牲の道を行くのは当然のことだ。そして自分たちは再臨主を迎えた、神に選ばれた選民で

あり、歴史を通し日本から迫害を受け続けた民族だから、日本人たちの献金も自分たちのために使う

のも当然のことだということで、全てを正当化しているように思えます。

文亨進様のみ言にも、

「私たちは教会内に発生した韓国のマフィアのような

組織と戦っています。彼らはお金と権力に支配されて

います。2005年に国進兄さんが韓国のビジネスから

腐敗を一掃しようとしました。その時韓国のビジネスは

マフィアのような組織になっていて、日本教会から毎

年約100億円のお金を吸い取っていました。国進兄さ

んはこれを是正するために大きな戦いをしました。国

進兄さんは、日本からお金を吸い取って分配するシス

テムを破壊しようとしました。多くの人は彼を憎みまし

た。

韓国の幹部たちは傲慢で、自分たちが崇拝されることを願っていました。

彼らは十分の一献金をしていると言いました。しかし、彼らはそれをしていませんでした。彼らは十分

の一献金をしているというお金を使って、健康保険を買っていたのです。彼らは韓国の教会長であっ

た私にうそをついていたのです。彼らはこのような完全に腐敗した嘘つきの文化を築いていたのです。

彼らは特権階級のようになり、100年前日本は韓国にひどいことをしたと言って、日本のメンバーから

搾取していました。」（2016.2.14 文亨進様）

「当初韓国に居た頃、牧会者達は皆十分の一献金と言いながら食口達は皆十分の一献金をしなけれ

ばならないのに牧会者達は皆十分の一献金と言いながら見てみると十分の一献金ではありませんで

した。完全に詐欺師達だ。自分の保険に 10％の給料を払いながらそれが十分の一献金と言っている。

そして食口達に十分の一献金はしなければならないと言って。食口達も保険料は払わなければなら

ない。自動車保険も払い、家の保険も払い生命保険も払わなければなりません。全部払いながら十

分の一献金もして。 詐欺師のような奴。」（2015.5.12 文亨進様）

文亨進様が世界会長時代に、実際に体験した韓国人幹部たちとの葛藤を、このように赤裸々に証しさ

れています。

しかし人々を指導する人であればあるほど原点に帰り、万物主管を徹底しなければいけませんし、本

来は徹底できる人しか牧会者になってはいけないのではないでしょうか？ここではネット上に上げられ

ている韓国人幹部たちの罪状を、いくつかピックアップして紹介したいと思います。
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※資料（一）4-8　12016 年 2 月 14 日　文亨進様説教

　PA      サンクチュアリ教会礼拝

私たちは教会内に発生した韓国のマフィアのような組織と戦っています。彼らはお金と権力に支配され

ています。2005 年に国進兄さんが韓国に呼ばれて、韓国のビジネスから腐敗を一掃しようとしました。

その時韓国のビジネスはマフィアのような組織になっていて、日本教会から毎年約 100 億円のお金を

吸い取っていました。ビジネスは利益をもたらすものです。それは誰かからお金を吸い取るためのもの

ではありません。国進兄さんはこれを是正するために大きな戦いをしました。国進兄さんは、日本から

お金を吸い取って分配するシステムを破壊しようとしました。多くの人は彼を憎みました。

お父様は組織を作っていたのではありません。お父様は神様の摂理を進めておられたのです。しかし、

韓国の幹部たちは傲慢で、自分たちが崇拝されることを願っていました。私たちは彼らに対して戦いを

挑まなければなりませんでした。

彼らは十分の一献金をしていると言いました。しかし、彼らはそれをしていませんでした。彼らは十分の

一献金をしているというお金を使って、健康保険を買っていたのです。彼らは韓国の教会長であった

私にうそをついていたのです。彼らはこのような完全に腐敗した嘘つきの文化を築いていたのです。彼

らは特権階級のようになり、100 年前日本は韓国にひどいことをしたと言って、日本のメンバーから搾取

していました。

家庭連合の裏切りによって審判の時は来ます。これは神様があなたたちを愛してないから起こるので

はなく、あなたたちが神様から離れてしまったから起こるのです。

　　ⓐ金孝南訓母様の不正蓄財

告発された金孝南訓母様の不正蓄財をまとめると

★ 金孝南訓母様の邸宅:ソウル鍾路区にある、大統領官邸が一望できる贅沢な豪華なマンション“喜

慶宮殿の朝”。52 坪（1,850 平方フィート）のマンションで、13 億ウォン以上（120万USドル＊1 億 800
万円）の市場価値。

★ 韓国内でもトップ 10 に入るパインリッジ・リゾートと、27
ホールのゴルフコースを誇る“パインリッジ・ゴルフ場”市場

価値は、約 2000 億ウォン（1 億 9000万USドル＊171 億

円）で、所有者は、訓母ニム夫妻（金孝南と金在奉）です。

★ 江原道平昌郡の Cheonsung Aewon と呼ばれる鹿牧場と

付属施設、40万坪（14,233,200 平方フィートまたは 324 エーカー）訓母ニム夫妻所有の土地と設備の

市場価値は、500 億ウォン（4600万USドル　＊41 億 4000万円)と見積もられます。

★ 仁川市の幼稚園の建物も、訓母ニム夫妻によって所有されています。

主要都市の建物が生む収入は、100 億ウォン台（約 1千万ドル　＊9 億円）と評価されます。

★ 梨泰院、江南、一山にある超高級豪華レストラン、エルボンと高級ブランド店は、金孝南訓母様の

息子が所有、経営。ソウルの江南、狎鴎亭洞の街路樹通りにある、エルボンと高級ブランド店が入って

いる何千万ドルの価値の建物の所有は、金孝南訓母様の息子、漢ヒョンス氏が管理する清心ワールド

および清心アカデミー（中学と高校）にあります。

これまでに示された資産だけ合わせても 3000 億ウォン以上（約 3 億 USドル＊270 億円）に達します。
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※資料（一）4-6  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

  　『清平が裸にされた・・・横領は      270      億円！ 』

※資料（一）4-9  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『清平に異変が起きている！ 』

「彼は 2400 億ウォンを外国へ吸い上げて、何年も同棲しているゴルフクラブの若いキャディーと逃走中

です」

※資料（一）4-10　2015 年 9 月 13 日　文亨進様説教

　『バビロンの謎』

（金孝南さんの写真を見ながら）

金孝南さんは隠されたリーダーの１人です。彼女は人々を操り、完全に人々から搾取していました。今、

彼女の権力はなくなったにもかかわらず、人々に高額献金を要求し、霊界に家を買いましょうとか免罪

符と同じようなことをしています。それは完全に異端です。

　　ⓑ金孝律（ピーターキム）　特別補佐官

韓お母様に取り入り、真のお父様への不信を誘発した天使長たちの中心人

物。文顯進様、郭錠煥先生の追い出し、ヨイド訴訟問題でも中心的な役割

を果たしました。

真のお父様の聖和後、絶対的権力を手中にし、雑誌にも『奸臣の乱』として、

取り上げられました。一時は癌を患い第一線から身を引きましたが、金孝南

訓母様の失脚にともない要職に返り咲きました。

※資料（一）4-10　2015 年 9 月 13 日　文亨進様説教

　『バビロンの謎』

（ピーター金の写真を見せながら）

お父様のそばに仕えていた全ての人は、お金を得る為に彼に仕えました。しかし、彼はもういなくなりま

した。

　　ⓒ梁昌植　前北米大陸会長。前韓国協会長

「彼は毎月 5000万ウオンをもらい、5 箇所からおのおの 1 億ウオンを超える

額をもらっていました。」（2015.1.18 文亨進様）

文家３男の顯進氏を教会から追放するために画策した人物。

※資料（一）3-14　2015 年 1 月 18 日　 文亨進様説教

　『沈黙を破って』

『私達を引き込む為に、買収を試みた中心的な指導者達が文書まで持って現われました。
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「我々の側に加われ。どっちにしろ、あなたの世界になります。あなたが後継者ですから。後継者の権

利とこの王国はあなたのものですよ。」「とにかくいったん私達の仲間になれ。お母様が霊界に行けば、

あなたが好きなように変更すればよい。」これが私が彼らからもらった助言でした。このような言葉が教

会の指導者から出てきたのです。』

『私が世界会長の立場にある時です。お父様がある指導者をお呼びになりました。そして、その人の給

与に関して深刻な内容を話し合いました。

その方は、5 箇所からおのおの 1 億ウオンを超える額をもらっていました。この方は公職者として、謙遜

に美徳をつまなければならないのにも関わらず、食口達の前で自分が何歳の頃から公職を始めたの

かを高らかに自慢しています。

私は彼に、そんなに多くのお金をもらってはならないと伝えました。その方は毎月 5000万ウオンをも

らっていますが、「私は世界会長として一年間働いてもその額に達することはない」と伝えました。（その

方はその時韓国の協会長でした）』

『私達が公的な立場にあるときに、教会おける会計の透明性の重要性を強調し、指導者達の資産の公

開を要請したのです。

そして、お金を握っている権力層にそのような指摘を行うと、彼らから糾弾を受けるようになります。彼ら

から憎まれるのです。

彼らは団結して国進お兄さんを追い出そうと試みました。国進お兄さんは、教会に初めて透明性をもた

らそうとした人であるからです。教会歴史上はじめて、各々の機関がそれ自体にたいして経済的責任を

持つようにしました。支援を受けた資金を、会社の収入だと錯覚しないようにしたのです。

彼は機関の指導者達に、本当の意味の透明性をもたらそうとしたのです。公金横領をするならば、そ

れ以上お金を与えてはならないようにしました。そのために、国進お兄さんにたくさんの敵が出来まし

た。』

※資料（一）4-11  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　天宙マヌケ手紙大賞は「ヤン・チャンシクの手紙」に決定！ 

（2）ヤン・チャンシク（梁昌植）氏は、前北米大陸会長。前韓国協会長。亨進世界会長から「５つの会社

から給料をもらっている」守銭奴と暴露され、解任命令を下された御仁である。

（3）また彼は、文家 3 男の顯進氏を教会から追放するために画策した人物である。

　　ⓓ宋榮渉　前日本総会長

前日本総会長の宋榮渉会長も日本の総会長であった期間、各地方に講演で

行ったたびごとに、足代と称して 1回 30～50万円の提供を受けていたと言い

ます。そうしてソウルに、3軒のビルを所有するようになったとも言います。

（事実確認はできていません）

※資料（一）4-12  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　韓国人幹部は半島に帰れ！（１）ワルの巻

前総会長の宋榮渉（ソン・ヨンスブ）もワルの横綱格だった。

（宋スピーチの引用はじめ）
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統一教会員ではない宗教家が、いくら祈っても、災難を避けることはできない。今回の地震のとき、私

はこう祈った。

「神様、これ以上津波を起こさないでください。東京が壊滅したら、母の国の使命が果たせません。東

北地方だけで終わりにしてください」

神様から「分かった」と返事があった。だから母の国は守られたのだ。

神戸の震災でも、神戸教会は潰れず、目の前のお寺は潰れて住職が死んだ。 その住職は統一教会

に反対していた者。拉致監禁首謀者も、統一教会に反対するマスコミや弁護士も、これからはみな神

様に処分されてしまう。

（引用終わり）

震災で亡くなった方への哀悼の言葉はゼロ。発言の意図は、＜献金すれば災難から逃れることができ

る。だから、韓鶴子氏の圓母財団（ラスベガス）に献金（目標は 300 億円。１世帯あたり 120万円）せよ

＞だ。

その献金の中から中抜きして、韓国から一族を呼び寄せ、大名旅行を楽しむ。

「篤志家ラインから上がった献金を教会の会計に渡さず、教区長個人が勝手に使っていたとして、会

計含む数名から本部に報告（告発）がいったようです」

「また、佐賀の篤志家から献金してもらった 3500万円を食口たちに利息（10％）をつけて貸し出そうとし

た疑惑も持ち上がっています。本部がこのことを質問しても、本当のことを言わないという」

　　ⓔ郭錠煥元会長

『その次には公的資金！ 国家財産の略取！ 罪です。公金。（お金が）先

生のポケット（懐）にあればどんな方法を使ってでも、抜きとって使おうとす

るのは、公金略取！ 全部これは犯罪なのです。

予算を申請するとき、ここにいる郭錠煥も「いくら使います」というときには

何パーセントは自分の必要なものを添付して申請します。自分の必要なも

のを添付するのです。私は知っているのです。郭錠煥！（「はい」）そんなこ

とをしなかったか、したか？（「しました」）しなかったか、したか？ それは公金略取です。ぴったり残り

が合うように報告して、これは私が使いますといえばいいですが、だまってそのまま（私的に）使えば

問題が起きるのです。引っかかるのです。（公金横領する者が）行く道は茨の道、鉄条網が張られる

のです。分かりましたか？』（真のお父様（神様王権即位式のみ言葉　2001 年 1 月 13 日）

『80 年代、アフリカのある国では、材木を伐採して販売する計画が、海外宣教師からもたらされ、輸送

する道路がないことが、後で判って、それを作ったが、売り先、材木の管理が、できず、結局、30 億円

以上の浪費をしたことがあった。この計画の責任者は、文師の親戚となっている郭氏だ。郭氏は、1999
年の春に、香港のファンドで、献金を運用しようとして、失敗 120 億円を浪費しています。』

　　ⓕその他の韓国人幹部たちの蓄財

・歴代日本総会長の不正蓄財。

・天福函の材質低下による不正蓄財

・職権を乱用し、リベートの高い出版社に自叙伝出版を依頼。

・聖和式、霊苑申込時に、自分の教会員たちからリベートを取る教会長。

・篤志家ラインから上がった献金を、教会の会計に渡さず勝手に使う教会長。
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※資料（一）4-10　2015 年 9 月 13 日　文亨進様説教

　『バビロンの謎』

（天正宮の写真、ワールドセンターの写真を見せながら）

商人たちは彼女によって富を得た。これを見てください。何百億円もする建物の数々です。たしかワー

ルドセンターは 600 億円、天正宮は 400 億円、天正宮が 400 億ということは私は確かに知っています。

ワールドセンターはそれ以上でしょう。それは何百億円以上のお金です。

（韓国のリーダー達の写真を見せながら）

この人たちは商人たちです。この中の何人かは自分のビジネスを持っています。それらはお母様から

お金を盗んで築きました。お母様を金づるにしたのです。

（若い韓国のリーダー達の写真を見せながら）

これらは、人々から搾取するのをためらわない人たちです。そして贅沢なくらしのできる人たちです。サ

タンの文化の中にいる新しい世代の人たちです。

（ピースＴＶの社長キム・ソクビョンの写真を見せながら）

彼はもう１人の商人です。お母様を影で操っている人の中の１人です。この人の過去は皆が知ってい

ます。

（金マンホの写真を見せながら）

人々は簡単に、一時的なお金の為に魂を悪魔に売り渡します。ほんの一時的なお金の為にです。そ

れは本当に愚かなことです。

　⑥韓流時代劇のような権力闘争

このような流れを見ても、真のお父様の晩年期以降の家庭連合の歴史は、2 代目教主をめぐる権力闘

争の歴史であり、清平を中心とした日本からの献金と、既得権益をめぐる熾烈な戦いがなされていたと

見ることができます。

それはあたかも、韓流時代劇によくあるような、王様が亡くなった後、後継者を指名した王命を握りつぶ

し、息子に絶対権力が渡ることを阻止し、自らに権力を集中させようと画策する皇太后の姿を見るみた

いです。それは、自らの力だけでは心もとないため、時には力ある腹心の臣下の力を借り、または経済

力と政治力を持つ巫女の力を借りながら、絶対的権力を手に入れるために陰謀をめぐらす、皇太后の

姿そのものではないでしょうか？

　⑦統一教会は一般社会を映す鏡

統一教会で起こることは、一般世界にも反映し、同じような状況を生みすと言われます。

韓国の現職大統領朴槿恵は、2013 年 2 月 25 日に韓国史上初の女性大統領に就任しました。

朴槿恵大統領は人気取りのために、反日政策をとり、告げ口外交を展開していましたが、セウォル号沈

没事故以後、国民の信頼を失ってしまいまいました。

また経済政策の失敗により、韓国企業が軒並み経営不振に陥り、経済的危機に陥ることにより、日本

に歩み寄るようになり、慰安婦問題日韓合意を行いました。
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2016 年 11 月には、 新興宗教の教祖の娘、親友の崔順実容疑者への機密情報漏えい事件が発覚し

ました。崔順実容疑者とその側近たちは、大統領の権力を利用し蓄財に励んだことが、次々と明らかに

なってきています。その結果国民の不信は最高潮に達し、韓国歴史上初の大統領の退陣が決まりまし

た。

このような状況は、2012 年 9 月 3 日に、真のお父様が聖和され、絶対的

権力を手にした韓お母様の置かれた状況と酷似しています。

日本はサタン側のエバ国だったとして、日本人に自虐史観を教育し、日

本が天の摂理を支えなければいけないと言いながらも、まるで奴婢でも

扱うように日本人を虐げ、経済的搾取を繰り返してきた家庭連合。しかし

どんなに頑張っても、疲労困憊し、困窮した日本の食口たちには、今の

経済的ノルマを果たす余力はなく、教会の持つ歴史的価値の高い不動

産を手放すしかない状況に追い込まれてしまっています。

韓お母様が頼りにしていた金孝南訓母様は、清平の不正融資問題で失

脚し、韓お母様を食い物にしてきた幹部たちも、それぞれ問題を起こし

失脚してしまいました。その結果韓お母様を支える基盤自体が弱体化し、

朴槿恵政権同様いつ崩壊してもおかしくないような状況に追い込まれてしまっています。

5  、清平の疑問と金孝南訓母様

1991 年 12 月 25 日のソ連の崩壊によって、共産主義勢力の世界制覇の夢は終焉を迎えることとなりま

した。共産主義に引導を渡したのが、真のお父様の主導した勝共運動であり、その理論的支柱であっ

た勝共理論でした。

ソ連共産主義に対抗するため、1971 年 12 月 18 日に真のお父様はアメリカへと渡り、各地でキリスト教

復興運動を展開しながら、一方では科学者会議、言論人会議、宗教会議等各種会議を開催しました。

そして言論界においてはワシントンタイムズをはじめとした新聞の発行、雑誌、書籍の発行等を通じ、

当時左に偏っていた言論界の正常化のために尽力し、当時のアメリカ大統領レーガン大統領を支持し、

強いアメリカの実現に寄与しました。このような運動の結果、共産主義はまずは理論戦で敗退し、軍拡

競争でも劣勢に立ち、内部矛盾が限界を超え、自然崩壊へとつながりました。

1990 年代初期までは、日本統一教会はいわゆる霊感商法による経済活動で、世界的摂理を展開する

ための経済的下支えとなっていました。しかし 1990 年代に入ると、日本において霊感商法が社会的に

問題となり、大々的にマスコミでたたかれるようになり、統一教会の経済活動は転換期を迎えました。

その頃までの経済は、共産主義勢力から世界を守り、平和な世界、地上天国の建設のため、神の摂理

のために使われていました。しかし共産主義勢力の崩壊とともに、統一教会のそれまでの経済摂理も

崩壊し、どちらも新しい段階へと進んだのです。

このようにして 1990 年代中ごろから始まったのが清平を中心とした先祖解怨の摂理でした。韓お母様

のお母様である洪順愛大母様が再臨協助しているとして、金孝南訓母様が登場し、清平を中心として

先祖解怨が始まったのです。実際清平に行くと、聖霊に満たされ、多くの奇跡が起こり、大きな恩恵に

満たされたものです。

しかし冷静に考えれば、1990 年代初頭までは、共産主義勢力との戦いという、世界を神側に取り戻す

ための世界的摂理が展開されていましたが、それ以降は主に、自分の家の先祖の方々の解怨、祝福

という、きわめて個人的な動機で清平を中心とした摂理が展開していたのです。つまり本来統一運動と

いうのは、自分または教会を犠牲にしてでも、世界の平和のために生きなければいけないという実践を
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行ってきたにもかかわらず、清平摂理以降は、自分、または自分の先祖たちのために精誠を捧げると

いう、より個人的な動機の信仰になってしまったのです。

そこにサタンの侵入する余地が生まれてしまったのでしょう。

韓お母様にサタンが侵入した過程をここまで見てきましたが、その要所要所に金孝南訓母様が関わっ

ていたということがわかっています。

真のお父様の聖和後、韓お母様が真のお父様からの後継者として祝福の権能を相続されていないに

もかかわらず、祝福を授けることができたのは、2011年末～2012年 1月 18日頃に行われた、韓お母

様と神様（何らかの霊的存在）との祝福によるものと思われます。

この何らかの霊的存在との祝福は文亨進様によると、真のお

父様との離婚を意味すると同時にサタンとの結婚を意味します。

つまり今家庭連合で行われている祝福は、真のお父様の勝利

圏によるものではなく、韓お母様を通し、神様と名乗る何らか

の霊的存在、サタンによる祝福であると思われます。

そして韓お母様と、何らかの霊的存在との祝福を行った主礼こ

そが、金孝南訓母様でした。

また真のお父様が病床に付していた時、『孝進様、興進様、栄進様がここに霊的に来られ、お父様を

迎えたがっておられます』と語られ、真のお父様を安楽死させようとした人物も金孝南訓母様でした。

真のお父様を安楽死させ、その肉体までもサタンに引き渡そうとしていたのかもしれません。

今もまた家庭連合の聖酒式、4 大聖物の聖塩、聖土を通して、神の聖徒たちが亡くなった後も、その肉

体を神に渡さず、神様（何らかの霊的存在、サタン）が永遠に主管し続けるために、4 大聖物を食口た

ちに授けているのかも知れません。

旧統一教会、現家庭連合、そしてその中心人物であった韓お母様にサタンが入る過程をここまで見て

きましたが、そこで最も中心的働きをしていたのが清平であり、金孝南訓母様でした。

そんな清平、そして金孝南訓母様に関して、ここではもっと深く考察してみることにします。

　①清平の成り立ち

清平の成り立ちについて、その事情を知っている在韓の日本人食口の証言によると、幹部の方々の企

画から始まったものであることがわかりました。もちろん金孝南訓母様も、その企画によって生まれたカ

リスマだったということです。

『清平の役事は、もともと会議で決められて始まったものです。

1993 年に、お父様が「韓国は独立経済でやるように」とおっしゃり、運営に困った幹部の方々が私的な

会議を何度か持ちました。そのとき、会議には 36 家庭の方数名を中心に 7～8名が参加していました。

「なあ！清平で先祖解怨、やらないか！？日本人相手に。」

「あっ、それなら俺、ちょっと霊的な姉妹知ってる」

「でも、それ、ちょっと、食口を騙すことにならない？」

「大丈夫！韓国は奪われてきたから、盗んでも罪にならないって、御言あるし！」

その姉妹とは金孝南のことです。当時の地位は婦人部長より下で基台長クラスだったと思います。

更に私が目撃したのは、内輪もめしていた事です。全てがお芝居であると、清平役事スタートスタッフ

は全員、認識していたのです。』
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※資料（一）5-1  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　衝撃のスクープ   !!   清平役事の誕生秘話 

清平の役事は、もともと会議で決められて始まったものです。

1993 年に、お父様が「韓国は独立経済でやるように」とおっしゃり、運営に困った幹部の方々が私的な

会議を何度か持ちました。最初の会議は 1994 年の夏のことでした。

場所は、世界日報の社員食堂の入口右側の特別室です。

そのとき、私は食堂の清掃をしていました。会議には 36 家庭の方数名を中心に 7～8名が参加してい

ました。

「独立経済だって、どうする？」

「霊感商法騒ぎや 3万双（合同結婚式の報道合戦）で、日本の教会が打たれ、壺も全く売れないしな

あ」

「でも、一心石材さんは今まで儲かったじゃないの」

「水沢里（すいたくり）も、日本人がたくさん来て、大きくなったしなあ」（16万人女性研修時のこと）

「日本人って、いろいろなものを買っていくよね」（み言葉集とか写真集など）

「清平も、世界万邦の朝貢を受けるって、御言あるけどなぁ」

「なあ！清平で先祖解怨、やらないか！？日本人相手に。でも、もう興進様（ブラックフンジンのこと）、

使えないよね」

「興進様が使えなくても、まだ大母様（韓鶴子の母、洪順愛の霊のこと）もいるよ」

「あっ、それなら俺、ちょっと霊的な姉妹知ってる」

「でも、それ、ちょっと、食口を騙すことにならない？」

「大丈夫！韓国は奪われてきたから、盗んでも罪にならないって、御言あるし！」

「だけどさぁ・・・」

「やぁやぁ、俺たちは御言を成就させなきゃいけないじゃないか。あんな田舎の清平が、今のままでどう

やって世界万邦の朝貢を受ける、って言うんだ」

「・・・・・」

「じゃあ、その姉妹に連絡して・・・」

「まあ、何とかなるか。興進様のときみたいに失敗しても、まだ忠母様も恵進様もいるしなぁ」

その姉妹とは金孝南のことです。当時の地位は婦人部長より下で基台長クラスだったと思います。若い

頃は目立たない人でした。

役事を始めて 7 ケ月も経ってから、幹部がお父様に報告しています。

「お父様！お父様！大変すばらしいことが起きています。大母様が降りていらっしゃって、人々を教え、

癒していらっしゃいます」

お父様は、金孝南氏を呼び、霊界の実相について話すように指示されました。

金孝南氏が答えると、お父様は「言ってることは正しい」とおっしゃいました。

皆様、たとえどんなに小さき者でも原理を語れば、お父様は「おまえの言うことは正しい」とおっしゃるで

しょうし、サタンが原理で讒訴（ざんそ）すれば、「おまえの言うこうとは正しい」とおっしゃるでしょう。また、

霊界から興進様、大母様が人々に（食口ひとりひとりに）役事していらっしゃることも事実でしょう。

更に私が目撃したのは、内輪もめしていた事です。全てがお芝居であると、清平役事スタートスタッフ

は全員、認識していたのです。
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　②先祖解怨      210      代の疑問

私たちは、210 代の先祖解怨というと、2系統 210 代で 420 人くらいの解怨を想像しているのではない

でしょうか？そうでなければ 4系統 210 代、または 8系統 210 代ということで 4×210＝840 人、または

8×210＝1680 人くらいのご先祖様の解怨と考えているのではないかと思います。

しかし正解は違います。私を中心として数えると、私の両親は 2 人、祖

父母は 4 人、曽祖父は 8 人と、1 代遡るごとに 2倍の人数になります。

そこで同様の計算を続けると、

10 代　 512 人　　

20 代 52万人　　

30 代 5 億 3687万人　　

40 代 5497 億 5581万人　　

50 代 562兆 9499 億 5342万人　　

210 代どころか 50 代もさかのぼると、もう天文学的なご先祖様の人数になってしまい、それ以上計算し

ても意味を成しません。

1 代が大体 30 年とすると、30～40 代で 900 年～1200 年です。つまり 1 人の人が 210 代までの先祖解

怨をすると 6000 年前までのご先祖様まで解怨してしまうことになります。ということは、1 人の人が 210
代までの先祖解怨をすると、210 代どころか 30～40 代も遡ると、日本人と韓国人の先祖くらいは、全て

解怨が済んでしまう計算になります。つまり今から 1000 年以上昔の先祖たちは、日本人、韓国人くらい

は全て解怨されてしまうような計算になります。

ある調査によると、1000 年前の日本人の人口は 450～700万人くらいだそうです。

韓国人となると、400 年前で 150万人くらいだそうです。

このくらいの人口なら、全員私たちの先祖であったとしても不思議ではありません。

今家庭連合では、210 代までの解怨が終わった人は、次は 420 代の解怨をするようにと言っています。

30～40 代も遡ると今の日本人、韓国人の全ての先祖は解怨が済んでしまうのに、更に 420 代まで遡っ

て先祖解怨をする必要などあるのでしょうか？

結局は日本人に、将来的にも継続的に献金をさせるための方便にすぎないのではないでしょうか？

　（参考）

日本の人口推移

1000 年前 450～700万人

明治 4 年（1872 年） 3400万人

1916 年（100 年前） 5300万人

李氏朝鮮の人口推移　朝鮮王朝実録（李朝実録）による

1636 年 150万人

1837 年 670万人

1904 年 590万人
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　③霊的役事

清平の先祖解怨が企画によって出来上がったものなら、なぜあれだけの霊的役事が実際あったので

しょうか？霊的役事は、何も統一教会だけの特権ではありません。霊的に力のある宗教では、意外と一

般的にある現象です。食口の精誠があれば、霊的にも高い霊界からの協助があって当然のことです。

しかも真のお父様が認めた霊的役事であればなおさらのことです。問題は最終的にその役事が、真の

お父様と直接連結されているかが問題です。

清平役事が始まったころは、霊的に恩恵を受けたの証も、数多くありました。しかしいつの頃からか、そ

の霊的恩恵があまり感じられなくなってきたという証が増えてきました。

今現在も霊的恩恵があったとしても、食口の精誠があればそれは当然の現象です。問題はあくまでも、

真のお父様につながり、お父様からの霊的恩恵なのかどうかが問題となります。

　④興進様と大母様の霊界からのメッセージ

・興進様の霊界からのメッセージ

私は「訓母様と大母様」として知られている現象について、何もすることが

できませんでした。今になって、それはただ、金孝南という女性であったこと

がはっきりわかりました。

私たちはみんな騙されていました。

金孝南さんは偽物です。私は明言します。

私は清平が間違った方向へ行くのを見ていました。それに対して私は何も

できませんでした。

私は、後継者に指名された私の兄弟である亨進に対して、深く悔い改めます。

兄弟姉妹の皆さま、原理講論のどこに、先祖解怨のためにお金を払わなければならないと書いてあ

るのですか。私たちはずっと騙されてきたのです。

・大母様の霊界からのメッセージ

私はお母様の母です。

私は、私を代表している立場にあった金孝南さんをコントロールすることに失

敗しました。今は彼女の中に、私の霊や心は、いかなる意味でも入っていませ

ん。以前には、彼女は私とつながっていて、兄弟姉妹の病気を治したりしてい

ました。何人かの兄弟姉妹の病気は治りました。

兄弟姉妹の皆さま、あなたたちはずっとだまされていました。彼女はラスプー

チンのようです。彼女は私の娘に対してルーシェルのような立場で行動しまし

た。

私の娘は間違った方向へ行ってしまいました。

お父様は、命令の中心は後継者だと言われました。その後継者は亨進様です。

金孝南さんではありません。あなたたちは 6月 5日の宣言を読みましたか。兄

弟姉妹の皆さま、亨進様と一体になってください。

兄弟姉妹の皆さま、清平はおかしくなってしまいました。私たちは多くの時間とお金を無駄にしてしま

いました。

亨進様、どうかこの混乱の中で私たちを導いてください。あなたは良いメンバーを見つけなければなり

ません。そしてこの混乱を収拾してください。私は昨日（2015年 4月21日）あなたが天を開いてくだ

さったことに感謝します。それは、地上でお父様の権威に戻るための祝福でした。その勝利ゆえに、

私は今、ここにきて自由に話すことができるようになったのです。呪いは解かれました。
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※資料（一）5-2　2015 年 4 月 22 日

　興進様と大母様からの霊界通信

興進様と大母様の霊界からのメッセージ

私は文興進です。

私が始めたことと、その後に間違った方向へ行ってしまったことに対して私は深く申し訳なく思ってい

ます。私は「訓母様と大母様」として知られている現象について、何もすることができませんでした。今

になって、それはただ、金孝南という女性であったことがはっきりわかりました。

私たちはみんな騙されていました。私のお父様のみ言は偽造されました。このようなことを続けさせる

ことはできません。

私はとても悲しいです。私は部分的にこのことに責任があります。私は霊界からの啓示を始めました。

私はペンテコステを起こしたかったのです。しかし、その代わりに最後には私たちの霊的な命に悪影

響を与えてしまいました。

金孝南さんは偽物です。私は明言します。

私は清平が間違った方向へ行くのを見ていました。それに対して私は何もできませんでした。私はた

だ、仰天して口を開けて見ているだけでした。

私は、後継者に指名された私の兄弟である亨進に対して、深く悔い改めます。私の兄弟よ、どうかわ

たしを許してください。私は新しいペンテコステを起こすことに、熱心すぎました。私の努力はハイ

ジャックされました。私が清平にもたらしたものに対して、私はとても恥ずかしく思います。それはとて

も酷いものです。

兄弟姉妹の皆さま、原理講論のどこに、先祖解怨のためにお金を払わなければならないと書いてあ

るのですか。私たちはずっと騙されてきたのです。

私が言える全ての事は、申し訳ありませんということです。

私は謙虚に頭を下げて悔い改めます。

次に大母様がお話しします。

私は洪順愛です。

私はお母様の母です。私は亨進様夫妻の前に、心からの悔い改めと謝罪を捧げ、許しを求めます。

私には多くの苦しみと神様の摂理の延長に対する責任があります。

私は今、罪人です。最悪よりも悪いです。私は、私を代表している立場にあった金孝南さんをコント

ロールすることに失敗しました。今は彼女の中に、私の霊や心は、いかなる意味でも入っていません。

以前には、彼女は私とつながっていて、兄弟姉妹の病気を治したりしていました。何人かの兄弟姉妹

の病気は治りました。

それは、ほかの教会と同じことでした。全ての教会は病気の癒しを行っています。私は奇跡を起こす
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人ではありません。私はお母様の母です。私は母親の愛でお母様を育てました。私は医者や癒しを行

う人ではありません。私は、私の子供が神様の摂理につながるべきだということを知っていた女性で

す。

兄弟姉妹の皆さま、あなたたちはずっとだまされていました。申し訳ありませんが、これが率直な事実

です。私がこのように話せるのは、金孝南さんの呪いを解くための十分な条件が地上にできたからで

す。彼女はラスプーチンのようです。彼女は私の娘に対してルーシェルのような立場で行動しました。

私はこのことを、聖書と原理講論とお父様が残されたみことばの前で誓います。

私は罪人です。私は金孝南さんを止めることができませんでした。

私は命を懸けて天の為に私の娘を守りたかったのです。私は今、罪を告白することによって、それと

全く同じことをしているのです。私の娘は間違った方向へ行ってしまいました。

お母様がお父様を彼女の主体の位置においていないことに対して、私は良心の呵責を受けます。こ

れは罪です。私はこのことに対して悔い改めます。私は大母様です。兄弟姉妹の皆さま、私を崇拝し

ないでください。あなたたちは神様だけを崇拝すべきです。

お父様は、命令の中心は後継者だと言われました。その後継者は亨進様です。金孝南さんではあり

ません。あなたたちは 6月 5日の宣言を読みましたか。

兄弟姉妹の皆さま、亨進様と一体になってください。

私が聖和してから私は失敗しました。私の名前が軽々しく使われました。全ての清平に関する本は燃

やされる必要があります。それらは全て間違えです。私は悔い改めます。私は大きな問題の原因にな

りました。私は恥ずかしさのあまり頭を下げます。私は金孝南さんをコントロールすることができませ

んでした。

彼女は私の名前を不法に使いました。お父様にさえもそのことを確信させていました。

兄弟姉妹の皆さま、清平はおかしくなってしまいました。私たちは多くの時間とお金を無駄にしてしま

いました。私はそれを申し訳なく思っています。

亨進様、どうかこの混乱の中で私たちを導いてください。あなたは良いメンバーを見つけなければなり

ません。そしてこの混乱を収拾してください。私は昨日（2015年 4月21日）あなたが天を開いてくだ

さったことに感謝します。それは、地上でお父様の権威に戻るための祝福でした。その勝利ゆえに、

私は今、ここにきて自由に話すことができるようになったのです。呪いは解かれました。

　⑤金孝南訓母様の家庭

清平での役事を始められた金孝南訓母様でしたが、その実態はあまりにもみ言とはかけ離れたもので

した。そのことを暴露した記事によると、金孝南訓母様一家の不正蓄財と淫行の事実が、事細かに明ら

かにされています。

アダムエバ問題では、まずは金孝南訓母様の夫金在奉氏。
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彼は 2014 年 8 月現在、2400 億ウォン（240 億円）を持って、

何年も同棲していたゴルフクラブの若い中国人キャディーと

逃走中だと言います。

そして長男は結婚と離婚、浮気を繰り返し、常に女性問題

を抱えています。また家庭においては母親による妻の虐待

が行われており、その結果として離婚に至ったと言います。

次男は、有名女優、スチュワーデスとスキャンダルになりま

したが、お金でかたを付けました。

3番目の長女は男性関係が多く、何度も妊娠中絶を繰り返

したといいます。そして最後には祝福二世であるにもかかわらず、一般男性と祝福によらずに一般の結

婚をしました。

真のお父様のみ言を見ると、次のように語っています。

『私は、あなた方は訓母ニムの言葉を聞くべきでないと言っているのです。

訓母ニムは、私と相談せずに行動します。

もし私が、訓母ニムが行うように、神と相談せずに、好きなように行動すれば、天と地はどこに行くで

しょうか。

水はどこに行きますか。それは、逆に天の雲の領域に上って行くというのです。』（文鮮明先生御言葉

選集 612　P200）

訓母ニムは重要な行事で毎回、最も大きな根本的罪が堕落の行為で、2番目に大きい罪が公金の横

領です、と語っています。しかしいずれも本人が真っ先に破っており、霊界を信じる者にはあり得ない

行状が明らかになっています。

※資料（一）4-6  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『清平が裸にされた・・・横領は      270      億円！ 』

※資料（一）4-9  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　『清平に異変が起きている！ 』

6  、神の王国の腐敗と分裂、内的刷新と外的粛清

神の復帰摂理の中で、将来イエスが王の王として再臨せられ、王

国を建設するということに対応する路程が 2度ありました。それが象

徴的路程であったイスラエル民族の中にサウル王、ダビデ王、ソロ

モン王を迎えることのできた統一王国時代であり、形象的路程で

あったキリスト教理想が実現したキリスト王国時代でした。

しかしそのような神の理想が実現しようとしたその時、既得権益を得

た者たちは、神の理想を忘れ、自分たちの安逸な生活を追い求め

たため、一様に堕落の道を歩むようになってしまいました。そのた

め神は、堕落してしまった王国を善と悪に分立し、善側のアベル国

家を摂理の中心に立てて、摂理を進めてきました。その際神は、堕

落した者たちを悔い改めさせるため、預言者や、宗教改革者を送り、

内的刷新運動を行いました。それでも悔い改めない為政者たちは、

悔い改めるどころか預言者や、宗教改革者たちを迫害したため、神は外的粛清の摂理を展開するしか
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ありませんでした。

残念ながら今日の天一国時代でも同様のことが起こっています。つまり天一国は出発しましたが、主に

統一教会の韓国人幹部たちが日本からの献金を横領し、私腹を肥やし、権力闘争に明け暮れ、腐敗

堕落してしまいました。

お父様の聖和を前後して、統一教会は内的刷新、つまり文國進様と文亨進様による教会刷新運動が

ありましたが、抵抗勢力によって逆に二人は排除されてしまいました。

また同じ時期日本の統一教会は、公安にって霊感商法の捜査が入り、教会の経済活動に大きなダ

メージを受けました。

韓国では、文顯進様、郭錠煥先生グループとの間に、ヨイド問題等でいくつかの訴訟を抱えましたが、

裁判の末に敗北し、最低 3,000 億ウォン以上とも言われる多額の賠償金の支払いを命じられるようにな

りました。さらには清平における金孝南訓母様一家の不正蓄財と、2500 億ウォンを超える不正融資問

題等が発覚し、国税の調査も入るようになりました。

このように腐敗、分裂、内的刷新、外的粛清と、過去においてなされてきたことと、全く同じ過程を歩ん

でしまったのが今日の統一教会と言えます。

歴史上の先人たちが犯した過ちを繰り返さないために、私達は原理を学んでいます。統一王国時代、

キリスト教王国時代と同時性の時代である天一国時代を迎えた今、歴史の教訓を生かし、今度こそは

神の摂理を成し遂げなければいけないにもかかわらず、残念ながら今回も、全く同じような過ちを犯し

つつあります。つまり天一国時代においても、教会幹部たちは自分たちの既得権益を守ることに汲々と

し、神の摂理を忘れ、権力闘争に明け暮れています。その結果教会は大きく 3 つに分裂してしまいま

した。また自分たちが犯した不正の結果、社会と政府から要注意団体とレッテルを張られ、外的粛清に

もあっています。まさしく原理を通じ歴史が教えてくれた教訓を忘れ、全く同じ過ちを犯してしまってい

るのです。私たちは原理で解明された歴史の真実を学び、今の時代私たちがどの道を歩むべきなの

かを見出さなければいけません。そのためには、今の自分を守ることをやめ、原理を学び、神様の願い

はどこにあるのかを真摯に祈り求めなければいけません。自分を捨て、神様の願いに生きたいと本心

に問いかけていったとき、必ず神は答えてくださることでしょう。

　①統一王国時代と南北王朝分立時代：サウル王、ダビデ王、ソロモン王

★分立

・カインの立場であった十部族を中心とする北朝イスラエル

は、260 年の間に 19 王が代わった。

・アベルの立場であった二部族の南朝ユダは、394 年間に

わたる 20 人の王が続いた。

★腐敗

・北朝イスラエルは王が互いに殺害しあい、王室が 9度も

変革され、列王には、善良な王が一人もいなかった。

・南朝ユダは善良な王が多かったが、ヨシヤ王以後は、悪い王たちが続出し、北朝の影響で偶像崇拝

にふけるようになった。

★内的刷新

・神は、4 大預言者と 12小預言者を遣わされて、彼らを励まし、内的な刷新運動を起こされた

・北朝イスラエルには神はエリヤ、エリシャ、ヨナ、ホセア、アモスのような預言者たちを遣わされたが依

然として邪神を崇拝し、悔い改めなかった。
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★外的粛清

・神は、彼らをエジプト、カルデヤ、シリヤ、アッシリヤ、バビロニアなどの異邦人たちに引き渡して、外

的な粛清の摂理をされた。

・北朝イスラエルを神はアッシリヤに引き渡して滅亡させ、永遠に選民としての資格を失うように摂理さ

れた。

・南朝ユダはバビロニアの捕虜となってしまった。

　②キリスト王国時代と東西王朝分立時代

★分立

・アベル的立場の東フランク王国 ⇒ 神聖ローマ帝国

・カイン的立場の西フランク王国

★腐敗

・東西王朝分立時代においても、法王庁が堕落と腐敗に陥った。

★内的刷新

・トマス・アクィナス、聖フランシスなど、修道院の人物たちが、内的な刷

新運動を起こした。

★外的粛清

・神は彼らを異邦人たちに引き渡して、外的な粛清の摂理をなさった。これがすなわち、十字軍戦争で

あった。エルサレムの聖地回復のため、1096 年から約 200 年間、7回の遠征を行ったが、敗戦を繰り

返すだけだった。

　③天一国時代（統一教会）

★分立

・2009 年 9 月 10 日：文顯進様、郭錠煥先生独立。

・2010 年頃？：UCI 財団は理事会を開き、2 人の

理事（反顯進派の金孝律と朱東文）を解任した。

これによって、UC 財団 I の理事は顯進様を支持

する理事だけとなり、実質的に UCI 財団は“顯進

様派のもの”になった。統一教会の財産の 50～
70％くらい、「2兆ウォン以上」（2000 億円）と言われる。

・2014 年 7 月 1 日：真のお母様『独生女』宣言

・2015 年 1 月 25 日：文亨進様説教『沈黙を破って』：3 人の悪魔連盟への宣戦布告

★腐敗

・韓お母様の真のお父様に対する不信と子女様たちの問題。

・金孝律特別補佐官、梁昌植前会長、宋榮渉前日本総会長、郭錠煥元会長等教会幹部たちの横領、

不正蓄財。

・清平の不正融資問題、金孝南訓母様の不正蓄財。
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★内的刷新

・2005 年 1 月　　：文國進様、財団理事長に就任 ⇒ 教会の財務問題の改革始まる。

・2008 年 4 月 14 日：文亨進様世界会長就任

★外的粛清

・2008 年 2 月 18 日：日本公安庁による家宅捜索

・2014 年 7 月 10 日：最高裁判所は、統一教会財団が Y22 プロジェクト金融投資相手の請求訴訟の上

告審で敗訴が確定した。統一教会が弁償すべき損害賠償額だけでも最低 3,000 億ウォン以上。

・2015 年 1 月 21 日：ソウル地方国税庁は、統一教関連会社に特別税務調査。

　 ⇒ 2015 年 12 月 21 日：無罪判決。現在係争中。

7  、一度摂理に失敗した中心人物を、再び中心人物に立てることはできない。

神の復帰歴史を見ると、一度摂理に失敗した中心人物は、基本的には二度と再び摂理の中心に立つ

ことはできません。

例） アダム ⇒ ノア ⇒ アブラハム（ ⇒ イサク ⇒ ヤコブ） ⇒ モーセ（ ⇒ ヨシュア）

神の摂理を担う中心宗教も、責任分担を果たせず堕落してしまった場合、まずは内的刷新運動が起こ

り、それでも悔い改めない場合外的粛清がなされ、遂には古い中心宗教から異端の姿をもって新しい

中心が現れ、新しい摂理を出発します。

例） イスラエル民族 ⇒ キリスト教（ローマカトリック） ⇒ プロテスタント

新しい中心が現れたとき、それまでの宗教は必ず新しい中心を迫害しますが、どんなに迫害しても神

が離れたそれまでの中心宗教は衰退の道を行きますが、新しい中心は神の祝福を受け発展するように

なっています。

※資料（一）7-1 原理講論より

復帰基台摂理時代 2
第二節　ノアの家庭を中心とする復帰摂理

『ノアの家庭を中心とした摂理は、み旨成就に対する神の予定の在り方と、人間の責任分担の遂行い

かんで神がどのような態度をとられるか、ということを私たちに見せてくださったのである。ノアの家庭は、

神が 1600 年間もかかって求めてこられたのであり、また、ノアが箱舟をつくるまで 120 年も導いてこら

れたのであり、それだけでなく 40 日の洪水により、全人類を犠牲にしてまで立てた家庭であることを、

我々はよく知っている。しかし、ハムの小さな過ちによってサタンが侵入するようになると、神は復帰摂

理の対象であったその家庭全部を惜しみなく捨てられ、その結果、ノアの家庭を中心とする摂理は、失

敗に帰してしまったのである。

また、ノアの家庭を中心とする摂理は、人間に対する神の予定がどのようなものであるかを我々に見せ

てくださった。神はノアを信仰の祖に立てようと、長い期間を通じて苦労して探し求めてこられたにもか

かわらず、その家庭が、いったん、責任分担を全うできなくなったときには、それを惜しみなく捨て、そ

の代わりとしてアブラハムを選ばれたという事実を、我々は忘れてはならないのである。』
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※資料（一）7-2　1973 年 10 月 21 日

　『  アメリカに対する  神の希望  』

歴史上のすべての聖人、預言者、義人はまず第一に完全なる自己否定をし、神に自分を捧げました。

神が彼らを呼び集められた時、彼らは自分の家や財産、家族、また国までも捨てました。

神はどのような使命が下されてもついていくことのできる、完全なる疲れを知らない信仰者を要求して

いるのです。

イエスの時代の人々はメシヤの到来を切望していました。しかし彼らはイスラエルとして、神の選民とし

て、彼らの国家的栄光のみを考えていました。彼らはイエス・キリストの世界的な使命を理解しませんで

した。メシヤを選民に送るのは神の目的でありました。そしてメシヤは選民と一つになるのでした。そし

て彼らは信仰をもつ戦士となり、世界の救いのため戦い、成就するのです。

メシヤのための基台は家庭的闘士であるヤコブ、そして民族的な闘士であるモーセを通して築かれま

した。最後にメシヤはイスラエルという国家に来ました。彼はその国の闘士であり、世界全体の闘士とな

るべきでした。神の目的は一つの教会や、一つの国家の救いではないのです。より多くのためにより少

なきを犠牲にするのが神のやり方であります。もし、今日のクリスチャンが自分たちのみの救い、自分だ

けの天国そして自分たちだけの安寧を考えていたら、彼らは神の目的に沿って生きていないのです。

もし私たちが自分だけの家族の救いのみに関心を寄せるなら、私たちは神の祝福を受ける価値はあり

ません。もし人々が自分の同胞、すなわち自分の国の利益だけに焦点を合わせるなら、彼らは完全に

神の意志に反して進んでいるのであります。

私たちはすべて世界救済のため我々自身を捧げなくてはならないのです。

神は、私たちが自己中心的に生きるのを喜ばれないのです。神の教会の目的は全世界を救うことであ

ります。教会は神の手段です。イスラエル選民がイエス時代に忘れたのは正にこの事実でした。

イエスの十字架と復活ののち、キリスト教は小アジア中に広がりました。ローマはその中心ともいうべき

所でした。

信仰をもった軍隊に打ち勝つ敵はないのです。ローマ帝国はついに亡びましたが、イエスはローマを

征服したではありませんか。世界救済の神の摂理の中心にローマ・カトリックはなったではありませんか。

しかし、中世になって教会は大きく破滅の道をたどっていったのです。キリスト教はその精神において

分裂してきたのです。中世教会の教会制度はその力、権力、その繁栄のみに携わり、教会は政治的に

経済的に莫大な力をほしいままにしました。教会制度はこの力を保ち、乱用し、神の目的を忘れてし

まったのです。彼らは自分の地位に執拗にぶらさがり、いかなる反対者も容赦なく迫害したのです。こ

れらの人々のキリスト教精神は完全に死んだものとなってしまったのです。

しかし、神は前に進まなければならなかったのです。教会は改革される必要があり、したがって宗教改

革がこれに続いたのです。マルチン・ルターは新しいプロテスタント改革を始めました。この不満の花

火は直ちにヨーロッパ中に広がり、教会の権力に対して反乱の嵐が巻き起こったのです。全地域の義

なる人々は、古い教義や習慣から解放されようと意を決しました。彼らは明らかに、教会ではなく神に

礼拝したかったのです。

イギリスでは、貴族教会の耐え難い腐敗に対する反乱がありました。それはイギリス教会を浄化するた

めの叫びでした。清教徒運動も始まりました。これらの新しい求道者は、そうした新しい運動に、あらゆ

る手段をもって抑圧してきた既成教会の教会指導者たちを、恐れさせました。真実に礼拝の自由を求

める者は、逃げ出してしまうか投獄されるかのいずれかでありました。しかし彼らは屈することを知らな
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かったのです。ある者はオランダに逃げ、彼らが自由に礼拝することのできる新世界、新天地、新しい

土地を求めたのです。

彼らの生活は神のみ意を中心としていました。神が彼らの唯一の慰めであり、彼らの唯一の希望であり、

彼らの唯一の安全でありました。神が彼らにとって第一の仲間であったのです。彼らは決して神への信

頼を失わず未来の展望を失わなかったのです。アメリカに来ることの目的は神を中心とした国をつくり、

神が住むことのできる、そして本当に親交を分かち合い神と共に親交を喜ぶことのできる天地をつくり

上げることにあったのでした。なぜなら神は最終的な永遠の世界救済のため、神の闘士として仕える一

国を必要とされているからです。

彼らが最初に建てたのは教会でした。彼らが最初につくった道は教会への道でした。初期のアメリカが

美しいアメリカとして私の目に浮かびます。というのは神はあらゆる所におられたからです。学校に教会

に、台所に、通りに、どんな集会場にも、マーケットにも神はおられたのです。

1776 年に独立運動を指導した人々を見てみましょう。これらの自由の闘士は英国本国の目から見たな

ら裏切り者でした。しかし神は、神の手段として神の遣わす人としてこれらの裏切り者を使われました。

そして、彼らを通して地上に最高の国をつくろうとされたのです。

しかし、ジョージ・ワシントンは戦う何ものももたなかったのです。一方、イギリス軍はすべてをもっていま

した。力、権力、伝統、そして装備、彼らは軍の力を誇っておりました。アメリカの大陸軍は弾薬をもた

ず、わずかの兵隊しかおりませんでした。

イギリス軍は国王のために戦ったのです。彼らにとってイギリス君主は絶対でした。アメリカ軍も彼らの

王のために戦ったのです。神は彼らの唯一の王でした。そして神のみが絶対なのでした。

神はアメリカを神の基台、アメリカを神の闘士として望んだのです。そしてアメリカは、神の目的を追い

求めながら、犠牲の精神をもち出発させられたのです。アメリカは神の目的のために同じ犠牲の精神

で歴史を完成しなければならないのであります。

　①アダム家庭、ノア家庭に見る神様の摂理

神様の復帰摂理を見たとき、アダム家庭においては、アダムが

摂理に失敗した時、同じアダムを中心人物に立てて、再び摂理

を展開することはできませんでした。そのためアダムの代わりに、

善の表示体であったアベルが摂理的中心人物となり、次の摂理

を展開しました。

ノアの家庭においても、120 年の歳月をかけ方舟を建造し、洪

水審判によって人と万物を全て滅ぼしてまで迎えた新天新地に

おいて、ノアの次男ハムがノアの裸を恥ずかしがるという、ほん

の些細な失敗を犯すことによって摂理は失敗し、サタンの侵入

を許してしまいました。その結果としてノアの家庭は神様から無

慈悲に捨てられるほどに、神様の摂理というものは厳格なものだったのです。
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※資料（一）7-3 原理講論より

復帰基台摂理時代 2
第二節　ノアの家庭を中心とする復帰摂理

『ノアの家庭を中心とした摂理は、み旨成就に対する神の予定の在り方と、人間の責任分担の遂行い

かんで神がどのような態度をとられるか、ということを私たちに見せてくださったのである。ノアの家庭は、

神が 1600 年間もかかって求めてこられたのであり、また、ノアが箱舟をつくるまで 120 年も導いてこら

れたのであり、それだけでなく 40 日の洪水により、全人類を犠牲にしてまで立てた家庭であることを、

我々はよく知っている。しかし、ハムの小さな過ちによってサタンが侵入するようになると、神は復帰摂

理の対象であったその家庭全部を惜しみなく捨てられ、その結果、ノアの家庭を中心とする摂理は、失

敗に帰してしまったのである。

また、ノアの家庭を中心とする摂理は、人間に対する神の予定がどのようなものであるかを我々に見せ

てくださった。神はノアを信仰の祖に立てようと、長い期間を通じて苦労して探し求めてこられたにもか

かわらず、その家庭が、いったん、責任分担を全うできなくなったときには、それを惜しみなく捨て、そ

の代わりとしてアブラハムを選ばれたという事実を、我々は忘れてはならないのである。』

　②摂理的中心宗教と神の摂理

イエス様を迎えたイスラエル民族、ローマ帝国で国教となったキリスト教、日の沈まぬ帝国で国教となっ

たイギリス国教会。権力と経済力を持った摂理の中心宗教は、例外なく堕落の道を歩みました。それで

も神様は、摂理を前進させなければいけないため、堕落した中心宗教を捨て、新しい中心宗教を立て

て摂理を進めてこられました。

ⓐイスラエル選民から、イエスの十字架を経てキリスト教へ

イエスの時代の人々はメシヤの到来を切望していました。しかし彼らは、彼らの国家的栄光のみを考え

ていました。神は、私たちが自己中心的に生きるのを喜ばれないのです。神の教会の目的は全世界を

救うことであります。教会は神の手段です。イスラエル選民がイエス時代に忘れたのは正にこの事実で

した。その結果イスラエル選民は、選民としての摂理に失敗し、摂理はイエスの弟子、キリスト教徒に

移っていきました。

ⓑローマカトリックから宗教改革を経てプロテスタントへ

キリスト教はローマに伝播され、迫害を越えてローマの

国教となりました。しかし国教となったローマカトリックは、

その権力、繁栄のみに携わり、政治的に経済的に莫大

な力をほしいままにし、自分の地位に執拗にぶらさがり、

いかなる反対者も容赦なく迫害しました。こうしてキリス

ト教精神は完全に死んでしまいました。このような教会

は改革される必要があり、マルチン・ルターをはじめとし

て多くの宗教改革家が登場し、新しいプロテスタント改

革を始めました。

ⓒイギリス国教会から清教徒革命、アメリカ独立戦争を経てアメリカ独立へ

イギリスでは、貴族教会の耐え難い腐敗に対する反乱、清教徒運動も始まりました。彼らは自由に礼拝

することのできる新世界、新天地、新しい土地を求めアメリカ大陸を目指しました。

1776 年に独立運動を指導した人々は、弾薬をもたず、わずかの兵隊しかおりませんでした。一方イギ

リス軍は、力、権力、伝統、装備、彼らは軍の力を誇っておりました。

イギリス軍は国王のために戦いましたが、アメリカ軍は彼らの王、神のために戦いました。
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※資料（一）7-2　1973 年 10 月 21 日

　『  アメリカに対する  神の希望  』

歴史上のすべての聖人、預言者、義人はまず第一に完全なる自己否定をし、神に自分を捧げました。

神が彼らを呼び集められた時、彼らは自分の家や財産、家族、また国までも捨てました。

神はどのような使命が下されてもついていくことのできる、完全なる疲れを知らない信仰者を要求して

いるのです。

イエスの時代の人々はメシヤの到来を切望していました。しかし彼らはイスラエルとして、神の選民とし

て、彼らの国家的栄光のみを考えていました。彼らはイエス・キリストの世界的な使命を理解しませんで

した。メシヤを選民に送るのは神の目的でありました。そしてメシヤは選民と一つになるのでした。そし

て彼らは信仰をもつ戦士となり、世界の救いのため戦い、成就するのです。

メシヤのための基台は家庭的闘士であるヤコブ、そして民族的な闘士であるモーセを通して築かれま

した。最後にメシヤはイスラエルという国家に来ました。彼はその国の闘士であり、世界全体の闘士とな

るべきでした。神の目的は一つの教会や、一つの国家の救いではないのです。より多くのためにより少

なきを犠牲にするのが神のやり方であります。もし、今日のクリスチャンが自分たちのみの救い、自分だ

けの天国そして自分たちだけの安寧を考えていたら、彼らは神の目的に沿って生きていないのです。

もし私たちが自分だけの家族の救いのみに関心を寄せるなら、私たちは神の祝福を受ける価値はあり

ません。もし人々が自分の同胞、すなわち自分の国の利益だけに焦点を合わせるなら、彼らは完全に

神の意志に反して進んでいるのであります。

私たちはすべて世界救済のため我々自身を捧げなくてはならないのです。

神は、私たちが自己中心的に生きるのを喜ばれないのです。神の教会の目的は全世界を救うことであ

ります。教会は神の手段です。イスラエル選民がイエス時代に忘れたのは正にこの事実でした。

イエスの十字架と復活ののち、キリスト教は小アジア中に広がりました。ローマはその中心ともいうべき

所でした。

信仰をもった軍隊に打ち勝つ敵はないのです。ローマ帝国はついに亡びましたが、イエスはローマを

征服したではありませんか。世界救済の神の摂理の中心にローマ・カトリックはなったではありませんか。

しかし、中世になって教会は大きく破滅の道をたどっていったのです。キリスト教はその精神において

分裂してきたのです。中世教会の教会制度はその力、権力、その繁栄のみに携わり、教会は政治的に

経済的に莫大な力をほしいままにしました。教会制度はこの力を保ち、乱用し、神の目的を忘れてし

まったのです。彼らは自分の地位に執拗にぶらさがり、いかなる反対者も容赦なく迫害したのです。こ

れらの人々のキリスト教精神は完全に死んだものとなってしまったのです。

しかし、神は前に進まなければならなかったのです。教会は改革される必要があり、したがって宗教改

革がこれに続いたのです。マルチン・ルターは新しいプロテスタント改革を始めました。この不満の花

火は直ちにヨーロッパ中に広がり、教会の権力に対して反乱の嵐が巻き起こったのです。全地域の義

なる人々は、古い教義や習慣から解放されようと意を決しました。彼らは明らかに、教会ではなく神に

礼拝したかったのです。

イギリスでは、貴族教会の耐え難い腐敗に対する反乱がありました。それはイギリス教会を浄化するた

めの叫びでした。清教徒運動も始まりました。これらの新しい求道者は、そうした新しい運動に、あらゆ

る手段をもって抑圧してきた既成教会の教会指導者たちを、恐れさせました。真実に礼拝の自由を求

める者は、逃げ出してしまうか投獄されるかのいずれかでありました。しかし彼らは屈することを知らな

かったのです。ある者はオランダに逃げ、彼らが自由に礼拝することのできる新世界、新天地、新しい

土地を求めたのです。

彼らの生活は神のみ意を中心としていました。神が彼らの唯一の慰めであり、彼らの唯一の希望であり、
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彼らの唯一の安全でありました。神が彼らにとって第一の仲間であったのです。彼らは決して神への信

頼を失わず未来の展望を失わなかったのです。アメリカに来ることの目的は神を中心とした国をつくり、

神が住むことのできる、そして本当に親交を分かち合い神と共に親交を喜ぶことのできる天地をつくり

上げることにあったのでした。なぜなら神は最終的な永遠の世界救済のため、神の闘士として仕える一

国を必要とされているからです。

彼らが最初に建てたのは教会でした。彼らが最初につくった道は教会への道でした。初期のアメリカが

美しいアメリカとして私の目に浮かびます。というのは神はあらゆる所におられたからです。学校に教会

に、台所に、通りに、どんな集会場にも、マーケットにも神はおられたのです。

1776 年に独立運動を指導した人々を見てみましょう。これらの自由の闘士は英国本国の目から見たな

ら裏切り者でした。しかし神は、神の手段として神の遣わす人としてこれらの裏切り者を使われました。

そして、彼らを通して地上に最高の国をつくろうとされたのです。

しかし、ジョージ・ワシントンは戦う何ものももたなかったのです。一方、イギリス軍はすべてをもっていま

した。力、権力、伝統、そして装備、彼らは軍の力を誇っておりました。アメリカの大陸軍は弾薬をもた

ず、わずかの兵隊しかおりませんでした。

イギリス軍は国王のために戦ったのです。彼らにとってイギリス君主は絶対でした。アメリカ軍も彼らの

王のために戦ったのです。神は彼らの唯一の王でした。そして神のみが絶対なのでした。

神はアメリカを神の基台、アメリカを神の闘士として望んだのです。そしてアメリカは、神の目的を追い

求めながら、犠牲の精神をもち出発させられたのです。アメリカは神の目的のために同じ犠牲の精神

で歴史を完成しなければならないのであります。

　③イエス再臨時

今までの神の摂理を担ってきた中心宗教は、一度摂理に失敗し、新しい中心が現れた場合、神は新し

い中心に働くようになり、かつての中心宗教からは天運は離れていってしまいました。

今の時代、ユダヤ教を立てて神は摂理を進められるでしょう

か？キリスト教を立てて摂理を進められるでしょうか？新しい中

心が現れた今、再びユダヤ教、キリスト教を立てて摂理を再出

発するとは考えられません。逆にユダヤ教、キリスト教は、今と

なっては新しい中心宗教を迫害し、摂理を妨害する立場に

立ってしまっています。

再臨のイエス降臨の時代、キリスト教が真のお父様を受入れな

かったため、真のお父様は統一教会を創立しました。しかしそ

の統一教会も、真のお父様が聖和された今、内部は腐敗堕落

し、既得権益を守るために内的刷新を行おうとする子女様たち

を排除し、権力闘争に明け暮れています。

その結果教会は大きく 3 つに分裂してしまいました。分裂してしまった統一教会も、その大本となる家

庭連合は既に堕落し、韓お母様にはサタンが入り、真のお父様の伝統を破壊し、韓お母様の絶対化

路線をひた走り、中心幹部たちは腐敗しています。つまり既に摂理に失敗したユダヤ教やキリスト教と

同じ立場に立っています。

過去の歴史を見ても、摂理の中心から離れてしまった中心宗教は、二度と再び神の摂理の中心には

立てません。神の召命に答え、神の御旨に集った者たちは、再び神が宿ることのない宗教に固執する

ことなく、新しい摂理の中心宗教を求め、神の願いに生きるべき時を迎えました。
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（二）後継者問題と我々の姿勢

家庭連合の現状を理解しようと思ったとき、私たちは 3 つの原理に着目しなければいけません。

まず一つ目は、神の摂理の中心人物が摂理に失敗し、サタンの侵入を許してしまった時、神は摂理を

進められるためにその中心人物を 2 つ、つまり善の表示体であるアベルと、悪の表示体であるカインと

に分立しなければいけません。表現を変えると、神の摂理を担う中心宗教が 2 つに分裂したら、その中

心宗教にはサタンが侵入したということを意味します。

次に着目しなければいけない原理は、一度摂理に失敗した中心人物は、二度と再び同じ摂理の中心

には立てないということです。中心人物が摂理に失敗した時、その中心人物には神が相対すると同時

に、サタンが相対するようになります。そのため神はそのままでは摂理を進めることができないため、善

と悪の表示体、つまりアベルとカインに分立し、神が相対しうる善の表示体であるアベルを中心として

次の摂理を展開されます。よって一度摂理に失敗した中心人物は、二度と再び摂理の中心には立て

ないのです。

そしてもう一つ着目すべき原理は、悪の表示体であるカインは、アベルに従順屈伏し、アベルの主管

を受けなければ、神の前には帰ることはできないということです。しかし今日までの復帰摂理歴史を見

たとき、一度摂理に失敗し、カインの立場に立った中心は、アベル的存在に従順屈服したことはありま

せん。従順屈服どころか、自分たちの利権を守るために完全にサタンの虜となり、アベル的存在を迫害

し、摂理を妨害してきました。

この 3 つの原理に注目し、家庭連合の現状を理解していくことにします。

前編（一）では、旧統一教会が大きく分けて 3 つに分裂した原因は、旧統一教会にサタンが侵入したた

めであることを明らかにしました。神の復帰摂理では、神が立てた中心人物が摂理に失敗したとき、中

心人物はサタンに奪われるため、神は中心人物を善の表示体と悪の表示体に分立し、善の表示体を

立てて次の摂理を進められます。

真のお父様の聖和を前後として、旧統一教会が今の家庭連合、文顯進様グループ、サンクチュアリ教

会の 3 つに分立してしまった事実を見たとき、旧統一教会にサタンが侵入したことは間違いのない事

実でした。そこで問題となるのが、いつ誰にサタンが侵入したのかであり、そこを解明しない限りどの団

体が神側で、どの団体がサタン側なのかを明らかにすることはできません。そこで時系列に従って真の

家庭で起こった出来事を見ていった時、残念ながら韓お母様にサタンが侵入してしまったということが

わかりました。

韓お母様は真のお父様のことが理解できず、常に心に不満を抱えていました。そこにサタンがつけこ

み、時間をかけて誘惑し、真のお父様を不信させました。真のお父様の勝利は、生まれながらにして原

罪を持たない、独生女として生まれた韓お母様によってもたらされたものであり、韓お母様の韓氏は、

特別な氏族であると信じ込まされました。そして韓お母様は金孝南訓母様の主礼の元、何らかの霊的

存在と祝福を受けることによって、真のお父様と離婚し、サタンと結婚した立場に立ってしまいました。

その前後、真のお父様の後継者有力候補だった文顯進様を、策を弄して教会から追い出すことに成

功しました。

また韓お母様は霊に取り憑かれていると感じ、韓お母様を不信するようになった文亨進様、文國進様

を追放し、全ての権力を手に収めることに成功しました。

韓お母様こそが真のお父様と完全一体化した存在だとして旧統一教会、家庭連合では韓お母様中心

の体制を築きましたが、実際は真のお父様は原罪を持って生まれたとして真のお父様を否定し、韓お

母様こそが原罪を持たない立場で生まれた独生女であるとして、韓お母様は真のお父様を否定するよ
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うになりました。その結果真のお父様の立てられた伝統を次々と破壊し、韓お母様こそが唯一絶対の

独生女であるとして、韓鶴子教ともいうべき家庭連合ができあがりました。

このような結果を見ても、韓お母様にサタンが侵入してしまったことがわかります。

つまり神の摂理の中心宗教にサタンが入り、その中心宗教は 3 つに分裂してしまったこと。

サタンが入った中心人物は韓お母様だったこと。

サタンが入った中心宗教、家庭連合は、カインの立場に立つこと。

一度摂理の中心から外れてしまった家庭連合は、そのままでは二度と再び神の摂理の中心には立つ

ことはできないこと。

家庭連合が再び神の摂理を担うためには、アベル的存在に完全屈服し、その主管を受けるしか道は

ないことなどがわかりました。

後編（二）後継者問題と我々の姿勢以降では、神の摂理から外れてしまい、カインの立場に立つように

なった家庭連合が、唯一神の摂理に同参することができる道、アベル的存在を捜すため、真のお父様

の真の後継者は誰なのか、そして私たちはどのような信仰姿勢を持つべきかを見ていくことにします。

1  、メシヤ観

人類が歴史を通し待ち望んできた救世主、

メシヤ。それは誰なのかは誰にも分りませ

ん。何故ならメシヤをメシヤとして証明する

手段がないからです。人類史上ただ一人、

メシヤと信じられているイエスキリストでさえ

も、メシヤとして信じられているだけで、い

まだに証明されたわけではありません。そ

れ故誰よりもメシヤを待望していたユダヤ

人達でさえ、イエスを一人の予言者として

みているだけで、メシヤとは認めていませ

ん。聖書 66巻は、イエスをメシヤと証す書物と言われておりますが、イエスの業績は綴られていますが、

メシヤの証明はできていません。つまりメシヤをメシヤとして証明する手段はないのです。最後は、信じ

るか否かの問題となります。

しかしメシヤと言われる人の多くは、本人、または洗礼ヨハネ的人物への霊的な啓示によって、メシヤと

証している場合が多いでしょう。しかしそれでは、厳密には何の証にもなっていません。霊界がメシヤが
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誰なのかを知っているという保証はありません。かえって神のみ旨に反逆する、悪霊による啓示の可能

性が高いのです。それゆえイエスは、「『見よ、ここにキリストがいる』、また、『あそこにいる』と言っても、

それを信じるな。」と言っています。

私達がメシヤと信じる真のお父様の場合も、1935 年 4 月 17 日、

15 歳で召命されてから、1992 年 7 月 3 日『メシヤ宣言』をするま

でに、57 年もの歳月を要しました。

1945 年に、神が用意した基盤がその責任を果たし、真のお父

様がメシヤとして立つことが出来たらば、7 年間で復帰は完了し

ていました。本来はその時に『メシヤ宣言』をするはずでした。

しかし 1945 年当時、神が用意された洗礼ヨハネ型人物たちが、

その責任を果たせなかったため、40 年間の蕩減期間を経て

1985 年を迎え、そこから 7 年後の 1992 年 7 月 3 日に初めて『メシヤ宣言』を行ったのです。

しかしながら真のお父様は、メシヤとしての公生涯を始めてより、多くの人々に啓示で、特別な人、メシ

ヤであるということが示されてきました。

イエス様が洗礼ヨハネから祝福を受けたように、1945 年 12 月 25 日には金百文牧師からソロモン王の

祝福を受けました。

「主なる神の夫人」朴老婆からは、主管性復帰の役事を行い「神様の対象実体である」との証を受けま

した。

東洋のエルサレムと呼ばれていた平壌では、真のお父様が生まれる前から「霊界で先生に会い、先生

の指導を受けた」というお婆さんがいました。

興南特別労務者収容所では、何人もの囚人に、特別な方であるという啓示が降りました。

平壌から釜山へと非難する最中も、啓示を受け真のお父様を待っている人たちに会いました。

釜山で真のお父様が最初に伝道された姜賢實先生の証にも次のようなものがあります。（2017.1.8）

「この方はイエス様を信じてもいない人でしたが、霊界には通じる人でした。私が教会に 1954年5月

1日に、お写真を置いておきました。そうするとその人がそのお写真をじーっと見て、『うわーっ、今日

私はここで大きなものを探し出しました。』と言いました。その大きなものが何かというと、その人がお

写真を指差しながら『世界を統一なさるのはこの方です！』と言ったのです。（拍手）それで私はとても

驚きました。お父様に会ったこともなく知りもしないのに、そのお写真を初めてみただけなのに、その

人が言うには『世界を統一できる神様の御子であり、再臨主として来られたのが即ちこの方です！』と

証ししたのです。

この人はどんな方かというと、大統領就任式がある度に招待される人で、『今日この国はとても発展

するでしょう。このような素晴らしい大統領を国民の皆さんが選んでくださって、ありがとうございま

す。』と国民にお辞儀することがありました。

1996 年にあった『地球村科学会議』では、超能力者でもあり、有名な画家でもあった米国のナネット・ク

リスト・ジョンソン女史が論文の中で、韓国の服装をした天上の弥勒菩薩の映像を見て、真のお父様に

そっくりな姿を描いて発表しました。
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このように記録に残っているだけでも何人もの人たちに、特別な存在、メシヤという啓示が何度も下され

てきましたが、真のお父様ご自身は、原理的勝利基準を立てるまでは、決して自らをメシヤとは証しま

せんでした。

このような真のお父様のメシヤ宣言の基準をベースとして、韓お母様の『独生女』宣言を見てみることに

しましょう。

『ここに座っている真の母は、「6千年ぶりに誕生した独り娘です。」許孝彬の母親になられる方が私を

呼んで祝祷をしたのです。肉体を持ってくる再臨メシヤを迎えられる実質的な準備をする団体が私を

祝福したのです。 』

韓お母様がご自身を『独生女』であると言う根拠は、『腹中教』教祖許孝彬の母親がなさった祝祷にあり

ます。しかしこの程度の霊的役事というものは、多くの宗教家や、信仰者にはよくあるできごとであり、こ

れをもって『独生女』つまりメシヤであるというのは、あまりにも無理があると言わざるを得ません。『腹中

教』教祖許孝彬氏自身、真のお父様を不信し、摂理に失敗した立場で、獄中にて悲惨な最期を遂げ

た人物です。その母親にどれほどの霊的権能があるのでしょうか？

真のお父様は、血と汗と涙の路程を通し、原理的な戦いの末サタンに勝利し、メシヤとしての勝利圏を

拡大してきました。一方韓お母様が勝利したのは、真のお父様の聖和後の、教会内での権力闘争で

の勝利しかありません。韓お母様の『独生女』宣言が本物か否かは、遠くない、ごくごく近い将来に明ら

かになることでしょう。

※資料（二）1-1　2017 年 1 月 8 日　文亨進様説教

　『統一教会のマザーテレサ』

それで私は全国を回りながら、再臨主を証しし、弥勒仏を証

しし、真人を証しし、鄭鑑録を証ししながら、悟ってみるとこ

れらの方々はお一人だ、お一人とは誰かというと、今日キリス

ト教徒が待ち望んでいる再臨主であられる、即ち私達のお

父様であるということを私に教えてくださったのです。このみ

言は皆が理解することができなかったみ言でしたが、行って

伝えてみると驚くべき役事が起こったのです。この方はイエ

ス様を信じてもいない人でしたが、霊界には通じる人でした。

私が教会に 1954 年 5 月１日に、お写真を置いておきました。

そうするとその人がそのお写真をじーっと見て、「うわーっ、
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今日私はここで大きなものを探し出しました。」と言いました。その大きなものが何かというと、その人が

お写真を指差しながら「世界を統一なさるのはこの方です！」と言ったのです。（拍手）それで私はとて

も驚きました。お父様に会ったこともなく知りもしないのに、そのお写真を初めてみただけなのに、その

人が言うには「世界を統一できる神様の御子であり、再臨主として来られたのが即ちこの方です！」と

証ししたのです。

万一私がそのみ言を話した時、信じなければ審判を受けます。信じる者は救いを受け、信じない者は

審判を受けるとおっしゃったのに、初めて話をしたのに、その人はとても信じるのです。それで私は驚き

ました。ああ、このように私が何も話していないのに、その人はお父様のお写真を見て、世界を統一な

さる神様の御子が地上に来られたと証しして下さったのです。それで私はそこで、心の中で喜び心の

中で拍手しました。心の中で拍手しながら、ああ、本当にお父様は、この地上に再臨主として来られた

神様の御子であられる！と再確認し喜んだ一件でした。

この人はどんな方かというと、大統領就任式がある度に招待される人で、「今日この国はとても発展する

でしょう。このような素晴らしい大統領を国民の皆さんが選んでくださって、ありがとうございます。」と国

民にお辞儀することがありました。私はこのことを思う度に、うわぁ、神様のみ旨の中に来られたお方は

私達のお父様であらせられ、お父様は普通の大統領として来られた方ではなく、本当に万王の王、万

主の主として来られた神様の御子であるということを、その時信じながら、心の中に深く喜びを感じまし

た。

2  、後継者問題

人間の性（さが）として、私たちはまず初めに結論ありきで、

その結論を正当化するために、いろいろな理屈を作り出して

しまいます。政治家や評論家たちの政治討論を見ても、宗

教家たちの宗教的対立を見ても、それぞれが自分の考えの

正当性を主張するのみで、相手の話など聞く耳を持ちませ

ん。これらは決して神が人間に与えてくださった創造本姓な

どではなく、単なる堕落性にすぎません。このような堕落性

に満ちた人間世界では、それぞれの思想信条を越えて、統

一世界を作り出すことなど到底不可能と言わざるを得ません。

しかし原理を知らない人が自分の堕落性を理解せず、自己

主張を繰り返すばかりで、他人の話を聞こうとしないというよ

うなことは、ある意味仕方のないことだともいえます。原理を

知らないがゆえに陥る落とし穴であれば、原理を学ぶことに

よってその堕落性は克服できるかもしれないからです。

しかし原理を学び、原理を教育するような立場の人たちが、原理を知らない人たちと同じような落とし穴

にはまってしまうとしたら事は重大です。自分は原理を知っているということで、原理を知らない人たち

よりも正しい人間だと傲慢な思いに陥り、無意識のうちに相手を見下してしまいます。また自分の最初

に抱いた結論を正当化するために、原理用語を駆使し、自己正当化の理論を作りあげ、周りの人たち

まで巻き込んでしまいます。同時に他人の意見に一切耳を貸すことなく、頭ごなしに否定し、何が真実

なのかを客観的に見つめようとしません。そんな人たちには、原理で人を正しく導くことはできないし、

理想世界を作ることもできるはずがありません。
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多くの場合、最初に導き出した結論は、自分にとって心地よい、都合の良い結論であり、その結論を否

定することは、多大なる犠牲を払うことになってしまうのです。ですから自分を否定することが出来ず、

自己犠牲の道を行くこともできないため、最初の結論に執着し、真理を受入れることもできなくなるので

す。しかしその道は、真理を否定する道であり、神を裏切る道であり、自己愛の結果としてサタンの元

へと向かう、破滅の道です。そのことに気づくためには、まずは自分が導き出した結論を一旦捨ててし

まわなければいけません。そして自分の損得を忘れ、どこまでも客観的な立場に立って、真理に従う謙

虚な姿勢が要求されます。ただ神の願いに生き、神の願いを果たすために、100％自分を捨てることが

できれば、必ず正しい答えが見えてくるはずです。

ここで参考に、徳野会長が真のお父様の病床に行った時、どのような心情になり、どのような決意をさ

れたのかを見てみることにします。2016 年 10 月 16 日、盛岡家庭教会における出征式で語られた内容

（「世界家庭」2016.12/P.19〜）

「真のお父様の病室に入れていただいたとき、13本の管を体にお付けになったお姿に衝撃を受けまし

た。私はそのときはっきり分かったのです。お父様は間もなく霊界に行かれるだろうと。

そして次の瞬間に脳裏をよぎったのが、私自身ももちろん、どの食口も一度たりとも経験したことがない、

『お父様が地上におられない統一教会』の時代にいよいよ入るのだということでした。私は『信仰観を切

り替えなければならない』と思いました。

つまり、あまりにも真のお父様の存在感が強烈なので、どうしても、どちらかといえば真のお父様だけを

見詰めがちな信仰から、お父様を見詰めてきたのと同じ心情基準、信仰基準で、お父様の代身である

真のお母様を見詰めて歩んでいくという信仰に切り替えるということです。

真のお父様を慕うのと同じ信仰基準で、どこまで真のお母様を見詰めることができるのか、言い換えれ

ば、お父様が地上からいなくなられても、寂しく思わない心の状態を保つことができるのか。それが問

われる時代を、いよいよ迎えるのだと思いました。

そして、『地上においては、真のお父様中心の信仰の時代とも言うべき統一教会の歴史の第 1 章が終

わり、真のお母様中心の信仰の時代ともいうべき第 2 章が始まろうとしている。すなわち、統一教会の

第 2 幕が開けるのだ』と心に深く刻み込んだのです。」

この講演内容を見ると、旧統一教会、現家庭連合の会長である徳野会長は、真のお父様亡き後の教

会は、韓お母様が中心となるということを無条件受け入れ、その事実をいかに受け入れるかというところ

に信仰を立てたということがわかります。そしてその後の教会から発せられる指針も、韓お母様の言わ

れることを、無条件受入れることにのみ信仰を立て、韓お母様のみ言に疑義を抱くことは許されない状

態でした。たとえ韓お母様がご自分を「独生女」と言われたとしても、たとえ韓お母様が、「真のお父様

には原罪があったと」言われたとしても、無条件韓お母様の言われることを受入れることが信仰となった

のです。

会長である徳野会長が韓お母様を後継者として無条件受け

入れることに信仰を立てたように、家庭連合ではほとんどの食

口たちも、韓お母様を後継者として無条件受入れることに信

仰を立てるようになりました。そのため家庭連合では、韓お母

様こそが真のお父様の後継者であり、「独生女」であるというこ

とを正当化するため、真のお父様の都合の良いみ言のみを

引っ張り出しては、「独生女」神学を作り上げています。最初

に結論ありきで、その結論を正当化するための理論作りを行っ

ているのです。

後継者問題は、旧統一教会の分裂問題の中でも、最も核心的な問題です。旧統一教会が家庭連合と
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なり、ある意味自然な成り行きで韓お母様が権力を継承しましたが、真のお父様の御心は実際はどこ

にあったのでしょうか？

後継者問題を最初に結論ありきで考えるのではなく、神の願い、真のお父様の願いはどこにあるのか

を、何の先入観も持たずに、白紙の状態で考え、そこで得た結論を素直に受け入れる謙虚さが私たち

に求められているのではないでしょうか？

それではここで、家庭連合をはじめとして、それぞれの団体が主張している後継者の正当性を、改めて

比較してみることにしてみます。

※資料（二）2-1　審判回避プロジェクト　サンクチュアリ教会澤田地平教会長ブログ

　55  　徳野会長の独生女擁護の動機はお金

□徳野会長：真のお父様の病室に入れていただいたとき、13本の管を体にお付けになったお姿に衝

撃を受けました。私はそのときはっきり分かったのです。お父様は間もなく霊界に行かれるだろうと。

□徳野会長：そして次の瞬間に脳裏をよぎったのが、私自身ももちろん、どの食口も一度たりとも経験

したことがない、「お父様が地上におられない統一教会」の時代にいよいよ入るのだということでした。

私は「信仰観を切り替えなければならない」と思いました。

□徳野会長：つまり、あまりにも真のお父様の存在感が強烈なの

で、どうしても、どちらかといえば真のお父様だけを見詰めがち

な信仰から、お父様を見詰めてきたのと同じ心情基準、信仰基

準で、お父様の代身である真のお母様を見詰めて歩んでいくと

いう信仰に切り替えるということです。

□徳野会長：真のお父様を慕うのと同じ信仰基準で、どこまで真

のお母様を見詰めることができるのか、言い換えれば、お父様が

地上からいなくなられても、寂しく思わない心の状態を保つことができるのか。それが問われる時代を、

いよいよ迎えるのだと思いました。

□徳野会長：そして、「地上においては、真のお父様中心の信仰の時代とも言うべき統一教会の歴史

の第 1 章が終わり、真のお母様中心の信仰の時代ともいうべき第 2 章が始まろうとしている。すなわち、

統一教会の第 2 幕が開けるのだ」と心に深く刻み込んだのです。

　①韓お母様が第二教主であると語られたみ言

「伝統はただ一つ！ 真のお父様を中心として！ 他の誰かの、どんな話にも影響されてはいけません  。

先生が教えた御言と先生の原理の御言以外には、どんな話にも従ってはならないのです。今、先生を

中心としてお母様を立てました。先生が霊界に行ったならば、お母様（韓鶴子夫人）を絶対中心として、

絶対的に一つにならなければなりません。今、お母様が行く道は、お父様が今まで立てた御言と説教

集を中心として、行かなければならないのです。他の言葉を述べるのを許しません」（『祝福』1995 年

夏季号、68 ページ）

「これからは先生がいなくても、お母様一人でみ旨に何の支障もないというのです。…ですから、先生

が一人でいても真の父母様の代身であり、お母様が一人でいても真の父母様の代身です」（同 115－
116 ページ、1990.3.27）

「私は第一教主、お母様は第二教主です。」

（同 116 ページ、1990.5.6）
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「お母様を中心として皆さんが一体になっていかなければ

ならない時が来ました。もう先生がいなくても、お母様が代

わりにできる特権を許諾したというのです。…先生が第一

教主であれば、お母様は第二教主であると世界的に宣布

し、天地に宣布します」（同 116－117 ページ、1994.11.27）

———————————————————————————

家庭連合側がお母様の正当性を証明するために発表して

いるこれらのみ言を見ると、真のお父様は韓お母様を第二教主に任命し、韓お母様を中心にみ旨を進

めていこうとされているということがわかります。しかしもう一歩深読みすると、これらのみ言が語られたの

は、1990 年から 1995 年頃までであり、それ以降に語られたみ言はありません。逆に 1999 年 9 月 9 日

の 9・9 節宣布によって、母子協助時代が終わり、父子協助時代に入ることによって、それまでとは全く

逆のみ言が多くなりました。

「オモニはいなくてもかまいません。オモニはいくらでも探し立てることができます。」「父が母を通じて

生んだ息子が相続することの出来る時代が来るのです。」

「オモニが堕落したので外れるのです。」「お母様がどうして神様の夫人の位置に立つのですか？堕

落した女性として、どうして真の父母の夫人の位置に立つの？」

このように韓お母様は、第二教主どころか堕落した女性として、真の父母の夫人の位置に立つことはで

きないということを明確に語っておられます。同時に、父が母を通じて生んだ息子が相続すると語られ

ていることから見ても、韓お母様は後継者とはみなさず、息子が後継者になると語られているのです。

———————————————————————————

「今までの復帰歴史においては母子が協助してきましたが、母子協助時代が過ぎ去るのです。蕩減

の歴史は母子オモニと息子娘が犠牲となって復帰されましたが、9.9節を宣布して南北が統一される

運勢に入り、父子協助時代に入るのです。オモニはいなくてもかまいません。オモニはいくらでも探し

立てることができます。」　（み言葉選集 303巻 p264、1999 年 9 月 9 日）

「第一次、第二次大戦を終えて第三次時代へと越えながら、すべてを埋め尽くし、ついに整備されたカ

イン・アベル圏、聖霊を中心として霊的な準備を連結させて、実体的基準を中心とした再臨主と一つに

なって、母子協助時代から父子協助時代に転換するのです。そのためには母親がいなくならなけれ

ばならないのです。それゆえ、蕩減時代の母ではなくて、直接的時代の父が母を通じて生んだ息子が

相続することの出来る時代が来るのです。」

（家庭連合時代―主要儀式と宣布式　Ⅳ　1999 年 7 月―2001 年 1 月、父子協助時代宣言 2000 年 11
月 11 日、p602）

「母子協助時代を経て、父子協助時代に越えていくと言う事を宣布しました。その時が何時なのか？

2000年 11月 11日です。その日を宣布したのです。・・・・

父子だけが中心となって継代を受け継ぐことの出来る、この様な時代に入った事実を記憶する今日で

あることをお願いします。分かりますか？」

（統一世界、404 号 2004 年 10 月号、p32）

「最後にはオモニが問題となります。オモニが堕落したので外れるのです。そして父子時代に入るの

です。息子がオモニを呼び止めることができ、アボジもオモニを呼び止めることができるのです。」　　

み言選集 318巻 172 ページ 2000.03.06 <父子協助復帰時代>
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「お母様がどうして神様の夫人の位置に立つので

すか？堕落した女性として、どうして真の父母の

夫人の位置に立つの？真なる僕の夫人の位置に

すら立てず、追い出されて、それを殺してしまって、

それなのにですよ。そのような人を捕まえて神様

の夫人の位置に立てますか？そのような亡霊の

ような行動が何処にありますか？」　み言選集 614
巻 28 ページ <カインとアベルの戦略> 2009.7.12 
天正苑

※資料（二）2-2　TrueParents 　真の父母様を中心に一つになろう

　サンクチュアリ教会問題に対する我々の姿勢に関する集会で配布した資料（文書資料）

真のお父様の聖和後は、真のお母様を絶対中心として一体化すべきとき

「伝統はただ一つ！ 真のお父様を中心として！ 他の誰かの、どんな話にも影響されてはいけません。

先生が教えた御言と先生の原理の御言以外には、どんな話にも従ってはならないのです。今、先生を

中心としてお母様を立てました。先生が霊界に行ったならば、お母様（韓鶴子夫人）を絶対中心として、

絶対的に一つにならなければなりません。今、お母様が行く道は、お父様が今まで立てた御言と説教

集を中心として、行かなければならないのです。他の言葉を述べるのを許しません」（『祝福』1995 年夏

季号、68 ページ）

「アダムを中心として女性を創造した時と同じく、天の男を中心として女を再創造するのです。…世界

的女性完成圏を代表した一人を中心として創造するのです。それを成してこられたかたがお母様なの

です。先生の後にぴったりとくっ付いてきたのです」（『真の父母の絶対価値と氏族的メシヤの道』77
ページ、1992.7.1）

「これからは先生がいなくても、お母様一人でみ旨に何の支障もないというのです。今までは、女性が

天地を代表する摂理の代表者として立つことはできなかったのですが、父母の愛と一体的理想を中心

として、はじめてお母様を中心とする女性全体の解放圏が地上に宣布されたのです。…ですから、先

生が一人でいても真の父母様の代身であり、お母様が一人でいても真の父母様の代身です」（同 115
－116 ページ、1990.3.27）

「お母様は私の影のようです。ついてまわる影のようなので、私は実体をもった主体の教主であり、お母

様は対象の教主です。それで、私は第一教主、お母様は第二教主です。何を中心としてですか。愛を

中心としてそうだというのです」（同 116 ページ、1990.5.6）

「お母様を中心として皆さんが一体になっていかなければならない時が来ました。もう先生がいなくても、

お母様が代わりにできる特権を許諾したというのです。お父様がいないときは、お母様のことを思わな

ければなりません。…先生の代わりにお母様に侍る心をもち、祈祷もそのようにするのです。今までは

先生を愛してきましたが、これからはお母様を愛さなければなりません。…先生が第一教主であれば、

お母様は第二教主であると世界的に宣布し、天地に宣布します」（同 116－117 ページ、1994.11.27）

「先生が霊界に行ったとしても、お母様が地上にいれば、霊界と地上界の統一圏ができるので、いつで

もお母様がいる地上に来て一緒に暮らすことができるのです。今、統一教会のメンバーの中にそのよう

なカップルがたくさんいます。一緒に生活しているというのです。誰も知らないところで対話しながら、

『あなた、これはどうしましょうか』と言えば、すべて教えてくれるのです。『きょうはどこどこでこのようなこ
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とが起きるから注意しなさい。このような男性が現れてこのようなことがある』と言えばそのとおりになりま

す。そのようなカップルがたくさんいます。霊界に行ったとしても、地上にいる人と一緒に生活すること

ができるのです」（同、117 ページ、1993.10.15）

 

※資料（二）2-3
　★三代王権の正当性と家庭連合の過ちを正しく理解するための重要な観点と略史

———————————————————————————

「今まで蕩減復帰時代は母子協助時代でした。これからの天国時代は父子協助時代です。オモニの

意見が通らないのです。アボジの意見が絶対に通じるようになっているのです。」

（み言葉選集 311巻 p291、1999 年 9 月 13 日）

———————————————————————————

「今までの復帰歴史においては母子が協助してきましたが、母子協助時代が過ぎ去るのです。蕩減の

歴史は母子オモニと息子娘が犠牲となって復帰されましたが、9.9 節を宣布して南北が統一される運

勢に入り、父子協助時代に入るのです。オモニはいなくてもかまいません。オモニはいくらでも探し立

てることができます。」

（み言葉選集 303巻 p264、1999 年 9 月 9 日）

———————————————————————————

また、「国家時代を越えて、アボジを中心に連結された時、オモニではありません。これで一つになると

オモニは長子に任せるので父子協助時代になるのです。父子協助時代になると、ここで全て終わるの

です。」

（み言葉選集 314巻 p230、2000 年 1 月 5 日）

———————————————————————————

「第一次、第二次大戦を終えて第三次時代へと越えながら、すべてを埋め尽くし、ついに整備されたカ

イン・アベル圏、聖霊を中心として霊的な準備を連結させて、実体的基準を中心とした再臨主と一つに

なって、母子協助時代から父子協助時代に転換するのです。そのためには母親がいなくならなければ

ならないのです。それゆえ、蕩減時代の母ではなくて、直接的時代の父が母を通じて生んだ息子が相

続することの出来る時代が来るのです。」

（家庭連合時代―主要儀式と宣布式　Ⅳ　1999 年 7 月―2001 年 1 月、父子協助時代宣言 2000 年 11
月 11 日、p602）

———————————————————————————

「母子協助時代を経て、父子協助時代に越えていくと言う事を宣布しました。その時が何時なのか？

2000 年 11 月 11 日です。その日を宣布したのです。・・・・

父子だけが中心となって継代を受け継ぐことの出来る、この様な時代に入った事実を記憶する今日で

あることをお願いします。分かりますか？」

（統一世界、404 号 2004 年 10 月号、p32）

※資料（二）2-4
　■お母様に対する核心的アボジのマルスム

最後にはオモニが問題となります。オモニが堕落したので外れるのです。そして父子時代に入るので

す。息子がオモニを呼び止めることができ、アボジもオモニを呼び止めることができるのです。

資料：み言選集 318巻 172 ページ 2000.03.06 <父子協助復帰時代>

お母様がどうして神様の夫人の位置に立つのですか？堕落した女性として、どうして真の父母の夫人
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の位置に立つの？真なる僕の夫人の位置にすら立てず、追い出されて、それを殺してしまって、それ

なのにですよ。そのような人を捕まえて神様の夫人の位置に立てますか？そのような亡霊のような行動

が何処にありますか？

み言選集 614巻 28 ページ <カインとアベルの戦略> 2009.7.12 天正苑

今まで蕩減復帰時代は母子協助時代でした。これからの天国時代は父子協助時代です。オモニの意

見は通じません。アボジの意見が絶対に通じるようになっています。

資料：み言選集 311巻 291 ページ 1999.09.13 <父子協助時代>

それまで、オモニは絶対について来なければなりません。<中略>ですから、ここにいるお母様が自分

の考えを持って巣をつくれば問題が大きいというのです。先生はそこに引っかかりません。それを乗り

越えます。山を再び作るのです。今、完成時代に入って、お母様が責任を果たせなければ、お母様は

いくらでも後継者がいっぱいいるのです。

資料：み言選集 312巻 177 ページ 1999.10.15 <祝福を通した摂理

※資料（二）2-5　狐狸庵

　徳野会長の「真の父母様の一体不可分を示す８つの根拠」を公正、中立的な立場で見ましょう。

「伝統はただ一つ！真のお父様を中心として、他の誰かの、どんな話にも影響されてはいけません。先

生が教えたみ言と先生の原理のみ言以外には、どんな話にも従ってはならないのです。今、先生を中

心にしてお母様を立てました。先生が霊界に行ったならば、お母様を絶対中心として、絶対的に一つ

にならなければなりません。今、お母様が行く道はお父様が今まで立てたみ言と説教集を中心として、

行かなければならないのです。他の言葉を述べるのを許しません。」（「祝福」1995 年可記号、p68）

家庭連合は、このお父様のみ言葉を引用して、何を言いたいのか？

それは、「今、先生を中心にしてお母様を立てました。先生が霊界に行ったならば、お母様を絶対中心

として、絶対的に一つにならなければなりません。」と言う部分である。

しかし、家庭連合はこの文章の前後を全く無視しているのである。

お父様はお母様と信徒に、この文章を条件として付け加えました。「他の誰かの、どんな話にも影響さ

れてはいけない。お父様のみ言と原理以外には、どんな話にも従ってはならない。お母様が行く道は

お父様が今まで立てたみ言と説教集を中心として、行かなければならないのです。他の言葉を述べる

のを許しません。」もし、この条件に沿ったお母様の言動であるならば、問題はないのである。

しかし、この条件を示すみ言に照らし合わせれば、「お母様は天聖経を改竄し、コピペした真の父母教

を作ってはならないし、家庭盟誓の変更、天一国国歌の変更、原理講論の創造原理や堕落論の変更、

独生女論即ち、自己の無原罪誕生を主張したり、お父様の無原罪誕生を否定、１６歳の時に無原罪に

なり、メシアになったとメシアとしてのお父様を否定してはならない・・・その他。」という事である。

お父様が提示した条件に反している事をお母様がしていることが問題なのである。

また、家庭連合やお母様を支持する人々は下記に示す、お父様のみ言を引用して、お母様は、お父

様の「後継者」「お母様とお父様は一体化」である事を証明しようとし、信徒を混乱に陥れた。

お父様のみ言によると、「これからは先生がいなくても、お母様一人でみ旨に何の支障もないと言うの

です。・・・ですから、先生が一人でいても、真の父母の代身であり、お母様が一人でいても真の父母

様の代身です。」　（1990 年 3 月 27 日)
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「お母様は私の影のようです。ついてまわる影のようです。私は実体を持った主体の教主であり、お母

様は対象の教主です。それで、私は第一教主、お母様は第二教主です。」　（1990 年 5 月 6 日）

「私が死んでも（お母様には）統一教会を導くことができる能力もある。自分一代で、この複雑な恨の峠

をすべて清算するという決心が私よりもお母様がもっと強い。」　（1991 年 10 月 19 日）

「お母様は真の母になり、真の妻になり、真の娘になる。その三つをすべてしなければなりません。一

つするのも大変ですが、お母様はそれをすべて成し遂げました。」　（1992 年 7 月 10 日）

「霊界に先生が行ったとしても、お母様が地上にいれば、霊界と地上界の統一圏ができるので、いつで

も、お母様がいる地上に来て一緒に暮らすことが出来るのです。」　（1993 年 10 月 15 日）

「お母様を中心として、皆さんが一体になっていかなければならない時が来ました。もう、先生がいなく

ても、お母様が代わりにできる特権を許諾したというのです。」　（１ 994 年 11 月 27 日）

「真の父母というのは二組はあり得ません。」　（1995 年 1 月 1 日）

「お母様、表彰される。」　（1999 年 6 月 14 日）

ここに記されている日付を見ると、全て 1990 年代のお父様のみ言を引用したものである。この時期は

1990 年 3 月 27 日に第 31回「父母の日記念礼拝」があり、「女性全体開放圏宣布」があった。そして、

女性連合が出発し、1991 年 9 月に東京大会、その後、1992 年 4 月に、「世界平和女性連合」が創設

された。

つまり、お母様がお父様によって表彰されるまでの 10 年間に話されたみ言であり、お母様を励ますた

めにお母様や信徒に向けて話されたものである。決して、聖和が近づいた事に対する切実な準備とし

ての後継者を示すためのみ言ではない。その証拠を下記に述べる。

1999 年 6 月 14 日にお母様は表彰された。この表彰は「お母様の責任分担の母子協助時代７年路程

勝利、終了」の表彰であった。その勝利によって、次の、「父子協助時代」を迎えることが出来たのであ

る。

お母様の勝利の表彰後、1999 年 9 月 9 日 9次 9 分 9秒、お父様のみ言では「今までの、復帰歴史に

おいては母子が協助してきましたが、母子協助時代が過ぎ去るのです。蕩減の歴史は母子、オモニと

息子娘が犠牲となって復帰されましたが、9・9 節を宣布して、南北が統一される運勢に入り、父子協助

時代に入るのです。オモニはいなくても構いません。オモニはいくらでも探し立てることが出来ます。」

（み言選集 303巻 p264、1999 年 9 月 9 日）

また、翌年 2000 年 1 月 5 日のみ言では「国家時代を越えて、アボジを中心に連結された時、オモニで

はありません。これで一つになると、オモニは長子に任せるので父子協助時代に移るのです。」（み言

選集 314巻 p230、2000 年 1 月 5 日）

2000 年 11 月 11 日のみ言では「ですから、直接的に、完全な愛の種を家庭的に受けて、父と息子が直

系で連結されるのです。ここに、母親は必要ではありません。母子協助時代と父子協助時代は違うとい

うのです。絶対の愛ゆえに、神様が女性を抱いて出てきましたが、そこに、相対的に立つには、絶対服

従しなければならないのです。これはオモニに対する言葉です。」（456-465、2000 年 11 月 11 日）

※資料（二）2-6　　（※　資料（一）3-11　）

　家庭連合・教会成長研究院より「お母様はルーシェルよりも恐ろしい」の証拠写真提供
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　②文顯進様に祝福権を移譲するというみ言

文顯進様が原研世界会長として活躍されていた時、真のお父様も文顯進様を後継者として考えられて

いた時期がありました。その頃、2000 年頃語られたみ言を見てみると、

「父母様が、霊界の長子である興進君を呼んで、このように祝福された家庭を立て、一緒に統一的宣

言をすることによって、先生が祝福をしてあげるのではなく、今後は興進君が祝福をするのですが、興

進君がいなければ、顯進君がお父様の代わりに祝福できる時代になるのです。」（三時代大転換一体

圏統一祝福式のみ言　2000 年 9 月 24 日　）

『これから先生が興進君を中心として父子一致理念と、その兄と弟を中心として顕進君が父子一致理

念を中心として、祝福行事を天地で、どこでも、思いのままに行うことができる解放時代となります。』

（祝福移譲宣布式　2000 年 9 月 24 日天宙清平修錬苑）

このように文顯進様が祝福行事を行う時代になると語られています。

しかし残念なことに 2009 年の 9 月には、文顯進様は郭錠煥先生と共に、統一教会と懐を分かつことと

なりました。その時、統一教会の資産の 50～70％くらい、総資産 2兆ウォン（2000 億円）以上と言われ

る UCI 財団を手に入れ、多くの食口たちと共に出ていかれました。

2010 年 7 月 16 日、そんな文顯進様をもう一度真のお父様の元に連れ戻したいと、神山先生が文顯進

様と行動を共にしたことに対し、真のお父様に問い詰められている場面が残されています。神山先生

は「顕進様が帰ることだけを願ってやってきたことだと・・」と言われたことに対し、真のお父様は明確に、

「もう、ずうっと前に離れたんだよ。何十年前に。」と答えられています。同時に「今のところ、韓国にお

いて繋がっている者は、国進様と亨進様以外に誰もいないよ。」とも答えられています。この頃には真

のお父様にとっても、文顯進様はもうどうにもできない存在となってしまったということが感じられます。

これらの事実を見て分かることは、2000 年頃には文顯進様も、真のお父様の有力な後継者候補だっ

たのが、2009 年に統一教会を離れてからは、真のお父様にもどうすることもできない存在となってし

まったということがわかります。

※資料（二）2-7　 2010 年 7 月 16 日

　真のお父様が神山会長にボート上で語られたみ言葉

・・・・顕進様とか、あのお、顕進様とかね。

今のところ、韓国において繋がっている者は、

国進様と亨進様以外に誰もいないよ。
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それ以外の者は、外の者であって、内心の方に足を入れることはできません。

誰が先頭や？お父様や子供や？原理はどこから始まった？

顕進さんじゃないです。顕進さん。顕進さん。

国進様も亨進様も、三男でもないや。え？

おい、神山、あんたの名前が恥ずかしくないの？

神山先生「いや、わたしはただ、お父様がまた彼がお父

様のもとに・・・」

（遮って）

それ、先生のところで聞いてみなければならないじゃない

の？

神山先生「帰ってくることだけを願って」

誰が帰ってくるの？どこに帰ってくるの？

神山先生「顕進様がお父様のところに帰って・・・」

もう、ずうっと前に離れたんだよ。何十年前に。

神山先生「それがわたしに、はっきりわかればですね・・あの」

それがわからないのは、自分たちがわかるような立場にいないからであるよ。教会に入ってみて、ずっ

と過ごしてみな。

なんの一点も違う、違ったところに入って行きません。先生がアホっぽい者？ん？

神山先生「顕進様が帰ることだけを願ってやってきたことだと・・」

十年以上も離れているんですよ、今・・・別れたのは・・・そこがアホっぽい、それ。

神山先生「そこがわかれば、私は別に・・・」

そこがわかれば、そこがわからないよ。わからないなかで先生に聞いて、それを質問しないで。顕進様

とともに、なんだ？

なんだ、珍満（郭珍満）とか、何だ、珍肴とか、

ああいう者は、いくら立たせてもね、先生が彼らの下に追いついて、助けて頂戴とは死んでも言うことが

できません。ね、死んでも。

何故そういう者と手を繋いで行けるや？神山？

神山先生「ただ、お父様のところへ連れて来たかっただけなんです。」

連れて来たって、連れて、みんな連れて来られないじゃないの。

何年かかるや？一週間で解決する問題なのに何故できないの？

過ぎた、過ぎた者に任せておいておけば、消えていく。自動的に消えていく。

何も説明することも教育をする必要もない。自動的に消えていくよ。

歴史のごとく考えてみな。たくさんの統一教会の原理を賛同した者が、

過去に自分たちが正しいとして、今になって顔を、先生の前に立つ者、誰がいるや。

一匹もいないじゃないの。あ？

　③文亨進様が代身者・相続者

☆　2008 年 4 月 16 日　訓読会の御言葉

「今後、全部、私がしてきたことを代わりに任せようと思うんだね。

今、食口たちの中で信仰体験からしても何にしても、亨進の基準を超える人はいない。分かったか？

明らかだ。」
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☆　文亨進様世界会長就任式でのお父様の祝祷 2008 年 4 月 18 日

「ここに文亨進、李妍雅、ふたりの息子、娘が夫婦となり、きょう父母様の前に立って交代するこの転

換式において、代身者、相続者の権限を受け継ぐこの場となるふたりの息子、娘が真の父母の代表

として相続する権限を教えてあげることが、簡単でないことを知っている真の父母です。残された長く

ない生涯の最後において、彼らがあらゆる精誠を尽くし、万国の万民の前に、行くべき道はこうである

ということを教示できる一つの代身ポイントとなり、代身相続のポイントはああでなければならないとい

うことを各自、各家庭が悟り、幼児の時代から億万時代を超えても変わらない一心一体の代身者とな

り、勝利の王様、勝利の神様の自主権天国を受け継ぎ、解放、贖罪の天国の息子、娘として誇ること

ができ、息子、娘として自ら抱いて愛することができる、この亨進家庭となるよう、許諾してくださること

をお願い申しあげます。」

☆　2008太平聖代神文明平和祝福結婚式（２次）

2008 年 10 月 12 日、韓国の天城旺臨宮殿において、

「2008太平聖代神文明平和祝福結婚式（2次）」が、文亨

進・世界平和家庭連合世界会長ご夫妻の主礼で 21 か国、

242双の祝福家庭が誕生しましたしました。

☆　亨進様、戴冠式（韓国、ニューヨーク）3度の戴冠

（2009 年 1 月 15～31 日）

・2009 年 1 月 15 日、亨進様、戴冠式（韓国）「真の父母祝福」を伝授

・2009 年 1 月 30-31 日、亨進様、戴冠式（韓国、ニューヨーク）3度の戴冠

「天宙天地父母安息圏安着即位式において、真の父母様の祝福を伝授いたします。　アージュ」

☆　韓お母様擁立を企てる、奸臣金孝律補佐官の講演

2010 年 2 月 22 日、世界指導者総会の際の金孝律補佐官の講演

「お父様が文亨進様を後継者に指名した。文顯進様は、自分ではなく弟の文亨進様が真のお父様の

後継者として決定されたため、問題を起こしている。彼は文顯進様が後継者となった弟に対する嫉妬

心のために、5 年前からの分派の道を行く準備をしていた」と言った。

☆　真の父母様宣言（2010 年 6 月 5 日）

「万王の王はお一人の神様、真の父母様もお一人の父母、万世

帯の民も一つの血統の国民であり、一つの天国の子女である。天

宙平和統一本部も絶対唯一の本部だ。その代身者・相続者は文

亨進である。その外の人は、異端者・爆破者である。以上の内容

は、真の父母様の宣言文である　文鮮明印」

以上それぞれが根拠としているみ言を比較してみると、家庭連合

が主張する韓お母様を第二教主とするみ言は、1990 年 3 月 27 日

から 1995 年にかけて語られたみ言が根拠となっています。

この時期は、真のお父様がメシヤとしての使命を完遂し、女性時代

を迎え、韓お母様が女性連合を中心として、世界的に羽ばたいた

時期でした。

その後以下のみ言にあるように、母子協助時代を越え、父子協助時代を迎えました。

1999 年 9 月 9 日 9次 9 分 9秒、9.9 節の真のお父様のみ言

「今までの、復帰歴史においては母子が協助してきましたが、母子協助時代が過ぎ去るのです。蕩減

の歴史は母子、オモニと息子娘が犠牲となって復帰されましたが、9･9節を宣布して、南北が統一さ
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れる運勢に入り、父子協助時代に入るのです。オモニはいなくても構いません。オモニはいくらでも探

し立てることが出来ます。」（み言選集 303巻 p264、1999 年 9 月 9 日）

「母子協助時代を経て、父子協助時代に越えていくと言う事を宣布しました。その時が何時なのか？

2000年 11月 11日です。その日を宣布したのです。・・・・

父子だけが中心となって継代を受け継ぐことの出来る、この様な時代に入った事実を記憶する今日で

あることをお願いします。分かりますか？」（統一世界、404 号 2004 年 10 月号、p32）

このように、家庭連合が韓お母様を第二教主とするみ言が語られたのは 1990 年代であったのに対し

て、1999 年 9 月 9 日、9･9 節をもってして母子協助時代は終わり、父子協助時代が始まり、韓お母様

はいなくても構わない、韓お母様の意見は通らないということを真のお父様は明確に語られています。

文顯進様に祝福権を移譲するというみ言は、2000 年 9 月 24 日に語られており、この時期は文顯進様

が「世界大学原理研究会」（W-CARP）会長に就任（2000 年 3 月 31 日）し、後継者として頭角を現して

きた時期でした。

2008 年以降、真のお父様は文亨進様家庭をして、代身者・相続者であることを幹部たちの前で何度も

確認し、祝祷も与えられました。さらには真のご父母様以外には行ったこともない祝福式の主礼までも

任され、戴冠式も 3度も行われました。そして 2010 年 6 月 5 日の真の父母様宣言では、文亨進様が

真のお父様の代身者・相続者であることを、

後世にまで残るように天下に高らかに宣言されました。

このように見てもわかるように、それぞれのみ言

は、それぞれの時代背景をもって語られたみ言

です。しかし遺言の場合でもわかるように、最終

的に有効な遺言は最も新しいものであり、一度

遺言が書き換えられたら、古い遺言は無効に

なってしまいます。真のお父様の後継者に関す

るみ言も、それと全く同じことが言えます。その

時々の摂理の進展にともなって、真のお父様の

後継者も韓お母様、文顯進様、そして文亨進様

という形で改められてきました。そして最後に指名された文亨進様こそが正当な後継者で間違いありま

せん。いみじくも韓お母様を立て、教会の実権を握ろうとしていた金孝律補佐官が、2010 年 2 月 22 日

の世界指導者総会の際、「お父様が文亨進様を後継者に指名した。」と明確に語られていることから見

ても明らかな事実です。

それが文亨進様、文國進様が自分たちに懐柔しなかったため、真のお父様の遺言ともいうべき後継者

指名を握りつぶし、教会から追放されるように仕組んだものと思われます。まさしく韓流時代劇でよく見

る、王命を握りつぶし、自分たちに都合の良い後継者を立て、権力を握ろうとする奸臣や皇太后の姿

そのものと言えます。

※資料（二）2-8　2008 年 4 月 16 日

　今後、全部、私ががしてきたことを代わりに任せよう

2008 年 4 月 16 日　訓読会の御言葉

アボジ：先生の息子たちの中で、教会を誰に任せなければならないと思うの？

郭錠煥？
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郭錠煥：既にお父様が宣布されたとおりです。

アボジ：ん？

郭錠煥：既にお父様が宣布されたとおりです。亨進様が引き継がれたかと。

アボジ：ん？

郭錠煥：そのように既にお父様が話されましたかと。

アボジ：何と言ったの？

郭錠煥：亨進様が引き継がれたと言いました。。

アボジ：亨進、亨進。

アボジ：うん。そうでなければならないというんだね。

あれはそのためにたくさん勉強したんだね。質問もたくさんしたよ。

あいつは恐ろしいよ。計画どおりにするよ。

たくさんの人をこれから育てていくのは難しいとは思っているんだね。

水平に横並びにならなければいけないが、下から上へと、高い基準で水平に並ばなければいけない。

低い基準で水平じゃ困るんだよ。性格だよ、先生の血がそうだよ。

中以上でなければ行かない。

うん。そうでなければその事を捨ててしまうよ。最初からしない。

まあ、あいつも、本はたくさん読んだし、勉強もたくさんしたんだね。

仏教についても、全ての事にとても苦労したというんだね。７年間でね。

それじゃあ、教会を亨進に任せなければならないの？

誰に任さなければならないの？　ん？

郭錠煥：既に決定されたかと思いますが。

アボジ：まだ準備しているのであって、決定していないんじゃないの？　準備中なの？決定なの？

アボジ：それで、牧会の素質があるや？ないや？

郭錠煥：はい。今よくやっていらっしゃいます。

アボジ：黄善祚?
黄善祚：よくやっていらっしゃいます。

アボジ：よくやっている、神様から見て、こうでなければならないとして、うまくいくという、その基準を中

心として、よくやっているという話じゃないの？尹晶老は？

尹晶老：よくやっていらっしゃいます。

アボジ：その次に、そこの天道教の人も。亨進を知っているの？

天道教：はい。

アボジ：好きか？

天道教：はい。

アボジ：劉正玉？

劉正玉：はい。

アボジ：皆、好きなんだね。じゃあ、今後、世界的な責任を任せるか？韓国の責任を任せるか？聞いて

いるんだ。

出来ない事はなく、出来ないものはない。先生は 27 歳から平壌に入って、実力ある牧師たちの話をみ

な聞いて回ったから。

亨進は今何歳だ？28 歳くらいか？

黄善祚：もう 30 歳になりました。

アボジ：30 歳になったのか？そうか、そうか。それじゃ、今日の日付けで全世界に、今後・・・

彼は英語、イタリア語、フランス語など、７ヶ国語ができるから。

何処に行こうと１ヶ月もあれば、自分が勉強すればもう全部・・・

それだから、あまりにも熱心にやってぐったりくるから、心配なんだね。

よくやった、よくやったと任せず、皆で請け負って後ろだてしなければならない。
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何日何日と全部休まないといけない。

黄善祚が教会を担当しているんだろう？

黄善祚：世界宣教韓国は私が任せていただいておりますが、本部長

は郭錠煥会長です。

亨進様が受け負ってくださったらいいと思います。

亨進様が担当されたらいいかと。

アボジ：だから、韓国を、、アメリカに行っても日本に行ってもそうだろ

う。

アメリカへ行けばうまくやるだろう。自分の故郷だからいいだろう。アメリカに関心が多いだろう。

時間があれば、アメリカに行こうとそうする。

アメリカ関係、外国関係に関心が多い。

アボジ：今、この時間を中心にして、全部、全ての指揮系統を一つの系統にしなければならない。

統一教会全体において　世界や韓国でも

中心（の役割が）がどんどん大きくなるから。

今後、全部、私がしてきたことを代わりに任せようと思うんだね。

今、食口たちの中で信仰体験からしても何にしても、

亨進の基準を超える人はいない。分かったか？明らかだ。

自分の兄弟たちが多く助けるだろう。

国進も協助するだろうし、顕進も、外国に行っているから、

協助して、ここにいる人も協助して。

36 家庭も全部皆よく理解してあげて、

古参の先輩たちも寄り集って、そうできるように…。

それで、今日の日付で任命するんだよ。

 

※資料（二）2-9　2008 年 4 月 18 日

　文亨進様世界会長就任式でのお父様の祝祷

ここに文亨進、李妍雅、ふたりの息子、娘が夫婦となり、きょう父母様の前に立って交代するこの転換

式において、真の父母に侍ったように、その侍った位置にすべてのものを代表して迎えることができ、

代身者、相続者の権限を受け継ぐこの場となるので、エデンにおいて堕落していない息子、娘を祝福

してあげ、感じることができなかった心情圏を再び受け継ぎ、第四次アダム圏の理想天国の時代として、

解放釈放を自分の主張どうりすることができ、神様を中心として万事を治めることのできる時代へ進入

することのできる時代まで連結してくださることを、お父様、懇切にお願い申し上げます。

ふたりの息子、娘が真の父母の代表として相続する権限を教えてあげることが、簡単でないことを知っ

ている真の父母です。残された長くない生涯の最後において、彼らがあらゆる精誠を尽くし、万国の万

民の前に、行くべき道はこうであるということを教示できる一つの代身ポイントとなり、代身相続のポイン

トはああでなければならないということを各自、各家庭が悟り、幼児の時代から億万時代を超えても変

わらない一心一体の代身者となり、勝利の王様、勝利の神様の自主権天国を受け継ぎ、解放、贖罪の

天国の息子、娘として誇ることができ、息子、娘として自ら抱いて愛することができる、この亨進家庭とな

るよう、許諾してくださることをお願い申しあげます。

三代で、信俊という子女を中心として、父母様も、父母も、統一家が

一つの心で因縁が結ばれ、関係が結ばれるすべてが、この子女た

ちから新時代、四次息子の心情圏の峠を越え、父母達の責任、国

の責任、世界、神様の責任まで加重したその峠を越えていくにおい
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て、父母として保護し、囲いになってあげ、自由環境で代わりに相続権限を引き継ぐようにしてあげら

れる、自由平和の解放的還元の園となるよう、許諾してくださることを懇切にお願い申し上げます。

そうすることによって、霊界は今、カインとアベルに分かれたものを、今まで弟、興進が父母様と共に相

対的世界を備えてきましたが、今、孝進が逝くことによって、先祖世界の未知の環境にいる彼らを、興

進君が治められなかったものを、兄の立場で、深天開放苑忠孝開門主の名をもって真の父母様の内

外のすべてのものを備えて天上世界に行き、治められなかった興進君の立場が、兄と一つになって一

体圏を成し、地上再臨を促進化させうる祖国光復の時代に向かって展開するこの全体の上に、霊肉界

が一致和動し、統一と解放と愛の綱をもってこの峠を越えることができるよう、許諾してください。

そうしてこそ、神様が彼らとともに訪ねてきて、この地上でご自分の主権どおりにできる真の父母の栄光

を現し、真の子女たちの未来の栄光を十分に現し、主人となられ、王の中と王となって治めることがで

きますので、全体、全般、全権の主人の王として君臨できるように準備し、日時を短縮し、早めてくださ

ることを、真の父母は、懇切に、懇切に、懇切に願い、望みながらご報告申し上げ、このふたりの息子、

娘が行く未来を、お父様が受け持ち、指導してください。

アージュ、アージュ、アージュ。

旧約時代、新約時代、成約時代、第 4次アダム心情圏世界の王権を樹立することができる家庭的夫

婦となられることを祈ります。アージュ

※資料（二）2-10
　2008      太平聖代神文明平和祝福結婚式（２次）

2008 年 10 月 12 日、韓国の天城旺臨宮殿において、「2008太平聖代神文明平和祝福結婚式（2次）」

が盛大に挙行されました。

文亨進・世界平和家庭連合世界会長ご夫妻の主礼で 21 か国、242双の祝福家庭が誕生しましたしま

した。

※資料（二）2-11　文亨進様説教

　亨進様、戴冠式（韓国、ニューヨーク）  3      度の戴冠（  2009      年      1      月      15  ～  31      日）

・2009 年 1 月 15 日、亨進様、戴冠式（韓国）「真の父母祝福」を伝授

・　　　1 月 30-31 日、亨進様、戴冠式（韓国、ニューヨーク）3度の戴冠

「天宙天地父母安息圏安着即位式において、真の父母様の祝福を伝授いたします。　アージュ」

※資料（二）2-12　文亨進様説教

　三代王権（二代亨進様・三代完成者信俊様）の正当性を理解する３

2004 年 5 月 10 日御聖誕された信俊様について、アボジはこのように言っておられる。

「ついに生まれた！！ 先生でさえもお前たち夫婦（亨進様・ヨナ様）にこの孫が生まれるとは思いもしな

かった。」

と言われた。

私が息子娘を愛せなかったので、今、孫を愛しているというのです。

それが末っ子の息子です。一人しか残っていません。
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亨進しか残っていないのです。

皆、ひっかかっていくかもしれない立場にいるのです。

その亨進は、義母が先に逝きました。

オモニがいない中でも…。オモニがいません。

オモニも、今、統一教会でオモニの責任を果たしていない立場において自分がしなければならないも

のが幾重にも残されているのです。

ハーバード大学院の歴史科に入ったが諦めて、これから博士(過程)
までしようとすれば、

8 年の歳月が、7 年、5 年以上の歳月をかけなければなりません。

私は博士はするなと言いました。その博士(過程)が終わるのが今から

5 年です。

5 年。8 年の前に終えろと言いました。

3次時代にはお前(亨進）が宗教界の全てを知って

てっぺんで捕まえてひっくり返さなければならないという命令をしてい

るのです。

郭錠煥(カク・ジョンファン)！「はい」

どこのどの息子にできなくても、そのような命令をすることができる人を育てていることを知らなくてはい

けません。

「はい。」わかりましたか？「はい。」

中間の輩はみな、傷(あら、欠点)があります。傷があります。

先生自身も離婚しただろう。傷があるだろう？

聖進も傷があるだろう？孝進も傷があり、

興進は霊界に行って、顕進もそうだ。自分の勝手にするだろう？

そうかそうでないか？國進も勝手にしただろう。

勝手にやっていない息子（は亨進だけ）…。

先日、父母様が講演をした時に、霊界の現象を体験した時に亨進がまっさきに走ってきて私をしっかり

と捕まえて抱いて、回生（蘇生）して話をするまで守っていた事実！

あいつは大きくなるにつれ、オモニ、アボジが寝ている布団に入って寝ると、そうしました。

息子娘たちを信じられないが、それでも望みをかけている息子です。

また何でも霊界に(霊的に)早いです。興進君にも会って、栄進も会いました。

呼べば会って相談します。

幼い頃からハーバードの先生が自分を管理しましたが、間違った日には、間違いなく聖日になる時に

来れば、ドアを閉めてしまい入れなくします。

霊的に鋭いのです。何か間違っていれば必ず

「こいつ、これほど悪かったのに、ここに入ってこようとするのか？」と、知っているのです。

十二人の息子娘、十三人、皆断ち切れました。一人残ったのは亨進しかいません。

亨進も実に…。

名前をつけるのもだね、これは名前を勝手につけるのではありません。

信八、信萬、信宮、これを見ると八萬宮です。
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「闕（けつ）」の字 信闕（しんけつ）にすれば、「八萬宮闕」になります。

それはあまりにもみ旨を知っている人として世の中を押しのけるための自画自賛する言葉になるので、

それで「俊傑・俊」の字、信俊と付けました。

信俊。「闕」の字にすれば八万宮闕！

選集 489-24.2005.5.25　清海ガーデン安侍日訓読会

※資料（二）2-13
　韓お母様擁立を企てる、奸臣金孝律補佐官の講演

（摂理的葛藤に対する真の視角と理解　３）真の家庭に起こっている問題と

その原因）より

2010 年 2 月 22 日、世界指導者総会の際の金孝律補佐官の講演

「お父様が文亨進様を後継者に指名した。文顯進様は、自分ではなく弟

の文亨進様が真のお父様の後継者として決定されたため、問題を起こし

ている。彼は文顯進様が後継者となった弟に対する嫉妬心のために、5 年

前からの分派の道を行く準備をしていた」と言った。

※資料（二）2-14　2010 年 6 月 5 日

　『真の父母様宣言』

「万王の王はお一人の神様、真の父母様もお一人の父母、万世帯の民も一つの血統の国民であり、

一つの天国の子女である。天宙平和統一本部も絶対唯一の本部だ。その代身者・相続者は文亨進で

ある。その外の人は、異端者・爆破者である。以上の内容は、真の父母様の宣言文である　文鮮明印」

　④三代王文信俊様

御父様は新しくお生まれになったお孫様をご覧になっ

たあと「この子ではない、先生が待っている孫が生ま

れてこないと。」と仰っていました。

しかし 2004年5月10日（陰暦 3.22）にお生まれに

なった信俊様をご覧になり「ついに生まれた!!　先生で

さえもお前たち夫婦にこの孫が生まれるとは思いもし

なかった。」とたいそう喜ばれました。

真のお父様の晩年、ご父母様の周りには常に文信俊

様がおり、ご父母様と常に行動を共にしておられたの

は誰もが知るところでした。そして文信俊様こそが、真のお父様の業績を継ぐ 3 代王となることも、既存

事実として疑う者は誰もいませんでした。しかし今、文信俊様のいなくなった家庭連合では、文信俊様

の後継問題さえも否定する立場をとっています。

真のお父様が後継者として指名された文亨進様は、文信俊様の親ということもありますが、「他の子女

様たちには引っかかるかもしれない傷があるが、文亨進様だけは何の傷もない。」と真のお父様が

おっしゃられるように、唯一後継者としてふさわしい子女様であることを強調されておられます。また、
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「今、食口たちの中で信仰体験からしても何にしても、亨進の基準を超える人はいない。」として文亨

進様に教会を任せることを、幹部たちに確認を取りながら納得させていたこともありました。

このようにして真のお父様の後継者として立てられた文亨進様は、あくまでも自らは三代王文信俊様に

繋ぐための役割であることを自覚し、2015 年 5 月 24 日にはサンクチュアリ教会において、「三大王権

完成者相続の為の特別の儀式」が行われました。

※資料（二）2-13
三代王権（二代亨進様・三代完成者信俊様）の正当性を理解する３

2004 年 5 月 10 日御聖誕された信俊様について、アボジはこのように言っておられる。

「ついに生まれた！！ 先生でさえもお前たち夫婦（亨進様・ヨナ様）にこの孫が生まれるとは思いもしな

かった。」

と言われた。

 

※資料（二）2-15　2015 年 5 月 24 日

　三大王権完成者相続宣布式（仮称）

2015 年 5 月 24 日、三大王権完成者相続宣布式（仮称）が行われ信俊様が後継者として相続されまし

た。

5 月 24 日、イエス様－アボニム－亨進様－信俊様と繋がる

後継者相続の為の、特別な儀式と祝祷（祈りの油塗り）が行われました。

ご子女様を一人ひとり祝福された後、最初に 4 人の御子女様が信俊様に敬拝され、次にヨナ様も信俊

様に敬拝を捧げるられるという天の伝統確立の為の、特別な儀式となりました。

これにより永遠に滅びることの無い天の宗家が宣布されたといえるでしょう。

3  、韓お母様の独生女宣言

2014 年 7 月 1 日の真のお母様の訓読会で、韓お母様は統一教会における歴史的宣言『独生女』宣

言を行いました。前出『独生女』宣言を読んでわかるように、韓お母様がご自身を『独生女』であると言う

根拠は、

81

http://spfjpn.com/moon/handok/
http://h2fanclub.blogspot.jp/2015/05/2015524.html


①『腹中教』教祖許孝彬の母親がなさった祝祷。

②韓お母様は、胎中にいる時から『血統転換』されていた。（お母様の家系は三代が一人娘だった）

ということに集約されます。あとは、『皆さんがこのこ

とを信じなければなりません。』と言って、信じること

を強要しています。

この宣言を聞き、最初は教会の方針としては、韓お

母様の『独生女』宣言を、何とか隠そうとしていまし

たが、韓お母様はことあるごとにそのことを強調され

るようになったため、今度は逆に『独生女』宣言を

正当化するための理論構築をするようになり、理屈

に合わないおかしな原理が教育されるようになって

きました。

その後も韓お母様は、自らは『独生女』だということを何度も強調され、2016 年の 2 月には、教会の元

老食口や、日本人公職者向けの再臨論を語られました。

その内容を要約すると、

・イスラエル民族は、4000 年かけて独生子を求め、イエス様を迎えられた。

・イエス様は結婚できなかったため、キリスト教は 2000 年の歴史を通し独生女を探し、イエス様は子羊

の婚宴を行うため再臨すると言われた。

・イエス様によって独生子の位置は残っていたため、お父様は 16 歳の時にイエス様から独生子の位

置を引き継がれた。

・肉親を持って生まれる再臨主を待つ神霊的な団体に因縁づけられた 3 代が、李龍道牧師と李浩彬

牧師の祝祷を受け誕生されたのが韓お母様であった。

・サタンが「赤ん坊よ。この堕落した世界の最後に神様が探すべき独生女だから殺す」と言って、韓お

母様を殺そうとした。

・4000 年間にわたるイスラエル民族の蕩減摂理を通じてイエス様を誕生させたように、韓お母様もそう

いう立場で生まれたので原罪がない。

・監獄に入っていた許孝彬氏のお母さんが韓お母様を呼び出し、「宇宙の母になる」と祝祷した。

・趙氏ハルモニは韓お母様に「お前の父親は神様だ」と言いました。韓お母様の肉身の父母は乳母だ

というのです。

・BC800 年から 400 年の間に東夷族を通した韓氏王朝があった。

・1960 年に池承道ハルモニを通じて多くの霊界の話が語られ、「宇宙の

母になる方は韓氏でなければならない」と語られた。

・韓国が 6.25動乱で焦土化していた時に大邱で、通り過がりの道人が大

母様を見て「奥さん、この子は息子が 10 人いたとしても羨ましくない子供

です。だからよく育てなさい。16 歳になったら嫁に行く。夫になる人は年がちょっとある。しかし金持ち

だ。」と言われた。

このようなことを語られながら、自らは『独生女』であることを強調されました。

さらには 2016 年 12 月 25 日、「真のお父様は原罪を持って生まれた」とついに明言され、「真のお父

様には兄弟たちがいる」ということがその根拠だと言われました。同時に韓お母様は聖婚前から原罪が

無かったことを強調され、元老牧会者達に 40 日修練をもう一度させ、韓お母様の再臨論を徹底させる

ようにとの指示を出されたとのことです。

ここで一度、『独生女』の定義について考えてみます。
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韓お母様が語られる『独生女』とは、イエスを指すと

ころのメシヤとしての『独生子』と同義語で、女性メ

シヤを意味していると思われます。

この『独生女』とは、家庭連合でも真のお父様も何

度も使われていると言っていますが、真のお父様

が使われる『独生女』とは、『独生子』の相対として

の『独生女』であり、韓お母様の語られる『独生女』

とは意味が全く異なります。

———————————————————————————

「では、イエスはひとり子となりましたが、ひとり子に相対できる独生女がいましたか？救援歴史は復

帰であると言いました。独生女はどこにいますか？堕落した奴です。堕落した奴。」　 出典：み言選集 

394巻 36 ページ 2002.10.06 <絶対信仰・愛・服従と祖国光復の道>

「『神様の長男が生まれたというのです。しかし、ひとり子は生まれましたが独生女はいませんでした』

独生女がいますか？サタンが奪っていきました。これを探さなければなりません。アダムの相対をア

ダムに似せて創造したものを失ってしまったので、アダムのために創造されたものを失ってしまったの

で、アダムが探してこなければなりません。」　 出典： み言選集 346巻 60 ページ 2001.06.21 <神様王

権即位と真の父母>

再創造の歴史の中で独生女はどのようにして探すのか？独生女はアダムによって再創造されなけれ

ばなりません。神様がアダムの肋骨を取って配偶者を創造されたという事実に注意しなければなりませ

ん。

———————————————————————————

韓お母様が自らを『独生女』であると宣言されていることは、ある意味で正しいと言えます。しかしそれ

はあくまでも、真のお父様の語られる、『独生子』の相対としての『独生女』という意味でです。

『独生子』の相対としての『独生女』は、真のお父様によれば、「救援歴史は復帰であると言いました。

独生女はどこにいますか？堕落した奴です。堕落した奴。」「独生女はアダムによって再創造されなけ

ればなりません。神様がアダムの肋骨を取って配偶者を創造されたという事実に注意しなければなり

ません。」と語っているように、『独生女』は「堕落した奴」であり「アダムによって再創造されなければな

りません」とあります。つまりもともと原罪を持って生まれた女性を、原罪のないアダム『独生子』が復帰

し、再創造しなければいけないと語られているのです。

韓お母様は『独生女』で間違いはないでしょう。ただそれは、『独生子』の相対としての『独生女』という

意味でです。韓お母様が自らを『独生女』と証明するために語られる証も、実際『独生女』と証すための

啓示的なものだと思います。真のお父様も、李龍道牧師と李浩彬牧師も、許孝彬氏のお母さんも、池

承道ハルモニも、大邱の通り過がりの道人も、韓お母様

を『独生子』の相対としての『独生女』として祝福を与え

たもので間違いないでしょう。にもかかわらず韓お母様

は、自分は女メシヤとしての『独生女』だと思い込んでし

まいました。天使長たちが韓お母様を利用しようと、長

い年月をかけて囁き、誘惑してきたため、韓お母様もそ

の気になってしまったのでしょう。

この違いは、天と地の違いにも相当するほどの、大きな

間違いです。『独生子』の相対としての『独生女』と理解

していたら、韓お母様もその分を越えることなく、真のお
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父様の後継者をご子女様に任せ、自らは表に立つことなく、母子協助に徹することもできたかもしれま

せん。

それが人類歴史 6000年の結実としてのメシヤ『独生女』と思い込んでしまったために悲劇は起こりまし

た。「私は神だ」「私は生まれたときから無原罪だった」と思い込み、さらには「真のお父様は原罪を持っ

て生まれた」とまで言うようになってしまいました。その結果、真のお父様と御聖婚されてからの 50年余

りの精誠はすべて失われ、歴史上女性として最高の栄えある立場、真の母としての位置も失われてし

まいました。それどころか神の御旨に反逆する者として、神と真のお父様にとっての一番の恩讐となっ

てしまい、サタンよりも罪深い立場にまで堕落してしまったかもしれません。自分だけではなく、真のお

父様に生涯をかけて従ってきた、神の聖徒たちをも惑わし、自分と同じ地獄へと引きずり込もうとしてい

るのです。

真のお父様から祝福の権能を相続されていないにもかかわらず、真のお父様が決して許さなかった祝

福までも与えるようになりました。それはサタンの讒訴

条件の残る祝福であり、神の血統への血統転換の行

われない、サタンの血を引き継ぐだけの一般の結婚と

同じです。統一教会の食口たちに偽りの聖酒を与え、

真のお父様に接ぎ木された血統を、もう一度サタンの

血統へと接ぎ木しなおしました。さらには聖塩、聖土を

与えることにより、死後もその肉体をサタンに主管され

るように呪縛を与えています。

これらは全て、韓お母様が自らを女メシヤ『独生女』と思い込んでしまったことによる悲劇です。たったこ

れだけのことで、多くの聖徒たちを地獄に引きずり込もうとしているのです。

ノア家庭でのハムの過ちのように、アブラハム家庭でのアブラハムがハトを裂かなかった失敗のように、

モーセ路程で 12 人の斥候のうち 10 人が不信仰な報告をすることで、後に 10 の部族が滅んだように、

イエス様を受入れるべきだった洗礼ヨハネが、イエス様に従わなかったために天国でもっとも小さきもの

となったように、韓お母様のほんの小さな思い込みにより、多くの聖徒たちを巻き込み、地獄への道を

ひた走っているのです。

しかしここまで韓お母様の真のお父様への裏切りがはっきりした今でも、韓お母様を盲信し続ける家庭

連合食口たちにも、残念ながら責任はあります。韓お母様を信じるか信じないかは、あくまでも本人の

責任分担です。本人が原理を学び、真のお父様のみ言を研究し、情報を収集し、何が真実で何が偽

りかということを、自分の人生をかけで追求しなければいけません。韓お母様やアベルが言うから無条

件正しいなどというのは、小学生レベルの信仰です。何の努力もしないで、後から韓お母様に騙された、

教会幹部たちに騙されたなどと言っても、そんな言い訳は通用しません。

今の時代、求めればいくらでも正しい情報を手にすることができるからです。

しかし純粋で、疑うことも知らない一般食口たちに、間違った指導を続ける教会指導者たちは、最も罪

が重いと言わざるを得ません。教会幹部や教職者たちの多くは、自分で原理的に、何が真実で何が偽

りなのかを判断する能力はあるはずです。無かったとしたならもちろん指導者失格です。原理のわかっ

ている指導者たちは、韓お母様も、家庭連合も間違っていることは重々承知しているはずです。それ

にもかかわらず韓お母様の指示を守り、牧会を続けるというのは、教会を追い出されたら、自分の生活

が成り立たないという自己保身からきているのではないでしょうか？もしそうなら、信仰者としてはもちろ

ん、人として最低です。自分の生活のために、間違っていることを知りながらも、間違った指導、嘘をつ

き続けるのですから、それは確信犯でしかありません。今一度自分を振り返り、神様の願いを祈り求め、

今自分は何をなすべきかを真剣に考えなければいけません。そして結論が出るまでは、何もしてはい

けません。確信が持てるまでは、行動に移してはいけないのです。間違った行動を行ったら、その結果
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また多くの人たちを巻き込んでしまい、さらに罪を重ねるだけです。

真剣に神に祈り求めたら、必ず神は答えを与えてくれるでしょう。

神を信じ、神に委ね、信仰の原点に戻るべき時が今の時と言えることでしょ

う。

※資料（二）3-1　2016年 2月 24日

　■韓お母様の再臨論

2016年 2月 24日韓国元老食口対象の再臨論

2016年 2月 15日日本人公職者向けの再臨論

1. 2016年 2月 24日　韓国元老食口対象の再臨論

■「私も原罪がない」「サタンと関係のない独生女」

復帰摂理をされる天がイスラエル民族という民族を立て、４千年かけて独生子、我が息子だという独生

子を出現させたのは、どれだけ大変だったことでしょうか。

蕩減復帰摂理路程において探さなければならない人間の責任は真の父母となる位置です。独生子の

位置だけでは駄目です。サタンと関係のない独生女の位置がなければなりません。原理講論に出てい

ない言葉です。キリスト教２千年の歴史は独生女を探してくる摂理歴史です。イエス様が逝かれる時に

何と言いましたか。「再び来る」ということでしたが、再び来て何をすると言われたのかというと、子羊の

婚宴、即ち結婚すると言ったのです。男が独りで結婚できますか。女が必要です。

このキリスト教２千年の歴史は平坦ではあり得ませんでした。中心を知りませんでした。天の摂理を知ら

なかったのです。全て枝葉です。独生子の位置は残っています。それゆえお父様は 16歳の時にイエ

ス様から独生子の位置を引き継がれたのです。

この神霊的な団体は真の父母になるには肉身を持って来るべきであって、霊的だけでは駄目ではな

いですか。肉身を持って来られる再臨メシヤを待ちながら準備し、精誠を捧げました。そこに因縁づけ

られた３代が、篤信的なキリスト教の基盤の下に、当時の神霊的な李龍道(イ-ヨンド)と李浩彬(イ-ホビ

ン)牧師、平壌を中心として活動していた李浩彬牧師の主礼により善男善女として天が祝福した子女を

産むだろうとの祝祷を受けながら結婚して誕生したのが私です。私が生まれた時にサタンが現われて

私を殺そうとしました。「お前が生まれることによって私が死ぬようになった。亡びるようになった。だから

私はお前を生かしておくことができない。殺さなければならない。赤ん坊よ。この堕落した世界の最後

に神様が探すべき独生女だからだ」というのです。この言葉は、私は堕落と関係ない立場、即ち４千年

間にわたるイスラエル民族の蕩減摂理を通じてイエス様を誕生させたように、私もまたそういう立場で生

まれたので原罪がないのです。そのことを皆さんは知らなければなりません。私だけが知っている秘密

もあります。しかし独生女という立場であることは明らかだったというのです。

その時に 38度線で国が分断され、1950年には 6.25動乱が起きましたが、その頃、許孝彬という人と

同じ監獄におられました。許孝彬氏を見て、「全てを否定して一旦（監獄を）出よ」とのメッセージを書い

て送っている中でお父様が災難に遭われました。その集団は再臨メシヤを迎える準備をしてきた集団

でした。

その時にそのお方が監獄に入るようになるので、その母が身代わりにその位置を守ったのです。その

時の私の年齡が６歳でしたが、私を呼び出し「宇宙の母になる」と祝祷したのです。
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ところで、趙氏ハルモニは私に「お前の父親は神様だ」と言いました。私の肉身の父母は乳母だという

のです。「お前の父親は神様だ」と言うのです。

我が国の５千年の華麗なる文化の中で、歴史の中で、高句麗がほぼ千年にわたり続きました。その高

句麗が滅亡して高麗が興る時には高句麗の「句」を取って高麗としました。高麗が滅亡して李氏朝鮮

が興る時には古朝鮮の華麗だった草創期の朝鮮だとして、名前を付けました。それでは何故、解放と

共にこの国に付けられた名前が韓国なのでしょうか。この国の運命は天の摂理の中でなされてきたとい

う結論です。何故なら、独生子、独生女が誕生する国だからです。BC800年から 400年の間に東夷族

を通した韓氏王朝がありました。中国最古の古書である詩経に出てくる言葉です。その韓氏王国が中

国によって言うならば、追われて下って来ました。それで、海を渡って下って来たと記録されています。

平和大使であったキム・ジンミョン氏が「千年の禁書」という本を私にくれました。本人が執筆した本です。

韓国の名前は三韓に起源を置くものではなく、もっと遡って韓氏王朝があったというのです。千年です、

千年。それで、その本を私にくれたので、私がお父様に読んでさし上げました。するとお父様が語られ

たのが、お母様はもっと歴史を勉強しなさいということでした。

1960年に池承道(チ-スンド)ハルモニを通じて多くの霊界の話を知るようになりました。その時にそのハ

ルモニは、「宇宙の母になる方は韓氏でなければならない」と語りました。ところが洪順愛(ホンスンエ)の

娘は安氏だと言ったそうです。嫉妬からでしょう。人間の力では為されなかったのです。

基元節は誰が開きましたか。お父様が語られ準備しましたが、最後のオープンは誰がしましたか。誰が

した？宇宙の母になる方は韓氏でなければならないので、そう準備したのです。

私が宣教本部に全て注文しておきました。祝福家庭の生涯が Aランクなのか、Bランクなのか、全て私

が表記しておくつもりです。祝福家庭の誰某を入力してコンピューターのキーを押せば、その歴史が全

て出るようにするつもりです。良い死に方だったのかも全て記録に残すつもりです。

６千年を経て天が探し出した真の父母から誕生した祝福家庭の生涯をクリアに明らかにしておかなけ

ればならないのではないでしょうか。私が考えていることに皆さんが付いていくことができていません。

全てがそういうところに協力的な祝福家庭の元老になることをお願いします。

2.　2016年 2月 15日　日本公職者研修会でのお母様の再臨論(要約)

韓国が 6.25動乱で焦土化しました。避難民が皆、大邱（テグ）、釜山（プサン）に集まりました。そんな

時に大邱であったことですが、通り過がりの道人が大母様を見て「奥さん、この子が奥さんの娘です

か？だからといって奥さん。この子は息子が１０人いたとしても羨ましくない子供です。だからよく育てな

さい。」

ところで奇妙なことを言いました。16歳になったら嫁に行くと。

不思議じゃないですか？その後、10歳頃になると、「ところで夫になる人は年がちょっとある」と。「しか

し金持ちだ」と。

お父様は避難民で労働をする時でした。それなのに金持ちだと。

ところが避難民だったのですれ違いました。

ところが、1960年には私の年齢はいくつだったでしょうか？

満で 16、この 16の年に新郎という方は四十だなんて、これは受け留められますか？受け留められます

か？

できません。常識的にもできないです。しかし私は決心しました。

摂理歴史を私は知っていました。神様の保護圏内にいました。

そのために、この摂理は独生女の位置にいる人は、必ずこの責任を負わなければならないということを

知っていました。
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1960年、その時、国家基盤で聖婚を宣布できなかったこと。

日本の皆さんの先祖たちにも責任があるのです。

天地鮮鶴苑を通して世界万民が信仰の祖国、神様の故郷に押し寄せて訪ねてくるようなそのような場

所がなければならないでしょう？

それを私が計画して成そうとしています。

そのような点で、特に日本。エバの使命。蕩減復帰しなければなりません。わかりますか？

そのような点で大変だと思ったらいけません！

皆さんは私がいることがどれほど重要で有難く感謝する事であるか、毎日毎日、胸で、肌で感じながら

責任を果たすことに全力投球しなければなりません。

分りましたか？そうしますか？ありがとう。

※資料（二）3-2

　「お父様は原罪を持って生まれた」とついに明言された韓お母様

真のお母様の核爆弾級クリスマス発言 – お父様は原罪を持って生まれ、私は原罪無く生まれた。

（シャボン玉のブログ　）より

お母様はクリスマスである 12月 25日午前 11時に教会幹部 16人を天正宮に呼ばれたところ、心を決

めて独生女に関する御自分の主張を明らかにされた。

この日、呼び出された者たちは、次の通りである。

鄭元周、チョ○イル、ユン○ホ（天正宮秘書室）

ソク○ホ、イ○ソン、ユ○ソク（機関長）

ソン○ソク、キム○テ、ヤン○ス（天議院議員及び元老牧会者

会）

ホ○、ユン○ロ、サ○キ、チョ○ウン（巡回師）

チン○ベ、キム○チュン、キム○ジェ（神学者）

どうやら教会各界を代表する人士で構成されているようで、統一家の最高元老と 36家庭はお母様の

独生女主張に否定的であると見たのか最初から呼ばなかったようだ。

この席でお母様は「姜賢実が亨進のところに行っただろう？」と口火を切り、直ちにキム○テ氏を指差し

ながら「私に原罪が有るのか、無いのか？」とお尋ねになった。するとキム○テ氏は「当然ながら原罪は

ございません。お父様と御聖婚以降、お母様は原罪無き真の御父母様になられました。」と機転を利か

せ答えながら難しい質問から抜け出そうとした。ところがお母様はこの発言の意図に気づかれたのか

「聖婚後に原罪が無くなったのではなく聖婚前からだ。」と言われた。さらに一歩踏み込み「お父様は

原罪を持って生まれた」という言葉まで言われた。お母様は「お父様に原罪があるという根拠は何

か？」という質問までされた。それから「お父様は兄弟がいるではないか？お父様に原罪が無いのなら

ば、その兄弟たちにも原罪が無いのではないか？私には兄弟がいない。」と言われた。

この言葉を聞いていたチン○ベ氏がとても困惑した表情でお母様に「お父様に原罪があるとするなら

ば、教会の正体性（アイデンティティ）に大きな問題が発生します。」と諫言を申し上げた。その言葉を

受け清平修練苑院長イ○ソン氏も「お父様に原罪があるとすれば大変なことが起こります。」と何とか申

し上げた。
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するとお母様は「お父様の原罪の話はやめましょう」と言われながら、お母様の三代血統を中心とした

独生女の話に話題を変えた。そして、「キリスト教が私を準備してきたことを知らないのか？」と言われ、

まさにこのような家系があるので私が原罪がないのだと結論付けられた。そしてご自分の説明について

再度、チン○ベ氏に意見を求められた。するとチン○ベ氏は、「お母様がそのように仰ったのでやっと

理解でき整理できました。」と答えた。

この日の集会から別れる際、何人かの間で論争があったそうだ。指示通り元老牧会者たちを呼んで 40

日修練をするのならば、お母様の無原罪独生女の主張に対して、しっかりとした原理的説明ができず、

ただ無条件に信仰で受け入れろとした場合、その後始末をできるのかといういうことだった。ある方は独

生女論について神学的に完全に体系を立てて 36家庭から公認を受けてこそ、後で問題にならないだ

ろうと話した。

※資料（二）3-3

韓お母様独生女論に対する真のお父様の反論

<お父様が聖和された後、独生女を主張されるお母様>

…………………………………………………………

血統転換、私は母胎からです。皆さんがこれを信じなければなりません

2014.7.1

出典：http://trueparents.jp/?page_id=1767

お母様が無原罪であることは、昨年 10月 23〜25日、清平秋季大役事以来、全国地区長会議で公式

化され、現在は徳野会長が全国を巡回しながら食口を対象にこの内容を教育している。

出典; http://trueparents.jp/?page_id=1767。 2015 11.05

天が 4千年ぶりに探し出さしたひとり子の位置は残っています。また来ると語られました。しかし、独生

女はいますか？いませんか？神様の創造はアダムのみの創造でしたか？アダムとエバです。復帰摂

理はひとり子がいれば独生女もいます。そのような摂理がありませんでしたか？ありました。

天はイスラエルを通してひとり子のみを送りませんでした。全能なる神様は失敗することができません。

独生女を育てて来られました。ここに座っている真のお母様は、6000年ぶりに探したてられた独生女

です。説明することができます。すべての証拠があります。天は、韓民族を通してこの摂理歴史を 6000

年前から進めてきたということになります。

出典：天一国 2年 天暦 6月 5日(2014年 陽暦 7.1)

＜天正宮博物館 3階の訓読室で行われた 7月 1日の訓読会でお母様が語られたみ言＞

あなたの本当の父母は神様です。祖母がそう教育しました。私がここに来るまでは、天の保護権にあり

ました。私を教育した人は誰もいません。ひとり子と独生女は同等です。ひとり子が独生女を教育したと

は言えません。何を言っているのか分かりますか？ですから、私は決心をしました。私は決めました。そ

のように環境が助けたのは乳母である大母です。

出典：http://vimeo.com/110552473　真の父母様主管の世界指導者特別集会 2014.10.27

それでは、そのような花嫁、すなわちお母様はどのような基台の上に生まれなければならないのでしょ

うか？堕落した世界のアベル的なお母様の基台の上に生まれなければならないのです。

出典：み言選集 35巻 217ページ 1970.10.19 聖酒式と血統復帰

…………………………………………………………

創造原理を見ると、神様は男性を創造された後にその形に似せてエバを創造されたとなっています。
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そのため、完全な神様の愛を中心として生まれた完成した男性、すなわち真なる人なくしては、再創造

の原則によってエバを得ることができないのです。

出典：み言選集 35巻 224ページ 1970.10.19 <聖酒式と血統復帰>

…………………………………………………………

それでは、エバはどのように探し立てなければならないのか？アダムを通して創造されなければなりま

せん。

出典：み言選集 35巻 224ページ 1970.10.19 <聖酒式と血統復帰>

<お父様>

では、イエスはひとり子となりましたが、ひとり子に相対できる独生女がいましたか？救援歴史は復帰で

あると言いました。独生女はどこにいますか？堕落した奴です。堕落した奴。

出典：み言選集 394巻 36ページ 2002.10.06 <絶対信仰・愛・服従と祖国光復の道>

…………………………………………………………

『神様の長男が生まれたというのです。しかし、ひとり子は生まれましたが独生女はいませんでした』独

生女がいますか？サタンが奪っていきました。これを探さなければなりません。アダムの相対をアダム

に似せて創造したものを失ってしまったので、アダムのために創造されたものを失ってしまったので、ア

ダムが探してこなければなりません。

出典： み言選集 346巻 60ページ 2001.06.21 <神様王権即位と真の父母>

…………………………………………………………

男性が生まれたので女性を探さなければなりません。女性を失ったではないですか。サタン世界から

女性を探そうとすれば再創造して準備しなければならのです。イスラエル選民を中心としてメシアを 4

千年の間待ち望み、送られたのに、殺害してしまいました。

出典：み言選集 342巻 235ページ 2001.01.12 <真の父母と神様王権即位式>

…………………………………………………………

本来、旧教と新教が一つになって先生を迎えていたなら、今のお母様はお母様になれませんでした。

聖進のオモニがそのまま維持されていたことでしょう。

出典：み言選集 337巻 18ページ 2000.10.16 <父子協助時代と祖国光復>

…………………………………………………………

そのオモニとアボジ、家門が少し協助していれば、聖進のオモニはあのようにはならなかったのです。

あのようにならなければ、統一教会は 40年の、このような受難の道を行かなかったでしょう。家庭的に

み旨を成就していたのです。

出典：み言選集 163巻 250ページ 1987.05.01 <南北統一の旗手となろう>

…………………………………………………………

再創造の歴史の中で独生女はどのようにして探すのか？独生女はアダムによって再創造されなけれ

ばなりません。神様がアダムの肋骨を取って配偶者を創造されたという事実に注意しなければなりませ

ん。

…………………………………………………………

国を立てるには父子協助時代に入らなければなりません。オモニを見ると血統が違います。血統を残

すのは父子が残すのです。分かりますか、何を言っているのか？はいオモニは畑です。畑。種は畑さ

えあればどこに植えてもいくらでも実を結ぶのです。そのため父子関係は血統が連結されているという

のです。

出典：み言選集 318巻 172ページ 2000.03.06 <父子協助復帰時代>

…………………………………………………………

また、血統を正す位置に立たなければなりません。血統が間違ったため、カインとアベルが戦いました。

血統を正し、彼らがひとつになることによって血統を正したので、オモニを中心にオモニを探すことがで

きるのです。オモニを前にして抱いてあげることにより、オモニが復帰されるのです。<中略>このオモニ

がその位置にまでいけませんでした。何を言っているのか分かりますか？訓母！いますか？
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出典：み言選集 517巻 196ページ 2006.02.12 <最後の決定のための重大宣言>

…………………………………………………………

したがって、皆さんのオモニは堕落したエバの立場に該当するのです。それからオモニはイエス時代

におけるマリアの立場に該当するのです。ですからオモニは、イエス時代のマリアの保護を受けて祝福

のみ旨を成就できる、罪人の因縁とは全く関係のない処女としてのオモニ(真のお母様)の立場に立つ

ことのできるオモニでなければならないのです。

出典：み言選集 35巻 218ページ 1970.10.19 <聖酒式と血統復帰>

…………………………………………………………

今、オモニが成すべきことは、収拾しなければならないのです。オモニが、神様が望む夫人の役割が

できないのです。先生もそう。オモニと暮らしていますが、堕落した世界とは関係のないところで夫婦生

活ができなかったというのです。

出典：み言選集 561巻 220ページ 2007.04.26 <創造理想の絶対目的>

…………………………………………………………

今日、キリスト教でいうひとり子はどのような意味を持つのでしょうか？また、独生女はどこにいるので

しょうか。イエス様が独生女を探していたら、今日の摂理歴史は新しい転換点を迎えたはずです。独生

女を探せなかったことが歴史的な悲劇でもありました。

出典：祝福と理想家庭 139ページ <第 2章 真の父母と神様の家、第 1節 イエスと祝福>

…………………………………………………………

4  、聖酒問題

統一教会の儀式の中でも、最も重要な儀式が聖酒式です。

真のお父様は 16 歳でイエス様から啓示を受け、血と汗と涙の路程を通じ、命がけでサタンと戦い勝利

した結果、サタンの讒訴の及ばない絶対的勝利圏を打ち立てました。こうして人類歴史 6000 年の結実

として、初めて罪のない、神の血統をこの地に迎えることのできる条件を打ち立てた真のお父様は、聖

酒式を通じて人類が血統転換を行えるようにしました。よってこの聖酒は、サタンに勝利した真のお父

様とその勝利圏の相続者以外には、誰にも作ることはできません。

2013 年 1 月 13 日の基元節、韓お母様を通じ全食口には、基元

節聖酒が与えられました。この聖酒は、真のお父様が基元節の

ために用意された、特別な聖酒と思われていました。しかし実際

は、韓お母様が用意されたものであり、真のお父様とは関係のな

い聖酒だったというのがサンクチュアリ教会の主張です。

そして 2016 年 6 月 12 日以降、2017 年 3 月まで、「天一国４大聖

物伝授及び聖酒式」特別恩赦ということで、全国で聖酒式が行われています。家庭連合では、真のお

父様の聖和後、韓お母様は真のお父様と完全一体を成し遂げられた土台の上で、3 年間の「侍墓精

誠」の勝利の基台の上で、今回の聖酒を与えてくださったと言っています。

韓お母様は、2012 年 1 月 18 日、真のお父様の不在の時に、金孝南訓母様が祭司となり、神様（霊的

存在）との結婚式を行いました。つまり天地創造神である神様、真のお父様とは関係のない、何らかの

霊的存在サタンと結婚することで、神様、真のお父様との関係を断ち切ってしまいました。

この 3 年間韓お母様は、韓お母様を利用しようとする韓国人幹部たちの権力闘争の中心にありました。

そして自らのことを独生女と宣言し、神であるとまで言われました。同時に真のお父様の立てられた伝
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統を次々と破壊し、血統を否定し、ついには真のお父様には原罪があったとまで言われるようになりま

した。

果たしてこのような韓お母様は、3 年間の「侍墓精誠」を勝利したと言えるのでしょうか？真のお父様へ

の「侍墓精誠」どころか、真のお父様を排除し、完全に独自路線を歩み始めた 3 年間でした。

家庭連合が言うところの 3 年間の「侍墓精誠」は全くの虚偽であり、「天一国４大聖物伝授及び聖酒式」

特別恩赦を正当化するための方便にしかすぎません。実際はサンクチュアリ教会に行った隠れ食口た

ちの炙り出しのための聖酒であり、そこには家庭連合の焦りが感じられます。

本来の聖酒は、真のお父様とその勝利圏の相続者によってしか与えられません。韓お母様による聖酒

は、神様と真のお父様とは関係のない、何らかの霊的存在、つまりサタンによってもたらされたものです。

よって基元節聖酒を飲むことは、神の祝福から脱線し、サタンの主管圏に堕ちることを意味するとする

サンクチュアリ教会の主張の方が正しいと言えることでしょう。

※資料（二）4-1
　●天聖経　祝福家庭

４．血統転換の三段階過程

①聖酒式

聖酒式は何をするものでしょうか。新しい愛を中心として神様の体を自分の体の中に投入させる儀式

です。堕落した体は一つしかないので、神様の愛を中心として取り替えるのです。これが正に聖酒式

だというのです。イエス様が、「パンは私の体を象徴するものであり、ぶどう酒は私の血を象徴するもの

なので、あなた方はそれをもらって食べ、飲まなければならない」と語ったのと同じように、愛を中心とし

て、神様の実体を中心として、新しい血統を受け継いで原罪を洗い清めることができる式です。この式

を経ずしては、祝福の場に行けないのです。ですからこの式は、血統を転換させる式です。

「血統転換」という絶対語が必要です。皆さんも祝福を受けるとき、血統転換式をしたでしょう。その血

統を転換するためには聖酒がなければなりません。そして聖酒という酒が出てくるためには、二十一種

類の選別過程を経なければなりません。それが何か知らないでしょう。それは空中で実を結ばせるもの

と、地で実を結ばせるものと、地の下で実を結ばせるものを中心としています。その次には鉱物世界、

植物世界、動物世界で最も貴いもの、このように二十一種類の選別された物を通じて、その過程を経

るのですが、そのすべてのものが讒訴条件に引っ掛かってはいけません。七カ月間、使わずにおきま

すが、そこに不祥事が生じてはいけないのです。

聖酒は、ただ作られるのではありません。ただそのままできるのではないということです。サタンと神様

の立ち合いのもとに、霊界にいる数多くの天使たちの立ち合いのもとに作られるのです。そして、そこ

には皆さんが知らない二十一種類の物が入っています。万物世界と人間の復帰歴史の過程で形成さ

れる、すべての物が入っているのです。

聖酒を作る時は、霊界の霊人たちが来て、「頼むから一杯だけ注いで自分に飲ませてくれ」と強要しま

す。聖酒を飲めば、復帰されることを知っているからです。それで、こじきが群れになって来て、しきりに

「自分たちにも恵みをくれ」と言います。先生にはそれができるということを知っているのです。しかし、

先生は、霊界のための先生ではありません。地上のための先生です。ですから「君たちは待ちなさい」

と言って、苦労した皆さんに与えたのです。

聖酒には、父母の愛を象徴するものが入っています。そして血を象徴するものが入っていなければなり

ません。したがってそれを飲めば、父母の愛と一体になり、また血と一体になります。こういうものが聖酒

の内容なのです。
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聖酒にはサタンの讒訴のない万物の要素がみな入っています。その聖酒をもらって、真の父母と一つ

になった自分自身を汚す行為をすれば、サタンよりも恐ろしい立場に立つようになります。サタンは長

成期完成級圏を汚して蹂躙しましたが、祝福を受けた者が過ちを犯せば、完成期完成級園で神様の

実体を犯した罪が残るので、永遠に許されません。これは実に恐ろしいことです。

聖酒式をしたその場は、父母様が通過してきたすべての受難の道をみな蕩減してあげるためのもので

す。それは天下、宇宙を与えても替えられない貴い立場です。それを汚してはいけません。そうすれば

当然、責任追及を受けなければなりません。

※資料（二）4-2
　■基元節祝福の聖酒がサタンの毒酒だった理由

「一刻も早く、解毒剤を飲んで下さい。」

基元節祝福の聖酒がサタンの毒酒だった理由

資料提供：統一聖殿韓国協会日本聖殿 米米クラブ

————————————————————————

真のお父様は基元節は、真の父母の 3番目の結婚式であり最後の結婚式とおっしゃいました。

真のお父様が聖和されたとしても、地上のお母様が天上の真のお父様をお迎えして基元節の祝福式

をしなければならないのです。

ところが、基元節の行事の時、真の父母様の 3番目の結婚式はなく、代わりに王冠を被ったお母様の

女王様の即位式でした。

お母様は、既に真のお父様の夫人の位置を去られ、自らメシアとなって、”神様の夫人”となられ、神と

いう存在の夫人になられたのです。

家庭連合の”天の父母様”は、お母様を夫人に置いた神様の夫婦ということです。

天の父母様は真のお父様が侍った神様ではありません。偶像です。

その偶像”天の父母様”を迎え、食口たちは真のお父様が居られず、代身者・相続者も去られた中で

祝福を受けました。

なので、基元節祝福は 真のお父様を排除して成した偶像”天の父母様”を迎えて、女王様の即位式を

挙行、お父様の原理、伝統から完全に脱線した中での非原理祝福式だったのです。明らかにサタンの

祝福式であり聖酒は真のお父様が与えた物でなく、サタンが用意した毒酒でした。

私達は何も知らずにサタンの毒酒を飲んでしまった瞬間、神様の祝福が吹き飛んでしまい、神様の祝

福家庭はこの地から消えました。

基元節の毒酒を飲んだ人はサタンの主管圏にあります。飲んだ人全てが権限圏祝福を受けなければ

なりません。毒薬があり解毒剤があるのです。

※資料（二）4-3　質問にお答えします　サンクチュアリ教会世界宣教本部のティモシー・エルダー

　偽基元節の堕落と「戻る祝福」

基元節の毒酒を飲んだ人はサタンの主管圏に堕落。
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その毒薬の解毒が 権限圏祝福.

天暦 1 月 6 日(2 月 13 日)までの恩恵

偽基元節の堕落は韓氏オモニ一人だけが関係した事件でなく、その場に参加した、またその聖酒を飲

んだすべての人が関係し、韓氏オモニの堕落を恊助し、その堕落に参与した事件でした。

サタンと一つになった韓氏オモニと一つになり、韓氏オモニと共に堕落の絶壁から飛び降りたのです。

それは、私達がお父様からいただいた尊い祝福を、自らサタンに返上する事件でした。サタンに騙され

てそうしたとしても、その責任は私達のものです。

本来なら、韓氏オモニの堕落を協助し、そこに参与したことによって、全て取り消されるべき祝福でした

が、お父様は、亨進王様を通して、天基７年天暦１月６日までの猶予期間を恩恵としてくださいました。

これが、亨進王様が行っておられる「真のお父様の権威に戻る祝福」です。この祝福を受けるべき方は、

偽基元節に参加された（所属教会で聖酒を飲んだ方を含む）すべての方です。１世、２世、霊肉祝福

など、すべてです。

基元節の毒酒を飲んだ人はサタンの主管圏にあります。

偽基元節の聖酒は霊的な毒です。

祝福が取り消される期日まで

もう日がありません。

必ず一刻も早く、解毒剤である真のお父様の権威に戻る祝福の聖酒を飲んでください。

※資料（二）4-4　TrueParents 　真の父母様を中心に一つになろう

「天一国      4      大聖物」は“偽物”その聖酒を飲むことは“堕落行為”というサンクチュアリ教会側の人々によ

る批判に対する応答

今回の「天一国 4 大聖物」伝授および、それに基づく聖酒式について、サンクチュアリ教会側の人は、

「天一国 4 大聖物は偽物」、聖酒式に参加すると「堕落する」「地獄へ行く」などとの言葉で自分たちに

なびいた人たちを畏怖困惑させ、聖酒式に参加させないようにしていますが、このような言動は救いの

道を閉ざす全くの“サタンの業”と言わざるを得ません。

今回の恩赦について、「『天一国 4 大聖物伝授及び聖酒式』の意義と精誠条件」（世 16-285-06 号）と

いう公文には、次のような説明があります。

「真のお母様は、真のお父様の聖和以降、真のお父様と完全一体を成し遂げられた土台の上で、3 年

間のこの上ない侍墓精誠を全人類に代わって直接捧げながら、天の父母様に捧げる真のお父様の最

後の孝の精誠を共に尽くされた。そして、その基台の上で歴史的に空前絶後の基元節 3 周年を迎え

（た）」（2016 年 6 月 2 日付、抜粋）

2012 年 9 月 3 日（天暦 7 月 17 日）の真のお父様の「聖和」以降、人類の「真の父」は霊界におられ、人

類の「真の母」は地上界におられるという歴史上、かつてない時代圏を迎えています。真のお母様は、

「天正宮本郷苑」で 3 年間にわたる「侍墓精誠」を捧げられ、2015 年 8 月 30 日に「聖和 3 周年」を迎え

られました。そうした「侍墓精誠」の基台の上で、私たちは「希望 4 年」である天一国 4 年を迎えていま

す。

今回の「恩赦」を簡潔に表現すれば、この 3 年間の「侍墓精誠」の基台によって、霊界の真のお父様と、
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地上界の真のお母様の完全一体が安着したその勝利圏によって与えられた空前絶後の恩賜であると

いうことです。

まず、基元節聖酒（天一国聖酒）は、真のお父様が地上にいらっしゃった時に、「天一国基元節」で使

用する聖酒として作られ、それを保管するように清平に指示された聖酒です。今回の「四大聖物」の聖

酒は、その天一国聖酒が、真のお母様の 3 年間の「侍墓精誠」の勝利の基台の上で新たに与えられ

たものです。すなわち、今回の聖酒は真の父母様（真のお父様と真のお母様）によって与えられたもの

です。

5  、祝福問題

人類始祖アダムとエバは、天使長ルーシェルの誘惑によって堕落し、サタンの血を受け、原罪を持つ

ようになりました。

生まれながらにして原罪を持って生まれるようになった

人類を救おうと、神は 6000 年の歴史をかけて、復帰の

摂理を展開してきました。神から遣わされたメシヤ、真

のお父様は、サタンとの命がけの戦いに勝利し、子羊

の婚姻を行うことにより、サタンの血統から解放し、神の

血統へと復帰する人類救済の道を開拓されました。こ

うして人類の原罪を清算し、神の血統へと血統転換す

るために与えられたものが聖酒式であり祝福結婚式で

した。

この聖酒式や祝福結婚式は、サタンとの戦いに勝利した、真のお父様からしか与えられないものであり、

真のお父様が聖和された後には、その権能を相続された後継者にしか許されないものです。よって万

が一、真のお父様の後継者以外の者が祝福を行ったとしても、それは血統転換の権能はなく、通常の

結婚、つまりサタンの血統を受け継ぐだけの結婚、堕落でしかありません。

今祝福は、家庭連合でも、サンクチュアリ教会でも行われています。どちらが正当なのか？またはどち

らも正当なのか？それを判断するポイントはただ一点、誰が真のお父様から後継者と指名され、祝福

の権能を授けられているかに尽きます。

2008 年 10 月 2 日　2008太平聖代神文明平和祝福結婚式（2次）

これまで考察してきた事実から見て、韓お母様は真のお父様から後継者に指名されていないのは明ら
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かです。よって祝福の権能も授けられてはいません。韓お母様は韓流ドラマさながらに、真のお父様が

直接指名された後継者を狡猾な策略をもって追い出し、統一教会の権力を力ずくで奪い取った皇太

后様そのものです。韓お母様が与える祝福は、お父様の不在の時に行われた、神様と名乗る何らかの

霊的存在（サタン）によって与えられた祝福であり、神と真のお父様とは全く関係のない祝福です。

真のお父様も、「愛で堕落したがゆえに、復帰するにおいても、天を中心とした新しい父母の愛と関係

を結んでしなければなりません。それで統一教会で合同結婚式をする時は、先生とお母様、二人でし

てあげるのです。それが愛の伝授式です。」(1970.10.3)と語られているように、祝福を行うときは、一人

では行うことが出来ず、真の父母の立場のご夫婦を通してしか行うことはできません。

天国に行けると信じて信仰し、精誠を捧げてきたのに、死んでみたらそこは地獄だったということは、ユ

ダヤ教徒やキリスト教徒だけではなく、我々旧統一教会の食口にも当てはまることです。今一度原点に

立ち帰り、我々は何を信じるべきなのかを、全てを捨ててまっさらな気持ちで振り返るべき時に来ている

のではないでしょうか？

※資料（二）5-1
　●天聖経　　祝福家庭

　第一章　真の父母と祝福

　一　祝福の意義と価値

　１．祝福とは何か

　①祝福の意義

今の時代は、蘇生、長成の段階を越えて、完成段階へと進んでいく時代なのです。縦につくられた歴

史を横的に越えていくべき時代なのです。すなわち、6000 年の歴史をすべて一度に越えていく時代な

のです。

ですからサタンの侵犯圏内を抜け出さなければならないのです。それでは祝福とは何でしょうか。今ま

での歴史的なサタン圏を完全に越えさせる関門なのです。(18-209,1967.6.8)

祝福は、真の父母の因縁を継承することです。この日のために先生は、精誠を尽くして闘ってきました。

したがって、真の父母がサタン世界と闘ったその看板を掲げて祝福するのです。(19-23,1967.11.14)

祝福を受けた人は、霊界へ行っても先生が永遠に責任を負います。先生が主管して指導します。祝福

とは、この ように先生と永遠の因縁を結ぶものでもあります。(御旨と世界-538)

祝福とは、永遠の宝物です。子孫万代を、今から出発するという一つの契約です。

ですから、それを汚す時には、一族 が関係します。イエス様を十字架につけることにより、一国家が関

連することになったように、一族に連結されます。(御旨と世界-550)

㋺祝福の価値

「小羊の婚宴」は人類歴史上、初めて人間が祝福を受けて家庭的な救いの基準を立てることを意味し

ます。これが 6000 年の歴史が探し求めてきたものです。

「小羊の婚宴」をする新郎新婦が真の父母の使命をもって現れることです。ゆえに、再臨主の祝福を受

ければその家庭の救い主として、その家庭の救いの門を開くことになります。(19-31,1967.12.15)

㋩祝福は人類が通過すべき公式路程
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愛で堕落したがゆえに、復帰するにおいても、天を中心とした新しい父母の愛と関係を結んでしなけれ

ばなりません。それで統一教会で合同結婚式をする時は、先生とお母様、二人でしてあげるのです。

それが愛の伝授式です。

ここで造成された伝統は、永遠の伝統になるのです。革命は、必要ありません。このように革命の必要

のない新たな伝統がこの天地間に立てられるとき、ここから新たな家庭と、新たな氏族と、新たな民族と、

新たな国家と、新たな世界が形成され、この地球星を主管し得るのです。(35-67,1970.10.3)

※資料（二）5-2　2016 年 10 月 31 日

　韓氏オモニの実体堕落検証と亨進様・国進様との質疑応答＜全文＞

國進様：お母様一人で実施された祝福に対するサンクチュアリの立場は明確です。お母様は祝福を堕

落した女性として実施しています。ですから、お母様の祝福を受ける人は神様ではなくサタンと一つに

なります。お母様の祝福を受ける人は皆、サタンの血統に繋がれ、一緒に地獄へと導かれます。お母

様の祝福を受ければ、堕落したのと同じです。ですからお父様の血統に戻らなくてはならなくなります。

二世であれば一世としてということになります。

6  、先祖解怨献金

今まで知られていなかった清平の成立過程（資料（一）5-1）について、ここでは清平の経済を賄うため

の会議で、新しい企画として作られたのが先祖解怨式だったということが明らかにされました。金孝南

訓母様も、その時に参加されていた幹部の推薦で立てられた人物であり、大母様の役事というものも、

その会議で決定されたということでした。

このようにして始まった清平役事でしたが、最初の頃は多くの霊的な証が立ちました。病気が治ったり、

解怨した先祖が夢に現れたり、霊的な恩恵に持ち溢れていました。ではなぜこのような奇跡は起きたの

でしょうか？

日本でも多くの宗教団体で癒しの業は行われています。また霊

能者の中には、病気を治すことができる人も多くいます。そして

多くの人が集まり、心を一つにして精誠を込めれば、霊界を動

員し、病気が治ったり、奇跡を起こすこともできます。

実際清平では、世界中から多くの食口が集まり、精誠を積んだ

おかげで、興進様、大母様をはじめとして、多くの絶対善霊が

動員され、奇跡も多く起こりました。霊界からのメッセージ（資料

（一）5-2）を見ても、最初の頃は興進様、大母様も霊界から協助され、病気を治したり、奇跡を起こして

いたみたいです。

またそのような清平を、真のお父様自身がお認めになり、次のようなみ言もくださるようになりました。

『全世界の食口たちは必ず先祖解怨式をしなければなりません。先祖解怨式というのは、真の御父母

様の時代においては、七代までの先祖を探して解怨式をしてこそ、家庭圏を超えることができるので

す。したがって、皆さんが新しい成約時代に入籍するには、必ず一代から七代までの先祖から、120

代の先祖まで解怨しなければなりません。そうしてはじめて宗族的メシヤとして地上の 160家庭復帰

を実体的に完成することができます。また、先祖解怨式は善なる先祖のみならず、悪なる先祖まで解

怨してやらなければなりません。』(1999.1.29 漢南洞でのお父様のみ言葉 「成約時代の清平役事と祝

福家庭の道 第 2 章 第 4 節　先祖解怨式」より)
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真のお父様はサタンに絶対的に勝利した立場にあったため、真のお父様の公認があれば、霊界はそ

れに従わざるを得ません。真のお父様のお墨付きをいただいた清平では、大々的に先祖の解怨が行

われ、多くの奇跡が起こるようになり、さらに多くの食口が集まるようになりました。その結果解怨、祝福

献金も桁外れに集まるようになりました。

公的なお金を私的に流用した場合、当然霊的にひっかり、霊界を動かすことはできなくなります。清平

の場合も、金孝南訓母様を中心とした利権構造が築かれるようになり、不正な蓄財が行われるようにな

りました。それは霊界から興進様、大母様にもどうすることができず、歯止めが利かなくなり、神のみ旨

からもはずれるようになりました。その結果清平では、霊界も動員することができなくなり、以前のような

恩恵は次第に感じられなくなってきました。

清平で一家庭が、先祖解怨をみ言通りに行ったら、一体いくらくらい必要になるのでしょうか？

★解怨、祝福献金

・1～7 代までは解怨・祝福セットで 70万
・7 代～210 代までは、7 代ごとに解怨が 3万、祝福が 1万（29段階）

⇒　70万 +（3万+1万）× 29回＝186万円
・1 つの家庭で夫の父方・母方、妻の父方・母方で 4系列をやると

⇒　186万円×4＝744万円

これには交通費（航空機代）や修練会費、その他実費は含まれていませんので、4系列 210 代の解怨、

祝福を行うと、1000万円近くのお金がかかってしまう計算になります。

日本統一教会の食口の人数で掛けると、1万家庭だとすると

10000×744万円＝744 億円

5万家庭だとすると

50000×７４４万円＝3720 億円

これだけの献金が、自動的に集まる仕組みができたのです。

以前は金孝南訓母様を中心とした清平では、全てを金孝南訓母

様が自分の裁量で主管していたため、いくら献金が上がり、どの

ように使われているのかが、教会ではまったくわかりませんでした。

そのため文國進様が財団の理事長として立ち、教会の経済の健

全化のための改革に乗り出していた時に、清平に対し、経理の

透明化を働きかけました。しかし韓お母様は清平に屈し、その結果文國進様を財団理事長から解任し、

文亨進様と共に、実質的に追放されることとなりました。

こうして韓お母様の絶対的信任を得た金孝南訓母様は、教団内でも絶対的な権力を持つに至りました。

しかしそれを良しとしない、一時教団内での絶対的権力を掌握していた金孝律氏らが、清平の不正融

資問題を国税に訴え、清平に国税の調査が入ることになりました。しかし金孝南訓母様は、全ての責

任を真のご父母様に転嫁し逃げ出したため、取り巻きたちと共に清平から追放される結果となってしま

いました。そのことを教会では「訓母様（金孝南女史）は、約 20 年にわたる使命を終えられ、今後は、

修練苑の祈祷室にて、祈祷と精誠のみ尽くして行かれる立場となりました。」と発表し、今後清平は「真

の父母様の直接主管」になったと発表したのです。

清平が金孝南訓母様の主管になっていた時は、清平での先祖解怨献金は、金孝南訓母様が自由に
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使っていたため、教会には一部が回ってくるだけでした。そのため食口の献金も、先祖解怨の献金に

回ると教会への献金が少なくなるため、清平には行かないようにという指導が強力に行われていました。

しかしひとたび清平が教会の主管になった時から、教会の主な活動は清平の役事への動員となりまし

た。このようにお金の流れを見ると、教会の指導方針まで理解できるようになり、お金を中心に食口に

対する指導がなされている現実を知ることができます。

先祖解怨も 210 代までで終了とすると、清平への献金も集まらなくなるため、今度は 420 代までというこ

とになりました。『②先祖解怨 210 代の疑問』でも述べたように、210 代自体も意味があるとは思えない

のに、420 代などというのは、継続的に献金を集めるための方便にすぎません。

真のお父様から先祖解怨の権能を相続された文亨進様は語られます。

『唯一お父様の王権に、先祖たちを開放することのできる権限があるのです。また、全世界のシックた

ちがお父様が命令された 210代の先祖たちを開放させ、、、献金も必要ありません！解放釈放時代

が重要なのであってシックたちから献金をもらうことが重要ではないのです。』（2015 年 12 月 15 日）

本来文亨進様が語られるように、「解放釈放時代が重要なのであってシックたちから献金をもらうことが

重要ではない」はずなのに、日本人食口からの解怨献金と称して、自分たちの私腹を肥やしてきたと

いうのがここ数年の清平の実体だったのではないでしょうか？　『①清平の成り立ち』にあるように、

「なあ！清平で先祖解怨、やらないか！？日本人相手に。」

「でも、それ、ちょっと、食口を騙すことにならない？」

「大丈夫！韓国は奪われてきたから、盗んでも罪にならないって、御言あるし！」

という意識が韓国人幹部たちの意識の中に根深く宿っているのではないでしょうか？

本当に清平での先祖解怨に意味があるのかどうか、今一度原点に立ち帰って考えるべき時に来てい

るのではないでしょうか？

※資料（二）6-1　ナツミカンのブログ

　清平の先祖解怨式についてのみ言葉 

「成約時代の清平役事と祝福家庭の道」

の「第２章 第４節　先祖解怨式」より引用（2000 年 2 月 14 日発行)

『全世界の食口たちは必ず先祖解怨式をしなければなりません。先祖解怨式というのは、真の御父母

様の時代においては、七代までの先祖を探して解怨式をしてこそ、家庭圏を超えることができるのです。

したがって、皆さんが新しい成約時代に入籍するには、必ず一代から七代までの先祖から、１２０代の

先祖まで解怨しなければなりません。そうしてはじめて宗族的メシヤとして地上の１６０家庭復帰を実体

的に完成することができます。また、先祖解怨式は善なる先祖のみならず、悪なる先祖まで解怨してや

らなければなりません。』

(1999/1/29 漢南洞でのお父様のみ言葉)

直系七代先祖解怨式 1999/2/12 から 1999/8/31 までと定められた。自分の先祖を救い、恵みを受ける

ためにはこの時を逃してはならないのだった。大母様は、直系七代先祖解怨式が終わったあとには、

七代ずつ段階的に、８代から１２０代までの先祖を探して救い、アダムとエバから続いてきた１８０代まで

の偽りの血統を、真の血統の関係に連結しなければならないと語られた。

時系列でならべると

1991/01/01 真のご父母様による先祖解怨式み言葉

　　「先祖解怨式とは…(省略)…血統転換の儀式なのです」
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1997/11/17 先祖解怨式の開始

1997/12/01 霊界開門宣布式の祝祷

　　興進様と大母様に霊人を祝福できる祝福権を委任

1999/01/01 「真の祝福天宙化とサタンの血統根絶」の年頭標語

1999/01/08 食口の七代の直系先祖解怨と 120 代までの先祖解怨式をできる祝祷

1999/01/29 漢南洞でのみ言葉（上記）

1999/02/12-1999/8/31　直系七代の先祖解怨の可能な期間

2005 年頃　 120 代の先祖解怨終了

「先祖解怨手帳」からの引用（2002 年度版）

210 代まで延長となった理由について

『アダム・エバまで解怨するためには、先祖解怨を 210 代までしなければならないと、真のご父母様が

興進様・大母様に語られたことに従い、今後は 180 代までを清平に来て解怨して、181 代から 210 代ま

では霊界ですることに変更となりました。』

(2002/3/24 訓母様のみ言葉)

※資料（二）6-2  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　今や「世界先祖解怨教会」へまっしぐら。

「420 代先祖解怨および先祖祝福に関する御言」の案内

真のお母様は、去る天一国 3 年天暦 2 月 28 日(陽暦 4 月 16 日）、天宙清平修錬苑の次のような御言

を語られました．

「全世界のすべての祝福家庭は 210 代先祖解怨と先祖祝福を早く完了した後、420 代までしなければ

ならない」、「420 代まで先祖解怨祝福を完了することにより、世界的版図が変わるようになる。祝福を

受けた先祖が積極的に子孫を協助して、驚くような奇跡が起きるようになる」と語られました。

天地人真の父母様は祝福家庭を中心に地上と霊界を同時に復帰して，天の父母様の絶対善なる血

統圏を探し立てるため、祝福家庭たちに 420 代までの先祖解怨と祝福を督励されています。

天地人真の父母様の御言を奉じ、全世界すべラての祝福家庭たちが 420 代までの先祖解怨と祝福を

完了され、絶対善霊になった先祖の協助と天運の中でビジョン 2020勝利に向けて霊界と地上界が力

を合わせて進んでいけるようにお祈り申し上げます。

記

1. 先祖解怨・祝福に関する御言の内容

1) 内容：全世界の祝福家庭たちは 420 代まで先祖解怨と先祖祝福を完了すること

2) 先祖解怨/祝福内容：直系、母方、父の母方、母の母方 各 1 代-420 代まで

2. 場所：天宙清平修錬苑

3. 参加対象：全祝福家庭

4. 先祖解怨式の日程：毎週、清平特別 2 日修錬会にて実施

5. 先祖祝福式の日程：毎月 1回実施

以上

結構計算が面倒くさいんです。(^_^;)
まず、1～7 代までは解怨・祝福セットで 70万です。最初は高い。それ以降はディスカウントされます。
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7 代～210 代までは、 7 代ごとに解怨が 3万、祝福が 1万です。7 代ごとなので、初めの 1～7 代を除く

と、残り 29段階あることになります。

清平での修練会（4000＝0.4万）は、7 代ごとだから 30回（210＝7×30）出ることになります。よって、210
代の解怨・祝福を完了するには、

70万 +（3万+1万）× 29回 +　0.4万×30回＝198万
となります。これが 1 家系です。

1 つの家庭で、夫の父方・母方、妻の父方・母方、で 4 家系ありますから、210 代を 4 家系全部やると、

198万×4＝792万

ちなみに、210 代を終わっている人が、420 代までやるとすれば、先祖祝福献金と修練会費が掛かりま

すから、また 30回の修練会に行くので、1 家系で（1+0.4）× 30＝42万、4 家系で、42万×4＝168万と

なります。

したがって、420 代解怨祝福勝利（4 家系）には、792万+168万＝960万となります。

ただ、参加者の出費はこれで終わりません。清平までの交通費が必要です。1回で 5万円とすれば、

420 代までに６ 0回ですから、5×60＝300万
よって、420 代解怨祝福勝利（4 家系）のために食口家庭に必要な全費用は、

960万+300万＝1260万円なり。

ただし、この交通費は最高額です。清平へ行く回数が最多のものです。

いっぺんに 210 代なり 420 代までを解怨・祝福してしまえば、何十回も行く必要はありません。解怨した

先祖は 100 日たたないと祝福できないので（同じ先祖を解怨・祝福同時にできない）、どうしても 2回は

行く必要はあります。

あと、確か 7 代までを解怨・祝福してからでないと、210 代までを進めることはできません。

また、210 代までを解怨・祝福してからでないと、420 代までを進めることもできません。

なので、清平へ行く最小の回数は、

7 代までの解怨・祝福で 2回、

8 代から 210 代までの解怨・祝福で 2回、

211 代から 420 代までの解怨・祝福で 2回、

－の計 6回となります。

夫なり妻なりが、自分の父方・母方を同時に進めていくことは可能なので、夫と妻がそれぞれ最低 6回
行けばいい。2 人で 12回です。

よって、交通費の最低額は、5万×12＝60万。

よって、420 代解怨祝福勝利（4 家系）のために食口家庭に必要な全費用・最低額は、960万+60万＝
1020万円なり。

交通費を考えたら、なるべくいっぺんに解怨・祝福していったほうがいいですが、現実問題としては、そ

んなにたくさんの解怨・祝福献金をいっぺんに用意できません。そこら辺は、それぞれの家庭の懐事情

で決まるでしょうね。

※資料（二）6-3  【火の粉を払え】　ルポライター米本和広 blog　より

　緊急ニュース－文国進理事長の解任が決定！！ 

解任理由の分析には首をひねらざるを得ない。韓鶴子氏と文国進氏との対立が表面化したのは、金
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孝南一家が管理する清平の資産について文国進氏が監査を請求したところ、韓鶴子氏が拒否したこ

とに始まる。７男の文亨進氏は兄の国進氏を支持した。

韓国「時事フォーカス」2013 年 3 月 11 日

（略）

3 男側は現在の文総裁家庭の騒動の主犯が金孝律だと強く指定している。 彼がわざわざ 3 男側に資

金圧迫を加えて、これに対する法的訴訟をお母さんに対する非人間的行為的訴訟だと批判して 3 男

側を教団内で除去する行為を主導したといわれている。

結局これらのことは、 金孝律は 3 男だけでなく、文総裁以後 4 男、7 男まで除去しているわけだ。 文総

裁の子供が皆功績である地位から退くことになることによって金孝律は最も大きい恩恵を受ける立場に

置かれることになったのだ。

表面では後継争いがお母さんと子供の葛藤と見られるが、単純なものではないと見られる。 金孝律を

中心ある教団の実力者がどんな立場かがこの戦いの本質ではないのか考えられる。

【主要メンバー】

（写真の中心）金孝律キム・ヒョユル　(全南チャンフン)世
界平和統一家庭連合 宣教会 副理事長

（左上）ヤン・チャンシク　(全南ハンピョン)　韓国総会長

（上）ファン・ソンジョ (全南麗水) 鮮文大学総長

（右上）パク・ソングォン (全南木甫モッポ) 平和自動車 社

長

（左下）ソン・ヨンチョル (全南チョンウプ) 日本総会長

（下）アン・ホヨル (全南チャンフン) 統一教対外協力局長

（右下）キム・ソクビョン (全南チャンフン) 統一教歴史編

集委員長

揺れ動く統一教後継ぎ構図後継者で指定された文亨進米国総会長 5ヶ月ぶりに電撃解任

実力者に浮び上がる金孝律グループと金孝南人脈が教団を掌握
http://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=64700
ユン・ヨジン記者 | 016yj＠naver.com

※資料（二）6-4　秀のブログ　2015 年 9 月 26 日

　やっぱり、清平の先祖解怨は直接主管になった！

受信：全食口＜本部公文＞

清平役事は 1995 年に始まり、その間、興進様・大母様の霊的役事のもと、祝福家庭個々の霊分立や、

先祖解怨・先祖祝福の摂理を進めてきましたが、この度，聖和 3 周年を踏まえ、今後の清平摂理は、

興進様・大母様を通して霊的恩恵を授かる時代を越え、真の父母様の直接主管のもとで、さらなる恩

恵が与えられる時代に入りました。

予（かね）てより、大母様ご自身においても、「2010 年を越えれば、（霊的役事が）自動的に進行してい

く霊的背景が作られるのです。そして、訓母様の御言や面談がなくても、自動的に役事ができます

（2003 年１１月 2 日）」「役事は私がやめたとしても、今後、四世代が過ぎても、変わることなく続いてい

きます。私がしなくても、悪霊を整理し、絶対善霊を作ることができます（2008 年 12 月 30 日）」「解怨式

は人類歴史の最期の段階までする予定です。今後、解怨式と祝福式が自動的に為せる時代が来ます。
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（2011 年 12 月 24 日）」と語られて来ましたが、そのように、今、天上のお父様と地上のお母様、真の父

母様の直接主管のもと、祝福家庭自身の精誠と信仰条件により、一人一人が清平を訪れ、清心苑で

祈り、役事に参加することを通して、個々の霊的問題を整理していく時代を迎えました。

その間、霊界と地上界を仲保する立場として、誰よりも精誠を注がれ、御苦労して来られた訓母様（金

孝南女史）は、約 20 年にわたる使命を終えられ、今後は、修練苑の祈祷室にて、祈祷と精誠のみ尽く

して行かれる立場となりました。

霊分立の役事、先祖解怨及び祝福式、霊肉界祝福式等、これまで清平修練苑で行われてきた霊的恩

恵は今後もそのまま続いて行きますが、訓母様への個別相談、按手等は行われなくなりますので、この

点、ご承知ください。－以上－

※資料（二）6-5　2015 年 12 月 15 日　文亨進様説教

　『祖上解怨式 祝勝禮拜』全文

これからはもう皆さんは清平や詐欺師たちの奴隷ではありません。

清平にお金が無いので、愚かな幹部たちが、日本のシックたちの 210 代先祖解怨式をするにあたり、

「はい、2 億は出さなくてはなりません」と、、。そのシックたちはすでに借金に埋もれているにもかかわら

ずです。そのシックたちを奴隷と考えるサタンです。

ただ一人だけがお父様から任命され、その権限があるのです。詐欺師たち、清平、金孝南は皆さんの

先祖たちを地獄に送るのです。唯一お父様の王権に、先祖たちを開放することのできる権限があるの

です。また、全世界のシックたちがお父様が命令された 210 代の先祖たちを開放させ、、、献金も必要

ありません！解放釈放時代が重要なのであってシックたちから献金をもらうことが重要ではないのです。

このような解放釈放時代において、偽りの家庭連合はシックたちをより抑圧しようとしますが、お父様は

そうではありません。お父様は私たちを開放しようとしておられます。どんな天使長にも敬礼してはいけ

ません。お父様をしっかりとつかみ、中心をつかみ、家庭の根をつかんでこそ、その国へと行くことがで

きるのです。

先週、私たちには数千の先祖たちが共に踊り、解放され、後孫たちと共にお父様に触れることのできる

役事が起こりました。なので、私たちは祝勝会、お父様はよく祝勝会をされました。常に神様からの恩

恵を受けるたびに、お父様は祝勝会をされました。神様に感謝と栄光を返す日でした。祝勝会の日

は、、、。

その日に私たちは皆集まり、お父様のために歌を歌い踊り、、、。その日の私たちの目的は主を喜ばす

ことです。主を幸せにすることです。お父様と共に涙を流し、踊るのです。未来、どのように私たちがお

父様に侍り、幸せに主の中で生きていけばいいのか、それを見せてくださいました。なので、今日、皆

さんと共に少し風変わりな礼拝を捧げたいと思います。

7  、良心宣言

韓お母様が独生女宣言をすることにより、真のお父様の教えと違うとして、家庭連合に危機を感じた多

くの長老たちが、良心宣言を行うようになりました。良心宣言を行う長老たちは大きく 3 つに分類されま

す。

一つ目はサンクチュアリ教会に行く人。
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二つ目は文顯進様派を支持する人。

そして三つ目は家庭連合に留まる人たちです。

しかしそのいづれを選択するにしても、韓お母様の独

生女宣言を受け止めきれず、今の家庭連合に限界を

感じている人たちです。

かつて、文顯進様派が分派となった時、文顯進様派は

統一教会の資産の 50～70％を占める UCI 財団と多く

の教会員を奪っていったとして、骨肉の争いを繰り広

げることとなりました。しかし真のお父様が聖和され、文

亨進様と文國進様が追われるように出ていってからは、

文顯進様派と家庭連合との対立も静かになりました。

その約 3 年後、文亨進様がサンクチュアリ教会を立ち

上げられてからは、主にサンクチュアリ教会と家庭連合との対立が目立ち、家庭連合にとってサンク

チュアリ教会は、最も恐ろしい存在となってしまいました。

ここにあげる良心宣言をした人たちも、また多くの一般食口たちもそんな対立は望んでおらず、もう一

度真のお父様の在世当時のように、神の御旨成就のために、一つとなることを望んでいるのです。彼ら

の発言を研究し、そんな一体化を妨げるものは何かをもう一度考える機会としていきたいと思います。

　①サンクチュアリ教会に入会した人

「韓氏お母さんが一人の欲望と自分の栄光を追及したことによって数多くの命が堕落してしまった。そ

の歴史。自分が神様になろうと、神様の子女を全て殺してしまったその歴史。その事件の中でお父様

は天基 7年以前に 3000家庭を救ってくださいました。」

2016 年 2 月 14 日に、「2100組以上の魂が、今回

お父様の権威に戻るための祝福を受け救われまし

た。」

「お父様は、『終末の時には最初の者が最後になり、

最後の者が最初になる』と言われました。お父様は

36家庭、72家庭と祝福をされていかれました。」

「彼らは 36家庭や 72家庭であるがゆえに、尊敬を

受けています。しかし、終わりの時に彼らは愚かな

お金と権力の為にお父様を裏切ってしまいまし

た。」

「お父様を裏切った人たちは帰ってきます。その偽りの者たち、これからお父様の権威に戻るための

祝福を受けたとしても、それは堕落した者たちとして帰ってくるのです。そして皆さんの後ろに座らなけ

ればいけません。」

「36家庭の人が来て、私は 36家庭だからここに座らせてくださいと言っても、その答えは「No」です。」

「そういう人たちは聖人の後ろに座らなければいけません。」

「50年間、お父様がついてきたとしても、最後の瞬間には売りとばしてしまったのです。イスカリオテの

ユダのように。」

「お父様の為に迫害を受け、お父様の為に悪口を言われる。そういう最も困難な時にお父様を守って
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いた、保護していた人たち、そのような人たちが最もお父様の近くに座らなければいけません。」

「愛の秩序をこれから立てていきます。愛の秩序。いま若い人であっても、反逆した 36家庭よりは素

晴らしい立場なのです。」

「成約時代においては天一国を開くその道が 3000家庭によって始まりました。何もなくても捨てなかっ

た人たち、永遠に命の書に名前が残るでしょう。」

「今はその 3000の家庭が苦難の時代を通して、天一国の基盤になっていかないといけません。」

※資料（二）7-1　2016 年 2 月 14 日　文亨進様説教

　PA      サンクチュアリ教会礼拝

2100組以上の魂が、今回お父様の権威に戻るための祝福を受け救われました。今は、終わりの時の

審判なのです。終わりの時にはもう時間がありません。私たちは全ての人が戻ってくることを願います。

お父様ははっきりとした期間を私たちに与えてくださいました。それはお父様が聖和されてからの３年

間です。その３年間は過ぎました。今までの合計で約 3000組の魂が救われました。これは聖書的な数

字です。3000 人がシナイ山で殺されました。使徒行伝には 3000 人が使徒によって救われたと書かれ

ています。

3000組ということは、ほとんど１万人の人達が救われたことになります。このことに対して、私たちは神様

に感謝します。これは奇跡です。

私たちは教会内に発生した韓国のマフィアのような組織と戦っています。彼らはお金と権力に支配され

ています。2005 年に国進兄さんが韓国に呼ばれて、韓国のビジネスから腐敗を一掃しようとしました。

その時韓国のビジネスはマフィアのような組織になっていて、日本教会から毎年約 100 億円のお金を

吸い取っていました。ビジネスは利益をもたらすものです。それは誰かからお金を吸い取るためのもの

ではありません。国進兄さんはこれを是正するために大きな戦いをしました。国進兄さんは、日本から

お金を吸い取って分配するシステムを破壊しようとしました。多くの人は彼を憎みました。

お父様は組織を作っていたのではありません。お父様は神様の摂理を進めておられたのです。しかし、

韓国の幹部たちは傲慢で、自分たちが崇拝されることを願っていました。私たちは彼らに対して戦いを

挑まなければなりませんでした。

彼らは十分の一献金をしていると言いました。しかし、彼らはそれをしていませんでした。彼らは十分の

一献金をしているというお金を使って、健康保険を買っていたのです。彼らは韓国の教会長であった

私にうそをついていたのです。彼らはこのような完全に腐敗した嘘つきの文化を築いていたのです。彼

らは特権階級のようになり、100 年前日本は韓国にひどいことをしたと言って、日本のメンバーから搾取

していました。

家庭連合の裏切りによって審判の時は来ます。これは神様があなたたちを愛してないから起こるので

はなく、あなたたちが神様から離れてしまったから起こるのです。

私は韓国の幹部たちを見て、どのようにして彼らを謙虚にし、悔い改めに導けるだろうかと思っていまし

た。お父様は、「終末の時には最初の者が最後になり、最後の者が最初になる」と言われました。お父

様は 36 家庭、72 家庭と祝福をされていかれました。それはまさに、彼らにとって霊的な誕生日です。

彼らは 36 家庭や 72 家庭であるがゆえに、尊敬を受けています。

しかし、終わりの時に彼らは愚かなお金と権力の為にお父様を裏切ってしまいました。このように偽物

が現れました。終わりの時には神様は真理の光で偽物を照らし、何が正しいかを示されます。
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お父様を裏切った人たちは帰ってきます。彼らには他に行くところはありません。お父様を離れた場所

は地獄です。お父様の近くに行きたいなら、彼らは帰ってこなければなりません。

将来、時が来たとき、今の幹部たちが戻ってくるでしょう。

お父様の最高幹部の 1 人である 劉大行という人がいます。彼は世界中を原理本体論の講義をして回

りました。彼はお父様を裏切りました。彼はお父様の願いに反して国進兄さんを首にした理事会の１人

でした。彼はお父様を裏切り、不名誉な行為を行いました。

しかし、先週彼は彼の罪を悔い改めました。そして彼はお父様の権威に戻るための祝福を受けました。

そして、彼はお父様を裏切ったことに対する署名入りの公的な謝罪文を書きました。彼はお父様を裏

切ったことを認め、それを悔い改めた、お父様に直接仕えていた最初の最高幹部です。

神様は生きて働いています。他の幹部たちもいずれ彼に続くでしょう。

現在、サンクチュアリ教会は 3000組の祝福家庭、そして、10000 人の会員がいます。それは６か月から

１年で成し遂げました。

来年には３万人になるでしょう。その翌年には９万人になり、全ての教会が戻ってくるでしょう。なぜなら、

彼らはどこにお父様がいらっしゃるか、どこに王権があるかを知っているからです。

今の幹部たちは、彼らが間違っていることを知っています。彼らは今、金に支配されているだけです。

彼らが戻ってきたとき、彼らは彼らの位置にとどまらなければなりません。将来、何千もの人が集まった

時、彼らは彼らの位置にとどまらなければなりません。36 家庭の人が来て、私は 36 家庭だからここに

座らせてくださいと言っても、その答えは「No」です。

なぜなら、神様は新しい秩序を作られるからです。それは新しい王権における新しい秩序です。

 

※資料（二）7-2　2016 年 2 月 14 日　文亨進様

　■礼拝後のマルスム全編

新しい愛の秩序。お父様はすべての祝福家庭も、36 家庭、72 家庭、そのような名称をくださいました

けれども、愚か者たちがその内容を偶像化させて崇拝しました。

その偽りの者たち、これからお父様の権威に戻るための祝福を受けたとしても、それは堕落した者たち

として帰ってくるのです。そして皆さんの後ろに座らなければいけません。そういう人たちは聖人の後ろ

に座らなければいけません。その立場を守らないといけない。お父様の勇士に皆さんはならなければ

なりません。皆さんはその立場を離れた場合には、皆さんが反逆者になります。皆さんがそこを離れた

ときには、お父様を売りとばした人たちがその立場に立ってしまいます。

お父様を憎む人だけがそのような事が出来ます。50 年間、お父様がついてきたとしても、最後の瞬間

には売りとばしてしまったのです。イスカリオテのユダのように。

皆さんは人間的な考えで、そのような人たちを以前の先輩として、考えてはいけません。そのような失

敗はしないでください。不変の愛、そして愛の秩序。お父様の為に迫害を受け、お父様の為に悪口を

言われる。そういう最も困難な時にお父様を守っていた、保護していた人たち、そのような人たちが最も

お父様の近くに座らなければいけません。

愛の秩序をこれから立てていきます。愛の秩序。最後の者が最初になり、最初の者が最後になります。

その内容が真実にならざるを得ない、いま私たちは終末の時に住んでいるのです。いま若い人であっ

ても、反逆した 36 家庭よりは素晴らしい立場なのです。100万ウォンの月給をもらい、お父様を売り飛

ばした。偽り者たち。偽り者たち。彼らは人間ではありません。呪いを受ける人たちです。
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成約時代において、お父様の五旬節の役事においては 3000 人ではなく、3000 家庭が救われました。

（拍手）今はその 3000 の家庭が苦難の時代を通して、天一国の基盤になっていかないといけません。

聖書には命の書が書いてあると言います。そして全ての人の名前が（そこに）書いてあるといいます。

全ての祝福家庭はその命の書に自分たちが入ると思っていましたけれども、ところが 3000 家庭だけ

が・・・

皆さんはお父様を反逆することがありましたけれども、結局最後の決定的な瞬間ではお父様を捨てな

いで愛し、お父様を守りました。お父様の驚くべき役事を通して、3000 の家庭が救われました。成約時

代においては天一国を開くその道が 3000 家庭によって始まりました。

何もなくても捨てなかった人たち、永遠に命の書に名前が残るでしょう。堕落したものたちが帰ってきた

としても、皆さんはその 3000 家庭に入っていますので、その立場を離れてはいけません。お父様のお

供え物の前にまず皆さんからしないといけませんし、その反逆者たちが帰ってきたとしても、彼らから、

神様が救った 3000名（家庭）がお父様を守らないといけません。

全ての人が帰ってきます。その愚か者たちがお父様に背いて、そして堕落した姿で帰ってくるとき、そ

の愚か者たちだけが泣くのではなく、そのお父様の悲惨な心情を考えてください。その悲惨な心情。韓

氏お母さんが一人の欲望と自分の栄光を追及したことによって数多くの命が堕落してしまった。その歴

史。自分が神様になろうと、神様の子女を全て殺してしまったその歴史。その事件の中でお父様は天

基 7 年以前に 3000 家庭を救ってくださいました。

その愚かな偽り者たちが、お金と資産と財産と、そして偽りの愚かな内容。そのようなものによって、お

父様の精子とお父様の血統を買収する事ができると思いましたけれども、私たちは娼婦ではありません。

私たちは神様の息子たちです。お父様が立ててくださったカインとアベルです。お父様の精子を守っ

ている息子たちです。すべてを無くしたとしても、すべてを私たちはもっています。すべてを捨てたとし

ても、わたしたちは全てをもらいました。すべてを得ました。

　　ⓐ劉正玉元総会長

お父様の主要な弟子の一人で、原理本体論を全世界に派遣され講義して回った劉正玉（劉大行）。も

ちろん彼もお父様を裏切ったのです。

自分に与えられた地位、統一財団理事という位置を利用して国進兄さんを解雇しました。お父様のみ

言にそむく行為です。間違いなく指導的地位を不正利用してお父様を背信しました。全くもって不名誉

な行為です。

しかし一週間前、悔い改めてここにやって来て（お父様の権威に戻る）祝福を受けました。

■劉正玉会長、亨進様に公式謝罪

今回のご聖誕日を機に PA本部教会を訪問した第 5 代日本総

会長であり原理本体論講師を務めた劉正玉（劉大行）会長が亨

進様に今まで亨進様を非難してきたことを直接謝罪し、お父様

の権威に戻る祝福をソウルで受けたことを報告されました。

亨進様は、劉正玉会長が帰られた後、劉正玉会長が戻ってき

たことよりも多くの迫害があるなかで勇気をもって先に集まった

皆さんの方がもっと貴重であり、36 家庭であろうと 72 家庭であろうと皆さんの前に座ることは出来ないと

語られました。
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以前より劉会長は亨進様から懺悔書を持ってくるように言われていたようですが、今回 2 月 13 日の期

限を前に決意をされたようです。

　　ⓑ姜賢實先生

周りの幹部はおろか家族からも反対され、それでも総てを捨て、携帯電話でさえ祖国に置いて亨進様

のところに行かれました。

國進様が韓お母様のために用意しておられた部屋に住まわれるそうです。

姜賢実（カン ヒョンシル）先生

愛する食口の皆様に

私は姜賢実（カン ヒョンシル）といいます。

1952年に釜山ボンネッコルでお父様の御言葉を聴

いて感激し感謝し宇宙の問題を解決し喜びで天下

を得た心情でお父様と共に摂理の一線に立った過

ぎ去りし日が懐かしいです。

私は生きて再臨主に地上で会えたのですから私は

何も出来ないことはない。

「私は死に行くとしてもこの道を行かなければなら

ない、死んだ後もこの道を行きます。」と誓いながら

決心してきた道です。

お父様のみ言葉は真に威力があり私を統一原理

に夢中にさせました。

ところがある日晴天の霹靂のような言葉が聞こえて来ました。

お母様は「私は原罪が無く腹中から生まれるときから 3代で清い純血として生まれたが、お父様は原

罪をもって生まれた。」と言われました。

どんなに理解しようとしても理解ができず、何日も何日も、苦痛の中で身悶えしました。

私の信仰的良心では受け入れることが出来ません。

私はメシアであり母なる神様であるという言葉も理解できません。

二千年のキリスト教が独生女である私を待って来たという言葉をキリスト教徒達が聞けば笑ってしまう

ことでしょう。

強引に信じることは出来ません。

女性がメシア、再臨主になることは出来ないと思います。

お母様は、お母様が再臨主であるお父様の位置よりももっと高く大きいと見ています。

お父様の位置を格下げしお母様の位置を格上げさせることは私は信じることが出来ません。

私はもう少し研究してみて神様とお父様がどのように見ておられるか祈ってみようと思います。

このような全ての事を私は受け入れることが出来ないので道を異にしようと思います。

私の心配はなさらず見守って下さる愛する食口になってくださると信じます。

私がそれほどまでに愛したお母様、

このような事がなければ誰が教会から私を押し出しても出ていきません。

私はそれほどお母様のお側を慕い愛した人のなかの一人です。

今私は去っても、いつも忘れずお母様を記憶し愛していきます。
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そしてもっとお父様に近く、もっと近づこうとサンクチュアリ教会に行きます。

私は歳をとっていますが、私がサンクチュアリ教会に来たのは、

私の考えと意志で決定しましたし、神様の御心と真のお父様の勧誘であったと思われます。

それで私はペンシルベニア サンクチュアリ教会に来ました。

お母さま、お元気でいて下さり、霊界に行ってからお会い致します。

2016 年 12 月 21 日　姜賢実（カン ヒョンシル）拝上

　②文顯進様派支持

韓お母様の独生女宣言に異議を唱え、真のお父様のみ言に帰ろうと、居ても立ってもおられずに立ち

上がられた人物こそが神山先生であり、櫻井夫人でした。お二人に共通の主張は、独生女は間違って

いる、もう一度教会は一つになってほしいということです。それはお二人だけの願いではなく、ほとんど

の日本人食口たちの願いです。

お互いに対立し、骨肉の闘いをしているのは当事者たちであり、

韓国人幹部たちであり、日本人食口たちはそのあおりを受けて

分裂してしまっているだけです。日本人食口たちには利権もな

ければ発言権もありません。誰が真のお父様の後継者として教

団を引き継いだとしても、日本人食口たちはほとんど何も変わり

ません。ただ韓お母様や韓国人幹部たちの言われるままに、素

直に信仰を立てるだけです。それ故ほとんどの日本人食口たち

は、教会の分裂は望んでおらず、もう一度教会が一つとなること

を純粋に願うばかりです。そんな日本人食口たちの思いを代弁

しているのが、神山先生であり、櫻井夫人なのです。

特に神山先生は、ご自身が癌を患い、余命あとわずかということ

を自覚しながらも、命が燃え尽きる最期の瞬間まで、真のお父

様のみ言を伝え、伝統を相続することを必死に訴え続けられま

した。

死を前にして、自分の損得で物事を判断するはずがありません。

自分の生きた証を残すためには、自分自身の骨髄となる信条を、後世の人たちに残そうとするのでは

ないでしょうか？それが神山先生の場合、真のお父様と過ごしたダンベリー刑務所での日々であり、真

のお父様によって示されたみ言、伝統だったのです。そこには真のお父様を思う、純粋な心情しかな

かったと思います。

そんな真のお父様の心情を思うとき、今の韓お母様、家庭連合をそのまま放置しておくことは出来な

かったのでしょう。そんな神山先生の魂の叫びを今一度拝読し、神山先生の思いを汲み取り、ご冥福

をお祈りしたいと思います。

　　ⓐ神山威元会長

神山威元会長の嘆き

お父様が繰り返し繰り返し語られたそのみ言が、今実践されず無視されている。この現状を私は非常
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に憂いています。今、み言が無視されていませんか？三大王権、真の御父母様そして子女様、孫様、

そしてこのメインの中央に流れるその血統に、私達が連結されることによってなされる皇族圏が・・・・。

すでに皆さんもよくご存じと思いますが、今の教会は男のお子様、ご父母様の直系である男の子女様

が皆除外されています。不自然と思いません？

メシアというお方をどのように今の教会の人たちが認めているのか。私がお父様の近くにあってお父様

を知り、この方はメシアだと信じてきました。その私が捉えるメシア観と、今ある教会の人達のメシア観と

違いますか？違いますね。

今、お父様の位置がないがしろにされている現状を、私は納得し認める事が出来ません。

アメリカ在住のある日本人が言うのです。主権が変わったのにと。お父様は霊界に行かれて、お母様

の時代になったのに、なぜ古い主権に懸命にしがみついて、お父様のみ言、み言と言って、いつまで

「丹心歌」歌っているの・・・と。

お父様が霊界にいかれても、お父様の位置は主体であり、お母様の位置は

対象です。対象が主体の位置を奪うことは出来ません。

お父様が遺言として残したみ言を変えてしまう？それはないでしょう。この世

でも、親が遺言を残したら大切にするでしょう。それを変えて、平和神経が平

和経に、お父様が愛された黒表紙の天聖経が赤表紙の天聖経に、そして父

母経？？話になりません。

私は麗水で２年のあいだ、多くのことを見聞きしてきました。お父様の真心を

踏みにじるようなことを、聖和されるまでの無念の心情を抱いておられたお

父様お姿が…。私の目に焼き付いてます。

神山威元会長の講演　要約

拝読したみ言の重要な部分を、お父様が編集して一冊の本にされました。それが「み旨と世界」という

本です。

お父様が「神山、この本を持って多くの人たちを指導するんだ。教育するんだ。必要なみ言はこの中に

全部入っている」というお父様に指示を受けて、私のできる限りを尽くして歩んでまいりました。ある時お

父様は私に

「あの本（御旨と世界）を持って教育してるのか。しっかりと教育してたら、日本はこういうことにならな

かったのに」

と言われてお父様に叱責されました。その時の申し訳ない思いを忘れることができません。

「天聖経という言葉は怖い言葉です。第三者がどんなに素晴らしいノーベル賞をいくつも持っている人

でもそれに手をつけてはならない」

「先生がこの世を去る時、贈り物として皆さんに何を残していくかということを考える時、先生のみ言葉を

集めたこの八大教材教本は永遠に残されるものです。文先生御言葉選集が最高の贈り物です」

このような、み言を皆さんも何度も何度も聞かれたみ言かと思います。

しかし、お父様が繰り返し繰り返し語られたそのみ言が、今実践されず無視されている。この現状を私

は非常に憂いています。今、み言が無視されていませんか？三大王権、真の御父母様そして子女様、

孫様、そしてこのメインの中央に流れるその血統に、私達が連結されることによってなされる皇族圏

が・・・・。すでに皆さんもよくご存じと思いますが、今の教会は男のお子様、ご父母様の直系である男の
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子女様が皆除外されています。不自然と思いません？

メシアというお方をどのように今の教会の人たちが認めているのか。私がお父様の近くにあってお父様

を知り、この方はメシアだと信じてきました。その私が捉えるメシア観と、今ある教会の人達のメシア観と

違いますか？違いますね。こんな事をいうと教会の方が、何だというかも知れません。今、皆さんの前

で読みました。メシアという方は、長い蕩減復帰歴史が生み出した一人の方であり、そして神様が、真

の愛の全てをそこに注ぎ込んだ植え付けた一人の方です。

そのお方の使命は何かというと、人間アダムエバが堕落して全てが堕落圏になりました。その堕落圏の

中から一人の女性を見出して相対にし、そしてその方と真の家庭をつくる。お父様という方は天から来

られた方、神様の真の愛の全てを持ってこられた方。これが、真のご父様から教えられた私の基本的な

考え方です。

しかし、今、お父様の位置がないがしろにされている現状を、私は納得し認める事が出来ません。

アメリカ在住のある日本人が言うのです。

主権が変わったのにと。

お父様は霊界に行かれて、お母様の時代になったのに、なぜ古い主権に懸命にしがみついて、お父

様のみ言、み言と言って、いつまで「丹心歌」歌っているの・・・と。

「丹心歌」とは、高麗が滅んで朝鮮ができた時に、高麗の王様に仕えた臣下が、新しい時代の主権者

ではなく、元の高麗の王様、滅びゆく王様に仕えていくと誓った歌です。

私は強く反論しました。何を考えているんだ！

父母様は一つですよ。何故二つに分けて考える？お父様が霊界にいかれても、お父様の位置は主体

であり、お母様の位置は対象です。対象が主体の位置を奪うことは出来ません。

主体と対象が一体となって、夫婦が（夫が＋、妻がー）一体となって、天地の前に現われなければなら

ない、これが原理ではないでしょうか。

私が信じる真のご父母様とは、お父様を先きに立てての真のご父母様であり、お父様があってのお母

様であり、ご父母様があっての私達と考えます。

こう考える私が間違っているのでしょうか？

八大教材教本を大切にして、全ての問題の解決をみ言の中に求めなければならないと私は思います。

真のお父様のみ言を重要視し、実践することによって、全ての問題が解決されると確信しております。

お父様が遺言として残したみ言を変えてしまう？それはないでしょう。

この世でも、親が遺言を残したら大切にするでしょう。それを変えて、平和神経が平和経に、お父様が

愛された黒表紙の天聖経が赤表紙の天聖経に、そして父母経？？話になりません。

再臨主であり、真のお父様の前に、絶対信仰、絶対愛、絶対服従して行かなければならないのに・・・・。

私は麗水で２年の間(あいだ)、多くのことを見聞きしてきました。お父様の真心を踏みにじるようなことを、

聖和されるまでの無念の心情を抱いておられたお父様お姿が・・・・・。私の目に焼き付いてます。

人類のための遺言

真の父母様は、すでに人類のための遺言を準備し残しました。一生に六度もの生死を行き来する獄苦

を経ながらも勝利し、準備した遺言です。永遠なる人類の教材、教本として八種類の本を残しました。

巻数で言えば１千余巻を越える分量です。『文鮮明先生マルスム選集』千二百巻、『原理講論』、『天聖

経』、『平和神経』、『家庭盟誓』、『天国を開く門・真の家庭』、『平和の主人、血統の主人』、『世界経

典』、このような八種類の書籍です。これらの教本は、皆様が霊界に入っていっても読み、学ばなけれ
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ばならない本です。人間の頭脳から出てきた言葉や教えではありません。それは、天がかわいそうな人

類を救援するために下さった天道を　教える教本だからです。「平和指導者追慕統一昇華祝祭記念大

会」

先生の書いた内容を自分勝手に加減して・・・・

君たちは将来、先生の語った内容、先生の書いた（八大教材・教本）内容を、自分勝手に加減して訂

正しようというような思いを持ってはなりません。そのようなことをした場合には、先生の 200巻以上の説

教集が皆飛んでしまうのです。分かりましたか？（はい）。

天と霊界の先生の話のとおりにしておかなければなりません。いくらノーベル賞をもらったアメリカの大

統領であっても、有名大学の出身者であっても、その人の意見で先生の話を変えることはできません。

（ファミリー　93 年 9 月）「日本人特別修練会における御言」

1993 年 4 月 16 日アメリカ・ベルベディアにて　伝統はただ一つ！

「伝統はただ一つ！　真のお父様を中心として！　他の誰かの、どんな話にも影響されてはいけません。

先生が教えた御言と先生の原理の御言以外には、どんな話にも従ってはならないのです。今、先生を

中心として、お母様を立てました。先生が霊界に行ったならば、お母様を絶対中心として、絶対的に一

つにならなければなりません。今、お母様が行く道は、お父様が今まで立てた御言と説教集（八大教

材・教本）を中心として、行かなければならないのです。他の御言を述べるのを許しません。今度、韓国

においても、御言絶対主義をとることができるように措置したのです。どのような御言も、第二の御言を

許しません！」　（祝福 85 号　P68 「祝福二世の行くべき道」より抜粋）

1994 年 10 月 9 日　　韓国・中央修練院にて

お父様が、生前に私達にいつも指示された内容があります。それは、韓国と日本が、真の愛をもって一

つになる。そして世界を指導していかなければいけない、と言われたみ言です。

麗水である人が、お父様の前で、「日本は怨讐で・・」と過去の話を持ち出した時、お父様は即座に、

「そんなこと話すな！言うな！先生は恥ずかしくなる」

と言われたことを忘れられません。

日本と韓国が、本当に一つにならなければならない。どんなことがあったとしても。

お父様は一つにしようとしたのです。

お父様は私を麗水に呼んで、君は日本を代表してここにいるんだ。君がここ麗水に住んでいる事は良

いことだ。ここに君がいる事によって、日本の人達が韓国に関心を持つ、ここを君の故郷にするんだ。

そして墓もここに残すように、そして日本人という思いをもつな。先生と一つになるんだ。日本の色をも

つな、完全にお父様と一つとなって同化せよ、と言われました。韓国はアダム国家、日本はエバ国家で

はないか、夫婦だと。

結婚とは、夫婦が一つとなって、新しい生命を創造する。韓国と日本が一体となって、世界を指導しな

ければならない。だから日本という考えを持つな。一つになるんだ。夫の前に嫁になった妻は夫に同化

しなければいけないように、韓国と日本とは一つにならなければ天運が離れてしまう。それが、真のお

父様が私に語ってくださったみ言です。

 

「お父様は無念だった！」－神山元会長の講演録を全文公開

神山威元会長の講演

2014 年 6 月 18 日（プサンにて）
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神山の個人史

皆さんにお会いすることができたこと、嬉しく感謝しております。今は、この限られた時間内にどのように

して話をまとめていいのか苦悶しているところです。麗水の４０日の海洋修練会において、私の責任分

担の時間は４０時間から５０時間ありました。５０時間で語る内容を一時間で語ろうとしています。

今日、皆さんにまず紹介したいお父様の御言葉があります。

「メシヤたる者はいかなる者か。メシヤは、ただ一つ、神の内心にあったその愛があるとすれば、その愛

の全体が集結したその愛、方向を固め、出発点を同じくして、一致した方向のその愛を、総合された愛

を受ける最初の者である。その者とは何か。神の前に初めて生まれた長男。長男だね。分かりました？

メシヤとは何かというと、神の愛の前に初めて生まれた、神の愛の前に立った、初めて神の長男として

の愛を受けるそういう立場に立った者がメシヤだ。だから、イエス様もそういうことを言ったんだね。イエ

ス様はひとり子、一人息子である。ひとり子、息子であるというのは、全体の愛を受けることである。始め

から終わりまでね。神が絶対なる主体となれば、（メシヤは）男として、絶対なる主体圏に立つ者だ。そ

れはどんな立場か。父子の関係だ。父子の関係。分かりました？

だから神の全体の愛を、個人に向ける愛、それから家族に向ける愛、氏族、民族、国家、世界に向ける

愛。神の長男の子供として、すべての圏を超越したその基準において、代表的な愛を受ける資格を

もって来られる者が何？(メシヤ）。だから、神の子供。神の愛する子供が生まれてきた。しかし、愛する

子供一人で何になるか。子供自体は、その相対者を得なければならない」。(み旨と世界）P.852

メシアというお方がどういうお方かということをお父様が説明しているのです。

人類歴史はその一人を求めて歴史は綴られてきたのです。至る所で紛争があり、至る所で問題が起

こって、蕩減の代価を払って、その一人を見つけるための歴史であった。そして神様がその一人を送っ

た。神の愛の全てを持って、この地上に来られた方がメシアでした。

「相対者をどこから得るか。天上から得るんじゃない。堕落の結果地上で失ったんだから、地上で再創

造しなければならない。それで地上において宗教は何をやったかというと、天がプラスと言えば、地は

マイナス。だから、天に向けてメシヤを願う。愛の主体者を願うところは神様ではなくして、この地球だ

ね、人間世界だね。主体の愛を願うんだ。その思想がメシヤ思想だ。メシヤを迎えるために、世界版図

を拡大して、個人の環境を超えて、氏族の環境を超えて、国家環境、世界圏につながるようなそういう

基台を拡大しよう。拡大して、世界全体がその主体の神の愛の男の前に一つになる。何も反対する者

がない。絶対服従する。自分自体はもう存在しない。ただメシヤのために存在するというようなそういう

雰囲気を世界的に準備しようとするのが、旧約時代、新約時代の使命だ」。(み旨と世界）　P.852

このように、その一人を歴史が求めてきた。その方が、私たちが慕う真のお父様ですね。私の父は、キ

リスト教会の牧師であり母もそうでした。私の父は、内村鑑三先生と関係の深い中田重治先生と共に、

再臨運動を激しくやった人です。そのような環境の中で私は育ったのです。

ですから、子供のころから私も、再び来る再臨のメシヤということに対して、非常に関心がありました。同

時に、キリスト教会にもいろいろな問題があったので、教会に対して失望も感じていました。

私は一つの疑問を持っていました。イエス様が「汝の敵を愛せよ。迫害する者のために祈れ」と。私は

どうしても理解することができなかったのです。

「何故怨讐を愛さなければいけないのか。そしてまた何故迫害する者のために祈らなければいけない

のだろうか。迫害するものがいたら、恩讐と感ずる人がいたら、なくしてしまえばいいじゃないか。ぶち

殺したらいい。」

正義感からそんな思いを持っていました。
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その答えを求め、多くのキリスト教会の牧師先生方に尋ねました。しかし、誰からも、私を満足させる回

答を得ることができませんでした。ですから私は、統一教会に来て、真のお父様を通してその事を知ら

された時は、驚き感動しました。何故、怨讐を愛さ

なければいけないのかという理由を、ダンベリー

の刑務所のなかで、お父様は私に丁寧に説明し

てくださった、その事を今でも忘れることができま

せん。

ダンベリー刑務所

ダンベリーの刑務所に、私は多くの本を持って入

りました。その本は、お父様が過去に語られた、

日本語になっているみ言集です。この機会に、私

が今まで持っていたところのいろいろな疑問、そして理解できない部分をお聞きしたい、この期間を逃

したら、今後直接に御父様から聞くことができないだろうと思い持(も)って入ったのです。

そのみ言集を私が読み始めた時、お父様は

「何を一体君は読んでいるんだよ。」

「はい。これはお父様が過去語られたみ言です」

「そうか、では先生の前でそれを読んでみなさい」

と言われ、時間があればお父様の前で拝読しました。私が刑務所を出る１０分前まで拝読したのです。

私が理解できない部分、疑問とするところをお父様にお聞きしました。

お父様はそれに対して丁寧に説明してくださいました。

「先生はこう語ったのにここにはこういうように書かれている。これは先生言ったことじゃないよ。それは

韓国語から日本語に訳した、その人の過ちによってこうなってしまった。大変な過ちをしているよ」

といって正してくださいました。

拝読したみ言の重要な部分を、お父様が編集して一冊の本にされました。それが「み旨と世界」という

本です。

お父様が「神山、この本を持って多くの人たちを指導するんだ。教育するんだ。必要なみ言はこの中に

全部入っている」というお父様に指示を受けて、私のできる限りを尽くして歩んでまいりました。ある時お

父様は私に

「あの本（御旨と世界）を持って教育してるのか。しっかりと教育してたら、日本はこういうことにならな

かったのに」

と言われてお父様に叱責されました。その時の申し訳ない思いを忘れることができません。

ですから、今でもあらゆる方法を使って、貴いお父様のみ言を多くの人達のもとに届けなければいけな

いと考え、「今日の訓読のみ言」と題して毎日配信しているのです。Facebook を通して、また E-mail ア

ドレスに送っております。約３８００名ぐらいの人達に配信します。この中(i-Pad)に全部が入れてあるの

ですよ。たくさんのみ言があります。懐かしいお父様の写真とともに、このようにして配信しております。

この中のみ言を読んでみます。

「天聖経という言葉は怖い言葉です。第三者がどんなに素晴らしいノーベル賞をいくつも持っている人

でもそれに手をつけてはならない」

「先生が語るその一言のみ言には、数千万の善なる人々が首をしめられ、血を流した祭壇のみ言であ

るというのです、死刑場で消えていく数千数万の善なる人々に、知らせてあげることのできなかった神

様の曲折が葬られているのです。皆さんが　創造原理から復帰原理まで全体のみ言を受けるようにな
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るとき、そのみ言の一言一言には、血の涙が絡まっているというのです。

それを探すために苦労した人は差し置いてでも、歴代の先祖たちの血の涙とため息が、切々と入り乱

れていたのです。それを探すために、いかなる道も甘受してきた人がいるとすれば、彼が歩んだ路程

には一言のみ言を探し出すためにも血の涙を流す事情が込められており、呪いと恨みがあふれる歩み

をいとわず歩んできたのす。

その一言のみ言のもとには血の涙が漂っており、死のうめき声が自分を催促していることを感じる者で

あってこそ、歴史的な神様の心情を知ることができ、歴史的な神様の事情を知ることができ、神様が

願って探してこられた息子の面目を保つことができるのです」

『天の心情を誰が知っていたか』より抜粋　１９６０年１月１７日

「先生がこの世を去る時、贈り物として皆さんに何を残していくかということを考える時、先生のみ言葉を

集めたこの八大教材教本は永遠に残されるものです。文先生御言葉選集が最高の贈り物です」

「皆様、生命よりも貴く愛よりも重要なものが血統です。生命と愛が合わさって創造されるものが血統で

す。これらのうち生命がなくてもいけず愛がなくても血統は創造されません。愛、生命、血統のうちその

実りが血統なのです。神様の血統の中には真の愛の種が入っているので真の生命の体が生きていま

す。血統がなければ、生命はもちろん、愛も離れてしまいます。血統が残ってこそ、　愛した自分の伝

統が残され、血統が存続してこそ、父母の息遣いが継続していくのです。言い換えれば、父母に愛の

実、生命の実、血統の実、そしてすべての喜びの実を提供する　最初で最後の必要十分条件は、真な

る血統であることを、はっきりと知らなければなりません」

これがお父様のみ言です。この様なみ言を、毎日配信しております。

お父様が絶えず語られておられたみ言は、絶対信仰、絶対愛、絶対服従、愛と生命と血統、血統の重

要性、三大王権と四大心情圏と皇族圏、許せ、愛せ、団結せいよ、怨讐を愛せよ、自己否定せよ、真

の家庭の重要性、先生のみ言葉を集めたこの八大教材教本を絶対視せよ。

このような、み言を皆さんも何度も何度も聞かれたみ言かと思います。

しかし、お父様が繰り返し繰り返し語られたそのみ言が、今実践されず無視されている。この現状を私

は非常に憂いています。今、み言が無視されていませんか？三大王権、真の御父母様そして子女様、

孫様、そしてこのメインの中央に流れるその血統に、私達が連結されることによってなされる皇族圏

が・・・・。すでに皆さんもよくご存じと思いますが、今の教会は男のお子様、ご父母様の直系である男の

子女様が皆除外されています。不自然と思いません？

お父様がどれほど繰り返し繰り返し、血統の重要性について訴えておられたか。そしてその血統の中

に神様の息遣いがつながると語られます。それがありますか。そういうことに対して非常に私は心配して

います。

メシアというお方をどのように今の教会の人たちが認めているのか。私がお父様の近くにあってお父様

を知り、この方はメシアだと信じてきました。その私が捉えるメシア観と、今ある教会の人達のメシア観と

違いますか？違いますね。こんな事をいうと教会の方が、何だというかも知れません。今、皆さんの前

で読みました。メシアという方は、長い蕩減復帰歴史が生み出した一人の方であり、そして神様が、真

の愛の全てをそこに注ぎ込んだ植え付けた一人の方です。

そのお方の使命は何かというと、人間アダムエバが堕落して全てが堕落圏になりました。その堕落圏の

中から一人の女性を見出して相対にし、そしてその方と真の家庭をつくる。お父様という方は天から来

られた方、神様の真の愛の全てを持ってこられた方。これが、真のご父様から教えられた私の基本的な

考え方です。
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メシアの前に新婦圏として立ったのがキリスト教です。だからキリスト教は、新婦の宗教といいます。再

臨のキリストの前に、イエス様の前に復帰されなければならない、そういう立場です。しかし、今、お父

様の位置がないがしろにされている現状を、私は納得し認める事が出来ません。

私が統一教会を知ったのは、１９６３年の時でした。再臨に対して非常に興味と関心を持っていました。

父がそういう運動をしていたので。 メシアが来るんだ、再臨主が来るのだ、そういう時期なんだな。そう

いう時にお父様を知り、み言の内容を聞いた時本当に驚きました。私が統一教会に伝道された時、質

問した内容があります。

神様がいるのだったら何故人類がこんなに悲惨なのか。それが私には分からない。神がいるというのな

らどうして世の中がこう惨めなのだ。それは多くの牧師さんたちに聞いた内容です。しかし私を満足さ

せる答えがなかったのです。

福音派から統一教会に

その同じ質問を、統一教会行った時にもしました。「分かりました。お答えいたします」。「えええ？」いろ

いろな人に尋ねても答えられないのに一人の女性が「はい、お答えします」。この人は一体何者だ?
そしてその方が私にこう聞くのです。「あなたは神様を信じてるのですね。」

「私は神様を信じているのか、信じていないか、それは、まだ自分には分からないけれども、神様がい

ないとは私は断言できない。私が今ここにいるのも、私の意志で生まれてきたのでない。何か大きな力

によって生かされている、動かされているということを否定できない。確かに自分の意志で、自分にナイ

フを刺したら命はなくなるということはよく分かる。もし死んでしまったら、自分が生き返ろうとしてもでき

ない。自分が生かされているということは、何か大きな力と意志によって動かされ、生かされている。そ

れが神様とするならば、神様はいるかもしれない。いないとは　言い切れない。」

その人が言うのです。「分かりました」。何故、世の中がこうなったのか。お話しましょうと堕落論から話し

てくれました。私は初めて聞くような内容で、キリスト教会では聞いたことのないような内容でした。驚き

ました。そして次にその人が言うのは、「今日、話した内容は氷山の一角ですよ、まだ語りたい内容がた

くさんあります。」「ええ？まだあるんですか」「明日来ていただけますか」と言うから、「え？明日来てい

いんですか」。

私は次の日、約束した時間に合わせて行きました。その日はメシア論の講義でした。

イエスキリストがメシアとして来られたその方が、十字架につけられてしまったという内容を私に話してく

ださった。私は驚きました。「イエス様のこの十字架は人間の不信仰のシンボルです」と涙を流しながら

語ってくださるのです。

幼い子供のころ私の家の屋根に十字架が掲げられていたので嫌な経験したことがありました。「アーメ

ン、ソーメン、冷やソーメン」(笑)
いつもいじめられた。アーメン、ソーメン、冷やソーメンって聞いたことありますよね。(笑)
そんな日を忘れることできません。原理のみ言を聞き終わった時 この身は神様に捧げよう、この運動が

始まって数十名しかまだいない。私がやることがまだあるはずだと思い、私は身を捧げることを決意した。

すぐに飛び出してしまいました。全てを置いて、仕事も辞めてそのまま飛び出しました。

島根、広島、名古屋、新潟、長野、函館、札幌に伝道に行きました。教会を建てるという目標をもって開

拓伝道です。その頃、各県に教会がない時代でした。１９６４年のことです。１９６４年、６５年、６６年、６７

年と。そしてお父様に最初にお会いしたのが、開拓地の広島でした。１９６５年のことです。お父様が日

本にたずねて下さった時でした。本当に感動しました、真の御父様にお会いした時・・・。
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私の父はキリスト教会の教職者（牧師）としての仕事をしていたので、私が統一教会に入教した時は大

変でした。自分の長男の威（たける）が、変な異端宗教におぼれやがってと。父と宗教論争になり大変

でした。父が言うには、「威が三日間で聞いた内容で、お父さんが命をかけて貫いてきた４０年の信仰

生活を覆すことができるか！と怒鳴られ・・・。家に２～３年帰ることできませんでした。家に入れてもらえ

ませんでした。

その後、伝道活動に全力投入し、最初の講義をする時は人の前に立った時、準備をしていたにもかか

わらず、堕落論の講義が８分間で終わるのです。語ることができない自分に怒りを感ずる日々でした。

懸命に学び数年経ち、原理講義もできるようになりました。

名古屋に来た時には毎日原理講義を続けていたので多くの人たちが集いました。２００名～３００名と

集まってきました。そこに私は父を招待したのです。‘お父さんちょっと来てください’と。そして３００名

の前で話をする私の礼拝を父が後ろの方で聞いてくれたのです。父が驚いたこと・・驚いたこと。

「あの威が(笑)３００名の前で、説教を堂々とおこなっている (笑)どうなってるんだこれは。自分の４０年

の信仰生活において何人伝道出来たのか・・・」

それがきっかけとなって私の父も激しく反対をしていたのですが、み言を聞くようになり、その後、統一

教会の仕事をするようになりました。そして真のお父様を愛し、ご父母様から特別世界巡回師というタイ

トルをもらっていろいろな国々を巡回し、各教会でみ言を語り余生を送りました。(拍手) そして９９歳９か

月でこの地を去りました。

アメリカ開拓

お父様がこう言うのです。

「先生が君を用いているのもキリスト教の背景があるからだ。そしてまた先生はアダム国家で、君はエバ

国家だ。エバを相対に置く立場で開拓しないといけないから君を立てた。だからキリスト教の背景を

持ったエバ国家の神山だから、君を使うんだ。先生はアダム国家。だから世界を開拓する時には、アダ

ム国家とエバ国家で開拓していくんだ」。

そして、１９７２年にお父様は「アメリカに行く、先生と一緒に行こう」。その時はお父様はこう言うのです。

「神山は仕事よくするから先生と一緒に旅行しようと」と。旅行するんだったらいいよね。(笑)
私はその頃、語学に対しては自信がない、能力がないと自分で決めつけていました。英語にしろ韓国

語にしろ自信がなかった。 絶対に海外に出ないし、海外宣教師にはならない。もし世界の「ため」に生

きなければならないとしたら、名古屋、そして、この日本から、世界に必要な人材をたくさん出すから、

それで許してもらおう。

でもお父様は「よくやるから先生と旅行する」。旅行するんだったらいいじゃない。(笑) といってお父様

に呼ばれて行きました。

そして４０日間くらい、いろいろな所にお父様と共に巡回しながら時を過ごしました。

それから一ヶ月、４０日が過ぎたころ、そろそろ帰らなければいけない。旅行も終わったし、帰らなけれ

ばいけない。名古屋からは連絡が来て早く帰ってくださいという。

今日こそお父様に、日本に帰ることを話そうと(胸から首まで手を動かすジェスチャー)、お父様が聞い

て下さるかと思ったら、違う話をされてしまい、チャンスを失うことが多くありました。そして、いよいよ今日

は絶対に話そうと決めた日、突然お父様がこういうのです。

「君、神山！先生とこれから一緒にこのアメリカでやっていこう」

え、ええ、なんですか、お父様・・・。お父様、私は英語もできないしだめです。「死んだと思えばいいか
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ら」。お父様、私は英語ができないです。語学力がありません！「何を言っているんだ！」

「英語ができないからだめだと？君、言葉もできない人がこの世の中に生きてる。耳が聞こえず、言葉も

語る事が出来ない人も生きているじゃないか。それから見れば君ずっと良いよ」(笑)

死んだと思えば良いと言われて、決意せざるを得なくなり、それから３年は、日本に帰ることが出来ませ

んでした。日本にすぐ帰るはずだったのに。

「君のこれからの仕事は、先生は世界を救うために責任をもった者として、このアメリカにきた。だから今

まで韓国にあってもいつも公の前に立つことができなかった。いよいよ世界的な立場にあってアメリカを

基盤として世界に宣布しなければいけない天来のみ言があるんだから、君それを準備するように」

「お父様、私は英語が・・・」

「そういうことを先生の前で言うな」。

それで最初に準備するように言われた仕事は、カーネギー・ホールという会場での大会です。そこに１

３００名の人が入る会場を満杯にせよ。３日間。

「３日間の大会を先生やるから、その会場を満杯にせよ。それは君の責任だ。エバ国家の君の責任だ」

その準備をするために、日本からも宣教師が送られて来たけれども皆、言葉ができません。ヨーロッパ

からも来ました。そういう僅かな人たちと共に、準備しければいけない３日間です。兄弟姉妹、無我夢中

で働きました。言葉もわからないなかで。

それである食口が路上に出て行って、引っ張ってくるのですけれども「Come on！ come on！ come 
on！」あとはしゃべれない。(笑)
そして連れて来て、堕落論の講義、何を言うかというと「アダム、エバ、いちゃ、いちゃ、No No!　No No 
No No.」(笑) それで、だれを連れてきたかというと、売春婦を連れてきた。路上に立っている売春婦を

教会に連れて来る。 (笑)
そんな状況の中から始まったのです。

ですから、カーネギー・ホールの大会１３００名の会場を満杯にすることが出来なかった。上の席が空い

てしまったのです。お父様の前で「絶対やりますから」と言ったのですが・・・結果は満杯にすることが出

来なかった。

お父様に申し訳ないというそういう思いで、３日間の大会が終わった時にお父様に最終的な報告をす

るためにお父様がおられるベルベディアという所に行きました。そこでお父様がちょうどドアの入り口の

所に立っていらっしゃいました。そこに私は行って、お父様の顔を見るなり申し訳ない思いと無念の思

いとで、私は泣き崩れてしまいました。すみませんでした！と涙で謝りました。

お父様がそれを見て「神山、泣くな、泣くな、その口惜しい思いを、先生マディソン・スクエア・ガーデン

で大会を計画するから、その口惜しい思いをそこで取り戻せ」(笑)

マディソンスクエアガーデンでの集会

私はその時、マディソン・スクエア・ガーデンについて何も知らなかったので、次の日にお父様の言わ

れるマディソン・スクエア・ガーデンに行ってみました。会場に入ってその会場を見渡しました。広いこと

広いこと、２万５０００～３万名入る会場です。

高い所に立って、全体を見ました、これを満杯にする？誰が、この私が責任者で・・・。本当に足ガタガ

タ震えました。

それでお父様の所に戻って来て、「お父様、マディソン・スクエア・ガーデンよりも他の会場がないでしょ

うか。」

「マディソン・スクエア・ガーデンやるんだ！できるんだから！」

「カーネギー・ホールの大会１３００名ができなかったのですが・・・お父様・・・。」
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「何を～？やるんだ」!
その時のお父様は若かった。お父様がアメリカに行かれた頃のお父様は、気迫も迫力も人並みではな

かった、ずば抜けていました。

「やるんだ！先生と一つになれ。先生の心情圏と一つになれ。先生の指示に絶対服従していくんだ。

できるんだ。できるんだ」

真のお父様に励まされて始まりました。無我夢中で頑張りました。いよいよマディソン・スクエア・ガーデ

ンでの大会の当日、会場には人が集まってきました。会場には２万５０００名、３万名の人が入って。外

には約２万５０００名の人が溢れて、会場に入ることが出来ない人達で混乱状態・・・。

その時私は、ヤッター(笑)
そうでした。それでいよいよお父様のスピーチが始まりました。お父様のスピーチが始まってしばらくす

ると、ある人が、椅子の上に立って、スピーチを邪魔するのです。

お父様のことを‘偽キリスト～!!　と叫ぶんです。

会場がざわつきました。その会場を準備するために、心血を注いだ私達は邪魔されてなるものか～！

あっという間に私はその人の後ろにいました。ずずずっと引きずり降ろして、(笑) その力がどっから出た

か知らないけれども、そのまま連れ出しました。その後に警察官がついてきた・・・。(笑)

ところが、その会場全体がざわついてしまいました。

その時お父様が歌を歌い始めたのです。

花が咲くね。花が咲くね。という歌。それをずっと歌って、その会場を静かにさせ主管されました。その

歌、皆さん知ってますか？

花が咲くね。(山有花)山有花？

（引用者注）神山講演のテープ起こしをした人は、？を付けているところからすれば山有花の歌を確認

していないようだ。おそらく、これ→「金素月（キム・ソウォル ） 詩抄」であろう。山有花には加藤登紀子

が日本語作詩した曲もあるが、文鮮明氏が歌ったのは歌詞からするとリンクしたものだと思う。

そしてそれを歌いながら会場を静めて、またお父様のスピーチが始まった時、それは、それは感動的

であり劇的でした。２万５０００名の人たちが、‘うわああ’となっているのを、それを、静かにおさめて主

管されていくお父様は格好良かったです。後で聞いてみると、その人は韓国の既成教会の方だったと

のことです。

そして次の日。特に動員のために働いた食口たちが集まっての祝勝会です。その時、お父様は私を呼

ぶのです、「神山～!!」
「はい。」

「次の大会はヤンキー・スタジアムだ。(笑) 動員責任者は君がやるんだ。人を集めてくるように。そこに

５万人を集めろ。」

「え、え、え、お父様～言葉ができないですよ～私は！」

「またそれを言う」

５万名が入るヤンキー・スタジアムの大会、６月１日。

「先生と一つになれ！先生の心情圏でやるんだ。先生と一つになれ。一つになればできるんだから。」

ヤンキースタジアムでの集会

真のお父様に励まされ、その大会の準備を無我夢中でおこないました。

いよいよ大会の当日。朝から雲行きが良くない。真黒な雲がヤンキー・スタジアムの会場の頭上にのし

かかってくる。これはどうなるか。大会は何とか神様が守ってくれるだろう。お父様が再臨のメシヤだか
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ら守ってくれるはずだ。

大会が始まる３０～４０分前、その真黒な雲が弾(はじ)け豪雨となりバケツで水をこぼしたように・・・。６０

マイル（約１００ｋｍ）の突風が吹きまくったというのです。ヤンキー・スタジアムは円形型ですので、風が

竜巻のように吹きまくり、準備していたデコレーションの全てが風と共に飛んでいくのです。

外の様子を早くお父様に知らせなければと思い、お父様がお祈りをしておられる所（野球選手が控え

る場所）へ、ずぶぬれになった姿で報告にいきました。

「お父様！だめです！神様がこの大会を見捨てたようです。神様が見捨てました！神様が見捨てまし

た。」

真のお父様が怒鳴って、

「何を言っているんだ！最後までやってみないと分からないじゃないか。やるんだ最後まで、ここで！」

すごい剣幕、その時、お父様が座られて居られる後ろの壁に貼ってあった、大きな御父様の顔写真の

ポスターが、風もないのにバサーと音を立てて外れ落ちるのです。大きなポスターが縁起の悪いこと。

(笑) 激しいお父様のプッシュに押され外に出ました。

益々激しく雨が降っている。いやあ～私はどうすればいい。どうすればいい。

困惑していると一人の人が歌い始めました。

You are my sunshine. あなたは私の太陽です。その歌を雨の中で・・・

一人から二人へと広がっていき最後には会場全体に広がり集まっていたお客さんたちまで立ち上がり

一緒になって歌う、一つになって歌う。その歌が本当に一つになったころ、皆の心が一つになった時、

風と雨がパタッと止むのです。真黒な雲が、ヤンキー・スタジアムの頭上に伸(の)し掛かっていた黒い

雲が切れて、太陽の光が射し込んでくるではありませんか！それは劇的であり感動的でした。(拍手)
一斉(いっせい)に動き出して、めちゃめちゃになった会場の整備、命令ならざる命令で皆動き始めまし

た。こうして、こうやってと準備するのだと、本当は私が指示しなければならないのに、そんな時間がな

い。私は茫然として立っていました。

皆が動き出して、ある人は会場の外に出たお客さんを連れ戻してくる、ある人は会場を再整備していく。

その時私は感じました。

命令ならざる命令で、それぞれが動き出した。そこに天が働いたんでしょう、霊界が援助したのでしょう。

お父様が壇上においでになる時には、きれいに会場が整いました。そしてお父様が、ヤンキー・スタジ

アムで語られる、お父様の姿は本当に感動的であり素晴らしかった。このような事を私が言うと、信じが

たいかもしれません。神山が嘘を言うかも知れないと思うかもしれませんね。それがフィルムに残ってい

ます。

竜巻が、会場のデコレーションをみな吹き飛ばしました。私はこの経験を通して知ったのは、真のお父

様と一つになることが勝利の秘訣だということでした。一つになることの大切さを身をもって感じさせられ

ました。

ワシントン集会

ヤンキー・スタジアム大会が終わって、また祝勝会がありました。

私は大会の勝利を心から喜ぶことが出来ませんでした。何故かというと、５万名の人が集まったというけ

れど・ヤンキー・スタジアムの会場の上の方の席が少し空いていたのです。あの天候の中で、５万名の

大会を良くやったと言うのだけれど、私の心は満足していなかったのです。だから私は、祝勝会の時に

は後ろの方にいました。お父様の顔をまともに見る事が出来なかったのです。

その私を真のお父様が見つけ、「神山～！口惜しいだろう」

私の心をよくお父様はご存知でおられました。
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「その口惜しさをワシントン・モニュメントの大会で取り戻せ！そこに３０万の人を集めろ」 「神山の責任

で」！(笑)

その時、ワシントン・モニュメントの大会は何年か先かと思いました。「９月１８日に大会をするから準備

せよ」と。何年か先の９月１８日かなと・・・思っていました、ところが「３ヶ月先の９月１８日だ準備せよ！」

ええ！３ヶ月先の９月１８日・・・。ヤンキー・スタジアムで全ての資金を使い果たし、借金だけが残って

いる状況でした。私がお父様に申し上げました。

「お父様！お金がありません！お父様、もう資金の面でも難しいですと・・・。」

お父様の答えは、「やるんだ！やれるんだ！」

あの時のお父様は強く激しかったのです。お父様は「先生と一つになれ。できるから」。結果的に、ワシ

ントン・モニュメントに３０万の人が集まりました。またそれは感動的な出来事でした。当時の写真を皆さ

んに紹介します。

時間がない。お話ししなければならないことがたくさんあるのに。(写真が映し出される)
これがワシントンモニュメントに集まって来た人たちです。（写真を見せながら説明）

お父様が働く人たちを励ましてくださった時、いろいろなことがありました。報告をしながら、いつも、い

つもお父様が強調されるのは、先生の心情圏と一つになるんだということでした。私も若いですね、こ

の頃の写真を見れば。(笑) 今は髪の毛が白くなりました。

そして、大会は成功のうちに終わりました。

その後、多くの人達が社会に影響を与える、レバレンド・ムーン（Rev Moon）を恐れはじめました。この

ままレバレント・ムーンをアメリカに居住させたら大変なことになる。何とか追放する道を、彼らは模索し

始めたのです。

その頃お父様は、ニクソン大統領を押したてながら、アメリカをまとめ世界の復帰を願われたのですが、

お父様の願いの方向に、ニクソン大統領、そして国民は動きませんでした。国民が動かない。国民は、

ニクソン大統領を弾劾するためにいろいろなことをやりました。

それを見ておられたお父様は、国連の前で一週間の断食を決行しながら、‘許せ愛せ団結せよ’という

メッセージを送りました。しかし、国民が理解できず、世界復帰の摂理、ニクソン大統領を中心に成そう

としたお父様の計画が難しくなりました。

「その蕩減のために先生は刑務所にいくんだ。その責任はア

ダム国家にあるし、そしてまたエバ国家にもある。ニクソン大統

領とアメリカ国民の失敗を償うんだ。だから君は先生と一緒に

刑務所に行くようになるんだ」

ダンベリー刑務所で学んだこと １

その刑務所の中でも、私は多くのことを学びました。お父様と

いうお方に２４時間、朝から晩まで、晩から朝まで、お父様に侍

ることが許され。お父様というお方がどういうお方かということを、

多く学ぶことができました。その学んだ中のいくつかを、今日、

皆さんにお話ししたいと思います。

刑務所に入ると、裸にされ、そして刃物を持ってきてないか、麻薬を持ってきてないかと調べられました。

それでお父様も裸にされて、調べられ後「囚人服を着るように」と言われました。

その囚人服は、その日、刑務所を出て行った囚人たちが脱ぎ捨てて、洗濯物の箱に投げ入れられて
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いたものを使えというのです。

私は怒りを隠すことが出来ませんでした。

文明国家であるアメリカが、囚人達が使った臭いの染み付いた囚人服を使えと。刑務所に行った７月２

０日、その日は暑い夏の季節でした。汚れた洗濯物の中から、汗が染みた臭いのする下着をつけなけ

ればなりませんでした。汚れた洗濯物の中から・・・。

私はともかくとして、心から尊敬するお父様が、アメリカを救うために来られたお父様が、悲惨な屈辱な

道を行かなければならないと思う時、本当に心が痛みました。

囚人服を着て、私達に与えられたベッド・ルームに行きました。そのベッド・ルームがどういうベッド・

ルームだったかというと(写真を見せる)、二段ベッドとマットだけが、藁で作ったようなベッドがありました。

どうやって寝るんだろうと思っていると、ある囚人が来て

「シーツなんかないよ。枕もないよ。あるとしたらあの洗濯箱の中から持ってきたらいいよ」

と教えてくれました。

私は洗濯物のあるところに行って、汗の染みついたシーツ、その中でも最もいいようなものを選んで、

お父様のベッドをつくってさしあげなければならなかった時、私は本当にもうどうすることもできない怒り

の思いが湧いてきました。この刑務所を出た時には絶対許さない。あの検事！家族まで滅ぼしてやる、

そんな思いになるのでした。

「怨讐を愛せ？許せ？」「許せるか！」

そんな思いで足掻(あが)いている私の心を見抜いて、お父様が

「神山、何故そんな心を騒がせてるんだ。先生のことは心配しなくていいから」

「でもお父様、心配しなくてもいいといっても、これはあまりにもひどいです。」

「いいから、いいから」

「最も惨めな所は最高の所につながる。人類には父母がいない。だから兄弟が喧嘩して争いがあるん

だ。父母がいないから、父母が。人類の前に真の父母が必要なんだ。その真の父母は、最も惨めな所

を感謝していかなければ真の父母にはなれない」「感謝していくんだ」。

「お父様、分かりますけどもあまりにも・・・・」

「神山、こう考えてみろ。君、ダイヤモンド知ってるか。ダイヤモンドは、石炭が熱と環境によって変化し

てダイヤモンドになった。ダイヤモンドと火をつければ燃えしまう石炭はつながっている。だから最も惨

めな所は最高の所につながる。最も惨めな所を感謝して行くんだ。そこに怨むような思いをもってはい

けない」。

私の満足していない様子を見て・・・・お父様は私にこう説明してくださいました。

「神山こう考えてみろ。君、男だろう」

「はい、男です。」

「男だったら男としての生殖器を持っているだろう。その生殖器を考えてみろ。体にいらないものを排泄

する、小便を排泄する器官になっているだろう。それ分かるよね」

はい、

「そして、その器官は最も貴い生命を出発させる器官にもなっているだろ。最も尊い生命を出発させる

器官と、最もいらないものを排泄するための器官がつながっている。だから最も惨めな所を、感謝して

消化できないでどうするんだ」

といって私を説得してくださいました。

お父様というお方が、どういう方かということを身をもって示してくださり、本当に感謝でした。怨讐を怨

讐視したらいけないということを、私はお父様を通して知らされました。学びました。

ダンベリー刑務所で学んだこと ２
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ダンベリーの刑務所での生活がどうだっか、そのお話をしてみたいと思いま

す。

み言を拝読する生活が、このダンベリーの刑務所から始まりました。み言を

拝読する日々でした。声を出して読むと他の囚人達に迷惑になるので、お

父様はどの場所を選んだかというと外に出て読むのです。

グラウンドのコーナーに枕木がありました、その場所を訓読の場所と決めら

れ、そこに真のお父様が座り、その隣に私が座り拝読したのです。読んで

は説明してくださり、また読んでは説明してくださいました。そしてある時「神

山！先生と一緒に座ったこの枕木は将来有名になるよ。君がこの刑務所を

出る時この枕木をもって帰ることが出来たらいいね」と。

そしてある日、雨が降って、外に出て読むことが出来ないので、ベットルー

ムで拝読したことがあります。

お父様が座り、私が隣に座ってみ言を拝読するのです。拝読しているときに、ある囚人が来て、あなた

方はまた本を読んでるのか。その本は聖書なのか！俺も聖書を持ってる。俺の聖書はこれだ。といって

一冊の本をベッドの上にポーンと置いていくのです。

俺の聖書はこれだ、読んでみろと言うので、興味あったので立ち上がり手にとってみました。聖書では

なかったのです。エロ雑誌、ハスラーマガジンという最悪なエロ雑誌でした。

私はそれを見て、お父様もそれをチラリと見て居られました。私はこの野郎！私たちを馬鹿にするのも

いい加減にしろという思いにかられ、私はそれを持って、拝読していたお父様のみ言をそこに置いて、

彼のところへ行こうとしました。

お父様が私のここ(ズボン)を持って「おい！どこ行くんだ、どこへ！座れ」

お父様～このエロ雑誌を彼に・・・。

「いいから座れ、座れ、読め」

み言を読み始めましたが、み言が耳に入りません、心に響きません。読んでいても思いが彼のとこに

行っているので。 「ジャスティンの野郎～私達をバカにして！」

その後、真のお父様は何事もなかったかのように、彼に声をかけるのです。「How are you　元気か」と。

私の心の中は、けっして穏やかではありませんでした。そして、その数週間たった後のことです。彼がま

た私たちがみ言を拝読しているときに、「KAMI（神山）、俺はこの手紙を持って来た、これ読め」、と言う

のです。

「俺は、ハスラーマガジンに Rev Moon を悪く批判する内容が書いてあったからたまり切れず、編集局

宛てに手紙を書いた。」

その手紙のコピーを読んでくれと、手紙を置いていったのです。

手紙の日本語訳がここにあります。読んでみましょう

(手紙を読む)
おれは『ハスラー』誌の愛読者であると共に、ダンベリー刑務所の囚人だ。

おれの友達の囚人、レバレンド・ムーンについて、あんたの記事はあまりにもひどい。かえっておれを

笑わせたほどだ。おれにとって、また多くの仲間の囚人たちにとっても（おれは彼らに聞いた）その記事

がレバレンド・ムーンを悪く書くつもりであったとしたなら、一マイルも的を外れているよ。

ミス・ターナーの主張はちっぽけだ。ジム・フォレスト、あんたの記事は明らかに薄っぺらい、ヒステリック

な記事以外の何ものでもない。レバレンド・ムーンは、我々アメリカ人が我々の子供たちに伝達したいと

希望するすべての事柄のために闘っているよ。それは、婚前交渉やドラッグに反対し、反共であり、妻

への愛、そして家庭への献身である。彼の教会の何百万の人たちが、あんたの言うように催眠術にか

122



かって歩き回っているというなら、何故あんたがたは一人の人しか例に出さないのか…。不思議でたま

らない。

ラリー・フリントン、あんたは誰よりもよく知っているじゃないか…？　抑圧について…。ある特定の人間

の意志や法律が他の自由な人々の上に強要されていることを。

最後にこれを言わせてくれ。おれはレバレンド・ムーンと並んでキッチンで働いている。そして、おれは

彼が彼に要求されたすべての義務を遂行するのを見てきた。一言も不平を言わずに、トイレを洗い、床

の雑巾がけをし、すべての仕事を笑顔でやっている。ここにいる他の囚人たちについて、同じことが言

えたらどんなにいいかと思う。彼は決して偉ぶらない人で、我々仲間の一人として生活している。

おれの家族の訪問日とレバレンド・ムーンの家族の訪問日が同じなので、おれは、彼が彼の家族に会

うのを見て、レバレンド・ムーンが献身的な夫であり、愛し、愛される父親であることも知った。もしこのア

メリカにレバレンド・ムーンのような人がもっといたなら、おそらくこの国は今のような悲しい姿にはなって

いなかったであろうと思うのである。

1984 年 12 月 12 日　　ジャスティン・イグナシオ

連邦刑務所キャンプダンベリープリズン

彼はこのような手紙を書きました。

レバレンド・ムーンを批判するとしたら、一マイルも的を外れている。俺はレバレンド・ムーンと共に働い

てるんだ。彼は雑巾で床を拭き、トイレを洗い、全てのことを笑顔でやっている。

囚人が真のお父様をこう証するのです。

エロ雑誌を俺の聖書だと持ってきたときに、私が感情的になり彼を怨讐視し、なにか危害を与えていた

ら、この様な手紙を決して書かなかったと思います。私達を馬鹿にする怨讐を、愛で見守るお父様の

姿をこの目で見ました。

お父様のダンベリーの生活を考えてみて下さい。

ここの囚人達が使うトイレはいつも汚れています。汚い。２００人の囚人達が使うのですから。

刑務所にいる人たちは、自己中心的な人がほとんどです。トイレに行くでしょう。それで小便するじゃな

いですか。使う前は足元が綺麗だから近くに来て用をします。だんだん床が濡れてくる。次の人が来た

らすこし離れて用をする。(笑) そしてそこから飛ばす。そして次の人はもっと離れた所から飛ばす。

そんな話し・・・なにを言ってるかわかりますね。それをお父様が掃除される。掃除されていく・・・私は、

本当に、申し訳なくて胸が締め付けられる思いになりました。彼（ジャスティン）もお父様が掃除するそ

の姿を、その状況を見たのです。だから彼はこのように証するのです。

(再び手紙の一部を読む)

最後にこれを言わせてくれ。おれはレバレンド・ムーンと並んでキッチンで働いている。そして、おれは

彼が彼に要求されたすべての義務を遂行するのを見てきた。一言も不平を言わずに、トイレを洗い、床

の雑巾がけをし、すべての仕事を笑顔でやっている。ここにいる他の囚人たちについて、同じことが言

えたらどんなにいいかと思う。彼は決して偉ぶらない人で、我々仲間の一人として生活している。

その様なお父様を、私はこの目で見てきましたよ。そして、それが「アメリカを救い世界を救う蕩減の道

であるとするなら、先生は感謝して行く」と。「だから君も怨む、復讐心なんか持つな・・・・・」と。

刑務所での伝道

お父様は、刑務所で囚人達が嫌がる仕事は何か・・・探しておられました。そして嫌な仕事は、先生の

仕事にすると言われるのです。

キッチンで２００人の人が食べる食事を作る。囚人達が自分で作るのです。順番に・・・。大きなフライパ
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ンに油を注ぎ、スパゲッティーを作る。油がこぼれてしまう。その油を布巾で拭きとるとその布巾は、ぬる

ぬる、ベタベタになるのです。それをバケツの中に投げ飛ばして入れる。洗わないといけないのですけ

れども、誰も洗おうとしません。勿論役人が来て洗え！と言えば、洗わざるを得ないのですけれども、自

らそれをやる人はいない。お父様は今日からこれを先生の仕事にしよう。

そして、このぬるぬるベタベタになった布巾を、一つ一つ強い洗剤で丁寧に洗う。洗い終わった布巾は

高く積み上げられる。私はそれを見ていることができません。お父様、私がしますから私が洗いますか

らしないでください。お父様が布巾を洗っている場所に割り込んで、洗おうとすると、「これは先生の仕

事だ」と、その場を譲ってくれません。

ある囚人が外から帰って来てきました。ドロドロになった長靴をお父様の目の前で、お父様によって洗

われた布巾を奪い取るようにして長靴を拭き、お父様が使っているのバケツの中にポーンと投げ入れる。

この様子を見ている私は‘この野郎！’なんて無礼な奴だ！お父様は行動に移そうとする私に、「神山、

いいから」と諌(いさ)めるのでした。そういう生活がお父様の生活でした。

日曜日になると、神様の前に敬礼式があります。敬礼そして祈祷。それを欠かしたことがありませんでし

た。初めのころは祈祷の場所がなかったので、ドアを開くと外に出られる場所がありました。ドアを開い

てコンクリートのフロワー（床）でお父様が敬礼式をする。暗闇に向かって・・・・・。そういう生活でした。

その後、小さな部屋を使うことが許可されました。お父様がまず神様の前に敬礼したあと、私がお父様

に敬礼するのです。お父様は日本語でお祈りしてくださいました。

「世界の人たちが、先生を思って祈りを送っている。その祈る彼らの上に、天の祝福があるように」

と祈るお父様の姿を見た時、本当に私の胸は、強い何かの力に締め付けられているかのように感じま

した。

そういうお父様の祈る姿を、ある囚人が遠くで見ていました。‘レバレンド・ムーンは宗教家だから、祈祷

するのだと思っていたそうです。その人が来て、「俺も一緒にレバレンド・ムーンとお祈りしたい、行って

いいか」と聞くのです。私はお父様にお伺いしました。ビル・シェパードが一緒に祈りたいというのです

けれども、お父様どうしましょうか。お父様の答えは「いいよ、連れて来なさい」。

プライドの高い白人です。カトリックの信仰をもっていた人でした。私は聖書を使って彼に話をしたこと

がありました。

彼も聖書をよく読む人なので、人間が堕落した結果罪悪世界になった、復帰はこの様になされると聖

書を使って話をしたことのある人でした。彼は原理のみ言を少しであるけれど理解したようです。それで、

お父様と一緒に祈りたいと思ったようです。

お父様からお許しが出たことをビル・シェファードに伝えました。「レバレンド・ムーンは、いいと言ってい

るよ。じゃ～、行こう、行こう」と、ビル・シェファードが喜んで居りました。

「カトリック教会のお祈りと、レバレンド・ムーンのお祈りは方式が違うから、私に従って、神の前に挨拶し

なさい」と前もって注意をして、ビル・シェファードを敬礼式に連れて行きました。お父様の後ろに二人

で立ち、お父様が敬礼して祈られ、その後、お父様が椅子に座られました。

ビル・シェファードに私に従って挨拶するように、私もある面心配しました。私の左側に立つビル・シェ

ファードを、たえず見ながら敬礼するのですが、彼もまた私の方を見て、顔を見合わせながら、神様と

真の御父様の前に共に敬礼しました。その時のことが忘れられません。

あのプライドの高い白人のカトリック教徒が、お父様の前で敬礼するのですから、感動的でした。

刑務所に行った初めのころは、私たちに対してお父様に対して‘ヘイムーン（Hey, Moon）!’ と馬鹿にし

た呼び方でした。ところが、時が過ぎていくうちに、お父様のなされることを見て、お父様を見つめる見

つめ方が本当に変わっていきました。
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一ヶ月過ぎたころには、‘ヘイムーン（Hey, Moon）!’から‘ミスタームーン（Mr,Moon）と敬語をもって呼ぶ

ようになり。そして 2ヶ月～3 か月後になると‘レバレンド・ムーン（Rev.Moon）と敬意をもって’呼び方も

変わってきました。そして私が、４ヶ月１７日間の刑期を終えて、刑務所を出るころには、‘ファザームー

ン(Father Moon)、ファザームーン’と最高の尊敬心をもって真のお父様を呼ぶようになってきました。真

のお父様が、サタン世界の人達を自然屈服させ、長子権を復帰する路程を見てきました。

（汚く汚れたパンツの写真見せながら説明）

私はこの汚れたパンツを、永遠に忘れてはならない記念品にしなければならないと思い、刑務所を出

るとき持って帰ってきました。‘いつの日にかアメリカ社会に見せてやらなければならない’と、証拠物件

として持ってきました。これがそうです。(写真を見せる)

惨めな靴

今でも私は持ってます。これが、最初お父様が履かれた靴です。惨めな、惨めな靴です。その後に刑

務所の中で、７０ドルのお金を使うことが許されました。身の回りの物を買うために。

お父様は一足の靴を買われました。その靴がこの靴です。(写真を見せる)

お父様は、お母様や訪問客が来られるとき、これを履いて面会室に行くのです。７月～８月は暑いため、

古い靴は汗で臭いが靴に染み込むので、お父様、私が洗っておきますから、どうぞ新しい靴を使われ

てくださいとお願いしても、「いいから、いいから」と言われるのです。何故お父様がいいと言われるのか

理解に苦しみました。お父様も素直になって洗うようにしたらいいのに・・・・なんて思っていました。

私が、１２月４日に刑務所を出る時、私に洗わせなかった理由が分かったのです。

「神山、君に先生があげたいものがある。先生がとっておいた」

「ええ？刑務所で何か私にくださるものがある？」

「先生は君にあげたいとして靴をとっておいた、この靴を・・・」

と。(写真を見せる)
「これ履いていくんだ。履いていくんだ」と。

「お父様、結構です。私は刑務所を出たら履くものはいくらでもありますから結構です。」

「いいからこの靴を履いていくんだ」

あんまりお父様が、強く勧めるのでいただきました。

「これを履いてここを出るように、先生は今日食口たちに指示する内容を書いておいたから、これを持っ

て、この靴を履いていくんだ」

靴を履こうとしました、お父様がそれを見て「神山、靴の紐の結び方も知らないのか」と言うのです。知ら

なくありません。知ってます。靴の紐を結ぶくらいのこと・・・・。

お父様は「こうやって結ぶんだ」といって、私の足元にしゃがみ込み結ぼうとするのです。やめてくださ

い。(笑)　私は後ずさりして逃げました。お父様の大きな体が逃げる私を追ってくるのです。

「今日先生は靴の中にサインしておいた」「神山とも書いておいた」と。

貴いお父様のサインを、私が足で踏みつけるわけにはいかないじゃないですか。やめてください！「履

いていくんだ」。

結果的には結んでもらいました。私の結び方は横にキュッと引っ張る。お父様の結び方は確かに違い

ました。結び方は。お父様は縦でした。縦的(写真を見せる)。私は横的。(笑)
お父様から頂いたこの靴は、私にとって尊い尊い宝物です。結んでくださった靴の紐を、今でも私は解

くことができません。この状態で、大切に大切に・・・・。今も、私は持ってます。お父様が使われた下着
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パンツを・・・大切に保管しています。その価値がわかる人が持つべきです。そう思いません？　そうで

しょう。

(写真で靴の前に置かれた説明文を読む)

神山氏がダンベリー連邦刑務所を出監する日、文先生はご自分の靴を神山氏にギフトする。文先生は

「君に挙(あ)げたい物が有る・・・・」と言いながら、「君のために靴をキープしておいたよ」と、「この靴を

履いてこの場を出るように、古い靴は先生に残しておくように・・・・」と。また文先生は神山氏の足元に

座り込み、靴の紐を神山氏のために結んでくださったという、「人のために生きること、へりくだること」を

自らの行動を通して教えて下さったと神山氏は証しています。

そうなんです。この様なお父様でした。

ある人たちは、レバレンド・ムーンは権威を着飾って威張っていると言います。

私が見たお父様は、心温まる愛のお父様でした。

間違ったことに対しては、厳しく叱責するお父様であり、私達を許し愛で抱擁してくださるお父様でした。

私はお父様が大好きです。

お父様はアダム国家、私は日本エバ国家として、本当に真のお父様から多くの愛を受けました。その

ご父母様を、私が裏切ることができると思います？絶対できません。

今、ある人達が言うのです。神山会長は顕進様の側だから、ご父母様を裏切った・・と。私は真のご父

様を絶対視しております。私は、絶対に真のご父母様を裏切るようなことは出来ません！

真のご父母様から多くの愛を受け、恩寵を受けております。今も昔もご父母様に対する忠孝心は変

わっていません。

丹心歌

アメリカ在住のある日本人が言うのです。

主権が変わったのにと。

お父様は霊界に行かれて、お母様の時代になったのに、なぜ古い主権に懸命にしがみついて、お父

様のみ言、み言と言って、いつまで「丹心歌」歌っているの・・・と。

「丹心歌」とは、高麗が滅んで朝鮮ができた時に、高麗の王様に仕えた臣下が、新しい時代の主権者

ではなく、元の高麗の王様、滅びゆく王様に仕えていくと誓った歌です。

（引用者注）丹心歌⇒ 「丹心歌 ルビ入り (단심가) –  반주(伴奏)」 。哀愁漂う曲である。

私は強く反論しました。何を考えているんだ！

父母様は一つですよ。何故二つに分けて考える？お父様が霊界にいかれても、お父様の位置は主体

であり、お母様の位置は対象です。対象が主体の位置を奪うことは出来ません。

主体と対象が一体となって、夫婦が（夫が＋、妻がー）一体となって、天地の前に現われなければなら

ない、これが原理ではないでしょうか。

私が信じる真のご父母様とは、お父様を先きに立てての真のご父母様であり、お父様があってのお母

様であり、ご父母様があっての私達と考えます。

こう考える私が間違っているのでしょうか？

真のご父様のみ言を紹介します。

＊ “天地人真の父母”はお父様とお母様が二人ではなく一人である。

＊　お父様とお母様が、別々”ではなく、ひとつなのである。別々に動いては滅んでしまう。

＊　天地人真の父母”は、二人が一つとなって、天地の前に現われなければならない。
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私は、真のお父様が語られた貴いみ言を絶対視しておりますから、毎日祈りつつ、見つけたみ言を「今

日の訓読み言」と題して多くの方々に配信しております。２００９年１１月２５日から始まり、２０１４年７月２

０日の今日で、４年８ヶ月となりました。１７１９の抜粋したみ言を配信しました。

ダンベリーの刑務所で、真のお父様が膨大なみ言の中より、お父様ご自身が選抜されたみ言が、「御

旨と世界」と題して編集されました。このみ言で教育するように、必要なみ言のすべてが入っている。

み言で教育しないから色々な問題がおこるのだ、み言を重要視せよと言われたことが忘れられません。

八大教材教本を大切にして、全ての問題の解決をみ言の中に求めなければならないと私は思います。

真のお父様のみ言を重要視し、実践することによって、全ての問題が解決されると確信しております。

お父様が遺言として残したみ言を変えてしまう？それはないでしょう。

この世でも、親が遺言を残したら大切にするでしょう。それを変えて、平和神経が平和経に、お父様が

愛された黒表紙の天聖経が赤表紙の天聖経に、そして父母経？？話になりません。

再臨主であり、真のお父様の前に、絶対信仰、絶対愛、絶対服従して行かなければならないのに・・・・。

私は麗水で２年の間(あいだ)、多くのことを見聞きしてきました。お父様の真心を踏みにじるようなことを、

聖和されるまでの無念の心情を抱いておられたお父様お姿が・・・・・。私の目に焼き付いてます。

お父様のみ言を拝読します。

人類のための遺言

真の父母様は、すでに人類のための遺言を準備し残しました。

一生に六度もの生死を行き来する獄苦を経ながらも勝利し、

準備した遺言です。永遠なる人類の教材、教本として八種類

の本を残しました。巻数で言えば１千余巻を越える分量です。

『文鮮明先生マルスム選集』千二百巻、『原理講論』、『天聖

経』、『平和神経』、『家庭盟誓』、『天国を開く門・真の家庭』、

『平和の主人、血統の主人』、『世界経典』、このような八種類

の書籍です。これらの教本は、皆様が霊界に入っていっても

読み、学ばなければならない本です。人間の頭脳から出てきた言葉や教えではありません。それは、

天がかわいそうな人類を救援するために下さった天道を　教える教本だからです。「平和指導者追慕

統一昇華祝祭記念大会」

先生の書いた内容を自分勝手に加減して・・・・

君たちは将来、先生の語った内容、先生の書いた（八大教材・教本）内容を、自分勝手に加減して訂

正しようというような思いを持ってはなりません。そのようなことをした場合には、先生の 200巻以上の説

教集が皆飛んでしまうのです。分かりましたか？（はい）。

天と霊界の先生の話のとおりにしておかなければなりません。いくらノーベル賞をもらったアメリカの大

統領であっても、有名大学の出身者であっても、その人の意見で先生の話を変えることはできません。

（ファミリー　93 年 9 月）

「日本人特別修練会における御言」

1993 年 4 月 16 日アメリカ・ベルベディアにて

伝統はただ一つ！

「伝統はただ一つ！　真のお父様を中心として！　他の誰かの、どんな話にも影響されてはいけません。
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先生が教えた御言と先生の原理の御言以外には、どんな話にも従ってはならないのです。今、先生を

中心として、お母様を立てました。先生が霊界に行ったならば、お母様を絶対中心として、絶対的に一

つにならなければなりません。今、お母様が行く道は、お父様が今まで立てた御言と説教集（八大教

材・教本）を中心として、行かなければならないのです。他の御言を述べるのを許しません。今度、韓国

においても、御言絶対主義をとることができるように措置したのです。どのような御言も、第二の御言を

許しません！」　（祝福 85 号　P68 「祝福二世の行くべき道」より抜粋）

お父様は、「先生の言った通りに、『糞っ』て言えば『糞っ』て残せ。『拳』と言えば『拳』と残しておけ」と

言われるのです。

お父様が聖和されてすぐに、麗水の海洋指導者修練会が閉鎖されました。

お父様がどんなに麗水を愛したか。私はこの目で見てきました。お父様の心情圏、そして伝統が、麗水

の地に染み込んでいることを思う時に、何としても海洋摂理を復活させなければと思う日々です。

閉鎖された、故郷を失った寂しい心情が私から離れません。今まで私の長い年月の直接のアベルは

お父様でした。真の父母様であると共に、私のアベルでした。指示され報告する上司がいなくなってし

まった。お父様が霊界にいかれたので、ちょうど糸が切れた凧のようになってしまった。

胆管癌

私は日本に解決の道をたずね行きました。

２０１２年の１２月２４日のことです。ところが、身体が急変し倒れてしまった。病院に緊急入院。このまま

だと６ヵ月の余命ですと、一心病院で診断されました。一心病院で胆嚢摘出手術をおこないました。

その手術の時に、胆管に癌が発見されました。胆管癌の手術は、一心病院では難しいので癌専門の

駒込病院に移動し、そこで手術を受けることになりました。

駒込病院でも、開いてみないとはっきりとした答えを出すことができない。手術が難しければすぐ閉じる。

一時間くらいで手術室を出てきたら、もうだめだと思ってくださいと宣告されました。手術は２０１３年１月

１７日に行われました。８時間も手術が延長しました。手術は成功したのです。(拍手)
手術が終わって集中治療室に移され、一晩そこで過ごし、次の日、自分のベッドルームに帰って来た

のですが、何かおかしいのです。身体が・・・、生き息苦しい、息が出来ない、肺が塞がった感じ・・・。

真のお父様が聖和された後、私も早くお父様の身元に行くことが出来ればいいのに、こんな思いを

持っておりました。

お父様も病気になり、本当に苦しかったと思います。お父様の苦しみの一端でも知りたいですという、

祈りというかそんな思いを持っておりました。その祈りがそのままつながっているのかな、と思えるほどに

苦しくなってくるのです。息ができなくなってくるのです。

看護婦さんが言うには、手術をしたから麻酔の影響で、痰が気管に詰るから苦しいのだと。痰が切れれ

ば問題ないと、痰を出すことに集中してくれましたが、痰は出ない。息苦しく呼吸もできない、口もきけ

ないし頭もボーっとしてくる、いよいよ終わりが近くなった。真のお父様も、この何百倍の苦しみの中に

居られたのかと、その一端を知ることができた。感謝ですと祈りをささげる心境になった。

その苦しむ状況を、看護婦さんが医者に伝えると、医者が即座に来た。大変だ。いろいろ調べて何が

原因か・・と。

点滴の液が血管を破って肺に入っている、医者が大声で叫ぶ、肺に水がたまっている、だから息がで

きない！早くしないと大変なことになる。慌て数名の医者が集まる。早く穴をあけろ！麻酔も使わず、胸

に穴を開けた。点滴の液体が、３．８リットルも吹き出してきました。床は水浸し。３．８リットルの液体が水

が・・・吹き出た。

しかし、私は苦しみの中で、冷静に環境を甘受していました。苦しみに耐えておられた真のお父様を
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思いつつ。真のお父様も肺で苦しんだ。私はこの経験を通して、お父様の苦しみの一端を知ることが

出来た。

天のお父様ありがとうございます。ありがとうございます。

そして医者に、ありがとうございます。

「これは医者のミスでこうなってしまった」。「いいんです、いいんです。ありがとうございます。」(笑)
「いいから、いいから。」と付き添っていた人たちにもお願いした。

「あなた方もありがとうって言ってよ。医者のミスを咎(とが)めないで。」

あんまり私が言うからその人たちも、おじぎをして・・・。医者がびっくり。お父様の苦しみの一端を知るこ

とができたから感謝です・・・。私が気を取り戻した時に医者が言うには、1 時間処置が遅れたら命が無

くなっていたというのです。

文鮮明の無念

その後、２０１３年３月１７日にアメリカに戻りました。やっとの思いで飛行機に乗り、家族の待つアメリカ

に帰ったのです。それから１年６ヵ月の時が過ぎました。１年６ヶ月が過ぎ、今こうして皆様のまえに立っ

ております。

１年６ヶ月、アメリカの地で静養しておりました。

この期間、真のお父様の貴いみ言を学び、心に強く響くみ言を抜粋しては、Ｅメールと Facebook を通

して、３８００名近くの方々へ、毎日み言を配信する仕事に没頭してきました。

癌の手術が成功しても、しばらくすると癌が戻ってくると言いますが、癌がどこかに消えてしまったようで

す。日々、元気になってきております。

過ぎし１年６ヵ月は、神様がまだしゃべるな、静かにしとけ、という期間だったかと私は思うのです。

いよいよ今、しゃべり出さなきゃいけない時かと思っています。(拍手)　しゃべりまくろう、頑張ろうと思っ

ているのです。

何故かというと、お父様の無念の思いを解消してあげられなかったら(涙ぐむ) 私の本心が許さない。

麗水で、本当にお父様は嘆いて居られました。その嘆きを、解消してあげなければ、私の本心が私を

許さない。これからはしゃべりまくらなきゃいけないと思っています。

メシアとはどういうお方か！何故お父様は聖和されたのか？

皆さん、聖和されたことに対して嬉しいという思いがしますか？

霊界に行ったら喜びの世界ですね。

しかしお父様が聖和された、そのことを私には喜びと感じないのです。本心が喜ばないのです。何

故？

お父様は基元節を目前にして聖和されたのか。どんな思いで基元節を待っていたのかわかります？

D-Day、D-Day、ノルマンディー上陸作戦 D-Day となる基元節のその日を、どんなに待っておられたか。

お父様はその基元節を目前にしてその日を迎えられなかった。

ちょうどモーセが、カナンの地を目前にして、６０万の民を率いてカナンの地に入らなければいけない

のに、それを目前にして入れなかった。お父様も、基元節という神の国の出発の日を目前にして、基元

節を生きて迎える事が出来なかった。そして霊界へ行かれた。

ある人たちはこう言う。

お父様は全てを成した。 全てを成した。

では、お父様が全てを成したというなら何を成したというのか。何を成したと言うの?
真の家庭がどこにあるの？

真の国がどこにある？
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お父様が、どんなに深刻な立場で国を求めたと思います？

真の家庭を求めたと思います？

それがどこにありますか！私は正直に言う！

ある人たちは、真の家庭あるじゃないかと。どこにあるの、どこに。

ない！ない！

お父様は、真の家庭はこうあるべきということを私たちに教えてくれました。しかし、今この現実は?　不
思議だと思いません?
皆さん。お父様の聖和を心から喜べます？

良かった、お父様大往生した。そうは思います？。

なぜお父様は聖和されたのかという結論を、私は私なりに出しました、1 年６ヶ月の祈りの期間をもつて。

私が出した結論を時間をかけてお話したいのですけれども、すでに４０分も過ぎてしまいました。大切

な話だと思います。

お父様は再臨のメシアです。

ではメシアとして何を残したのか、この地に?
混乱だけを残していったの？

今、教会は混乱しています。その混乱を残したのがメシアの使命であり役割だったの？何故こう（今の

現状）なってしまったの？

皆さんに聞いてみたい。皆さんの答えは・・・・。

私はお父様を心から敬愛しています。敬愛しているお父様が、あのような死を遂げたことに対して、私

は本当に申し訳なく、心が張り裂かれるような痛みを感じておいます。痛く苦しいです。私の考えが

狂っているだろうか？

胆嚢摘出の手術、そして胆管癌手術の痛みと苦しみの中で、神様の前に問うた。何故、聖和されたの

ですか。

この１年６ヵ月の期間も、何故!　何故！聖和されてしまわれたのか？

お父様が基元節を目前にして、モーセがカナンの地を目前にしてカナンに入れなかった。その基元節

は、何をしなければならなかったのか。真の家庭がつくらなければならなかった。そして、神様の結婚

式がなされなければならなかった。

お父様が蘇生、長生、完成、最後の神様の結婚式を、真のお父様がどんなにその時を待ったと思いま

す？２０１３年の１月１３日の基元節を・・・・・。

白井康友・統一教会家庭教育局部長によって解説された、「文鮮明師のみ言にもとづく『基元節』の意

義」をご紹介します。

２０１３年２月２２日（天基４年天暦１月１３日）

① 神様の実体であられる真のお父様（文鮮明師）と真のお母様（韓鶴子女史）が第三次「真の父母様

聖婚式」を挙行する日。

② 神様の家庭（創造本然の理想家庭）が出発する日。

③ 創造本然の理想家庭の拡張を通して、実体的天一国（神様の祖国）の始発となる日。

④ 神様を中心に侍り、新天新地を開き、永遠なる解放、釈放を謳歌される永生の新たなる日。

この解説の内容が、現実となりましたか？

基元節は 1 月の 13 日と言いましたよ。神様の結婚式は 1 月 13 日。しかし、お父様が待ちに待ったそ

の日を迎えられず、霊界にいかれました。どんなに無念だったと思います？　モーセがカナンの地を見

ながら入れなかった。モーセがどんなに無念だったかわかります？
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２００８年４月６日に語られた、真のお父様のみ言葉を紹介します。

お母様を中心にカイン・アベルが一つになり、エバが夫の立場のアダムを堕落させたことを元返して、

夫にぴったり従い越えていくことによって、堕落以前の神様に直接連結された真の愛、真の生命の因

縁に一致すれば、真の血統に連結されるので、サタン世界とは何の関係もない、神様とのみ対すること

のできる一心一体一念一和一核の自由・解放の地上天国にならざるを得ない。

２０１３年１月１３日まで、……絶対信仰、絶対愛、絶対服従の国が立たなければならない。統一家は、

家庭理想を中心に公式的モデル型を備えている。天上世界・地上世界が立つことによって、解放釈放

の世界となる。神の解放・釈放がまだ成されていない。

天国のモデルが真の家庭から始まる。「救世主、メシア、再臨主、真の父母、お父様とお母様、真のお

父様の前にカインとアベルを一つにしたお母様が絶対信仰、絶対愛、絶対服従で、また全てが絶対信

仰・絶対愛・絶対服従、自信満々に各者が完成の道を行かなければならない。真のお父様の道がどれ

程難しい道であったかを理解しなければならない。そのような道を代りに行こうとする時に、難しいと考

えるのではなく、千回万回死ぬようなそのように信じ難い道も、感謝の思いでしか越えることはできない。

解放的、釈放的生き方は心と体が一つにならなければできない。一生懸命準備して、２０１３年１月１３

日までに、１２０門徒、１２００名、１２０００名の一族全体を完成すべき召命的責任が残っていることを自

覚しなければならない。勝利者となることを許諾したので、自信満々、堂々と各自が完成する主人とな

らざるを得ない。アージュ！拍手！」

再臨のメシヤは、真の家庭をこの地に作らなければならないと教えてくださいました。それを求めて真

のご父母様は、その日（基元節）を準備したけれどもできなかった。真の家庭、そして祖国創建を、今

後誰が責任をもってするのか？

アダム蘇生、イエス長成、再臨主完成。蘇生、長成、完成。再臨主の時代に、神の国を絶対作らなけ

ればならないと私たちは原理のみ言で学びました。

アダム蘇生、ノア長成、アブラハム完成。アブラハムまでの三時代。蘇生、長成、完成。この時代に絶

対に旧約時代の出発がなされなければならないと原理のみ言を通じて知ることが出来ました。

アブラハムが、縦的な歴史の失敗を象徴献祭で蕩減することにより、旧約時代の出発が成されなけれ

ばならなかったが、それが失敗した。それを横的に蕩減するため、アブラハム、イサク、ヤコブと横的に

延長された。ヤコブの勝利はイサクの勝利、アブラハムの勝利につながり、旧約時代の出発があった。

それと同じように、アダム、イエス様、再臨主。再臨主の時代は、真のお父様、次のお子様、そして三代

まで。一代、二代、三代で神の家庭、本当の意味での基元節を迎えなければならないと私は考えてお

ります。

一代、二代、三代。だからお父様ができなかったことを、二代、三代でやることによって、お父様の勝利

となる。

その日を何としても迎えて差し上げなければならないと思います。三大王権と血統の重要性について

語られた、真のお父様のみ言を拝読します。

生命より貴く、愛よりも重要なものが血統です。生命と愛が合わさって創造されるものが血統です。これ

らのうち、生命がなくても、愛がなくても血統は創造されません。愛、生命、血統のうち、その実りが血統

なのです。

神様の血統の中には、真の愛の種が入っていて、真の生命の体が生きています。したがって、この血

統と連結されれば、神様が理想とされた理想人間、すなわち人格完成も可能であり、理想家庭も生ま

れるのであり、さらには神様の祖国、理想国家も出現するのです。　平和理想世界王国は、このように
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創建されるのです。血統の重要性は、いくら強調してもしすぎることはないということを、皆さんも肝に銘

じなければなりません。平和神経　P.21 P.183

その血統に、お父様の息遣いと神様の種がそこにつながって来る。そう考える私は、お父様の業績を

継ぎ、み言を重視し、そして伝統と真のお父様の心情圏を相続する方は、一体誰か。お子様たちの中

で、男のお子様の中で誰なのか、私は探しました。

お子様たちは、５％の責任を果たさなければならない。しかしその中で、お父様の伝統と心情圏を相続

し、お父様の業績を継いで、お父様の願いをなしてさしあげたいと身悶える方は誰なのか。深刻です。

私の永遠の生命をかけて、私は探しました。この方はできるか？　ＯＯ様できるか?

私は、ある子女様と激しく話し合いました。彼は、「お父様のいうことなんか聞いたら駄目になってしま

う」という。

ああ、この方は難しい・・・だめだ・・・。お父様はメシアとして、私達が考えられないようなことを私たちに

指示します。考えられないようなことを。

私達はそれを飲み込んで、絶対信仰、絶対愛、絶対服従の基準で、蕩減の峠を越えなければ、未来

の道は開かれないでしょう・・・。

「神山さん、何言ってるんだ・・この・・・」！(机をたたくジェスチャー)
これはだめだ、難しい、この方は・・・。

私はこの方ではないかと考えたら、その方に会いに行く。直接会って肌身で感じたい。チェックする。こ

の方は、本当に神様を愛し、世界万民を愛し、お父様の業績を継ぎ、み言を重視し、そして伝統と真の

お父様の心情圏を相続することができる方なのか？お父様を本当に愛しているのか？

私の結論は、顕進様の家庭しかない。三男の顕進様家庭しかないと、強く確信しました。私が期待する

のは、お父様の生前の嘆きを解決して差し上げてほしい、二代、三代で。それが出来るように、私も背

後から援護しなければならないと強く思っています。

このままだと人類が悲惨な運命になります。今、救いの道を模索しなければ、２０００年前と同じように、

イエス様を十字架上に追いやった結果、悲惨な運命が来たイスラエル民族のように、イスラエル民族が

蕩減の道のなかに追われたように。

イスラエル選民が使命を果たせなかったということは、大変なことでした。それと同じ運命が、日本そし

て韓国に来たとしたら世界はどうなりますか。

今の現状を見つめる神様の立場は、いかばかり悲惨か！霊界で、今のこの状況を見つめる真のお父

様の心中は・・・。

考えてみてください。私達のお父様に対する不信が、神様の前に絶対服従できなかった私達の信仰

姿勢が、この結果を生みだしたと考えなければならないと思いません？

お父様のみ言を拝読します、大切なみ言だと思いますので紹介します。

アダム家庭は死んでいません。

皆さん、原理のみ言、アダム家庭ならアダム家庭は死んでいません。生きています。失敗というのは、

死んだ失敗ではなく、生きた失敗として残っています。神様は、このような失敗したものを生きた標本と

して、勝利的基盤を築かずには、天国に入ることのできるヤコブの家庭、モーセの民族、イエス様の国

家摂理があり得ないというのです。再臨主も同様です。みな生きています。原理を勉強すれば、アダム

家庭は私たちの家庭と同じなのです。

ノアも同様です。いつノアと同じ信仰を持ったことがありますか？　一二〇年の間、アララテ山の頂上に

船を造る狂った人がどこにいますか？　船を造ろうとすれば、川辺につくればいいではありませんか？

ですから、どれほど反対を受けたでしょうか？　狂人と言われるのはもちろんのこと、さまざまなうわさを
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聞き、さまざまな迫害を受けるようにさせたのです。東西南北に見えるすべての山の微々たる動物まで

も、「あのようなぼけた人、あのような狂人じいさんがどこにいるのか」と、後ろ指を指すようになっている

のです。

全部が無視する立場で、神様は生きているという権威を立てたのが、ノアの時の審判だということを考

えなければなりません。

皆さんがそのような信仰を持ち、統一教会を信じ、統一教会を立てるために努力しましたか？　ノアは

休みながらやったのではありません。雨が降ろうが、雪が降ろうが１２０年の間、すべての万物を収納さ

せる船を造らなければならなかったのです。その村で寄付でもしてくれたでしょうか？　狂った老人だと

いって、けなしたのです。

アブラハムも同様です。神様がアブラハムをカルデアのウルから導き出しました。アブラハムは偶像商

の長男として、自分の家を出るとき、その神様の命令を信じることができたでしょうか？

信じられないものを信じて出てきたのです。後には、神様はアブラハムに、「イサクを燔祭に捧げなさ

い」と言ったのです。アブラハムに「あなたの子孫を天の星のように、地の砂のように繁栄させよう」と祝

福したのに、１００歳の時、生まれた息子（イサク）を裸にして「祭物にして捧げよ」ということは何という命

令でしょうか？　狂ったことです。誰が信じられますか？

信じられない立場で、信じることが基盤になるのです。なぜでしょうか？

堕落が信じることのできる立場で信じられなかったので、信じられない立場で、信じなければ天に対す

る信仰の芽が生じません。それが伝統的な信仰世界で、神様が摂理する転換時代の公式になってい

るということを知らなければなりません。

アブラハムが祭物を裂くことにおいて、失敗しませんでしたか？　それ（裂くこと）が何でもないと思った

のです。皆さんも、先生のみ言を何でもないと思ってはならないのです。歴史的な宣言です。祭物を裂

くこと以上に価値ある先生のみ言を、どれほどこぼしてしまったことでしょうか？　そのみ言が皆さんに、

千年、万年の讒訴条件として残されているということを知らなければなりません。

アブラハムが、小さなハトを裂かなかった失敗によって、天上天下にない摂理を中心とした、サタン世

界と分立的な勝利の覇権（主義）を取り戻してくる、神様のみ旨が誤ったのです。ですから、そのみ旨

の前に自分たちが今、不信するすべての態度や行動は、アブラハムの祭物の失敗の何十倍、何百倍

になるということを知らなければなりません。

絶対信仰と絶対愛より抜粋のみ言

１９９４年１０月９日　　韓国・中央修練院にて

お父様が、生前に私達にいつも指示された内容があります。それは、韓国と日本が、真の愛をもって一

つになる。そして世界を指導していかなければいけない、と言われたみ言です。

麗水である人が、お父様の前で、「日本は怨讐で・・」と過去の話を持ち出した時、お父様は即座に、

「そんなこと話すな！言うな！先生は恥ずかしくなる」

と言われたことを忘れられません。

日本と韓国が、本当に一つにならなければならない。どんなことがあったとしても。

しかし、今、韓国と日本の距離が日々開いています。今、日本の国民の７０％が韓国嫌いになってし

まっています。正直にこんなこというと、皆さんの心も痛いし苦しいでしょうが、日本の国民の７０％は反

韓になってしまった。
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何故そうなったか。

お父様は一つにしようとしたのです。

お父様は私を麗水に呼んで、君は日本を代表してここにいるんだ。君がここ麗水に住んでいる事は良

いことだ。ここに君がいる事によって、日本の人達が韓国に関心を持つ、ここを君の故郷にするんだ。

そして墓もここに残すように、そして日本人という思いをもつな。先生と一つになるんだ。日本の色をも

つな、完全にお父様と一つとなって同化せよ、と言われました。韓国はアダム国家、日本はエバ国家で

はないか、夫婦だと。

結婚とは、夫婦が一つとなって、新しい生命を創造する。韓国と日本が一体となって、世界を指導しな

ければならない。だから日本という考えを持つな。一つになるんだ。夫の前に嫁になった妻は夫に同化

しなければいけないように、韓国と日本とは一つにならなければ天運が離れてしまう。それが、真のお

父様が私に語ってくださったみ言です。

天皇家の後継者

最後に、血統そして三代王権について話してみたいと思います。

皆さん、考えてみて下さい。

日本国は神武天皇から平成天皇まで１２５代、何故この体制が今まで残ってきたのか、あることを私達

に教えるために神様が守ったのではないかと私は考えております。

日本歴史の中で、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康がいました。彼らによって国が主管され、国の主権

が牛耳られた時代がありました。しかし、彼らはその天皇家、皇族の流れを完全に滅ぼすことが出来な

かった。

そして第二次大戦の戦後処理時代に、天皇制を廃止することもできたはずです。GＨQ の方針で、ま

たマッカーサーの意向で、アメリカの権威で、その体制は崩すことができたはずだ。そうでしょ？しかし、

廃止することが出来なかった。その体制を守った。何故？

あることを私たちに教えるために、神様が保護したのではないかと私は考えます、多くの国には王権制

度があったが民主主義政策によって崩されてしまった。日本とイギリスなど、残ったのは数ヶ国だけで

す。イギリスの王室もガタがきている。

皆さんに質問があります。今、天皇陛下が霊界にいかれたら、誰が次に立つのか？

美智子様？

天皇陛下がいなくなられたら、皇后陛下の美智子様が相続します？天皇家を・・・。日本の女性の方ど

う思うの？

そうじゃないよね。天皇陛下が霊界にいかれたら、必ず皇太子様が天皇の位置を継承します。その背

後で、皇后陛下の美智子さまが援護します。そして、新しい年号の元に、新しい時代が出発します。明

治、大正、昭和、平成、次は＊＊天皇・・・。

神側に新しい三大王権制が・・・。お父様が一代、そして二代、三代・・・・。この血筋が未来永劫に続い

ていく。その中央の血統に、祝福家庭が連結されることによって、皇族圏が生まれる。お父様によって

直接祝福を受けた人たちが皇族圏となり、神の理想世界が地上に建設される。私はそう考えておりま

す。何故、真のお父様が聖和されてしまったのか。何が問題だったのか。はっきりさせ、深刻な立場で

悔い改めて、今お父様の伝統とお父様の愛の心情圏を相続し、生命のみ言をもって出発しなければ

いけない時だと思います。

最後に、真のお父様のみ言葉を拝読して終りたいと思います。

神様の血統の中には、真の愛の種が入っていて、真の生命の体が生きています。したがって、この血
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統と連結されれば、神様が理想とされた理想人間、すなわち人格完成も可能であり、理想家庭も生ま

れるのであり、さらには神様の祖国、理想国家も出現するのです。　平和理想世界王国は、このように

創建されるのです。

ありがとうございました。

また機会があれば皆様にお目にかかりたいと思います。

　　ⓑ櫻井節子夫人

櫻井節子夫人も、今の家庭連合の現状に矢も盾もたまらずに声を上げた一人となりました。櫻井夫人

の息子は、3 男、文顯進様の支持の中心人物の一人、櫻井正美氏ということもあり、櫻井夫人自身も立

場的には文顯進様支持で、文顯進様を証すための文章になっています。

しかしこの文章の中で韓お母様の独生女宣言を問題視し、韓

お母様が真のお父様の位置に立つのではなく、あくまでも真の

お父様の相対の位置に立つべきであるということを強調されて

います。

櫻井夫人も、多くの旧統一教会食口の願いと同じく、できること

なら分裂を解消し、再び一つとなって神の御旨に邁進すること

を願っていることが伝わってきます。

「櫻井節子女史の手紙」（１１月３０日）

祝福家庭の皆様へ

統一家族としての悔い改めと真の家庭に対する祈り

― 対立と分裂の時代を越えて ―

最近、「統一教会の分裂」という本が出版されました。内容の真偽はともかくとして、私たちの教会が今、

決して一つではなく様々“分裂”していることは、否定できない事実でしょう。

こうした現実を前に、多くの兄弟姉妹が、この数年間、深い心の痛みと魂の渇きを覚えてきたに違いあ

りません。

私たちは本来、神様のもと、真の父母様のもとに結ばれた一つ家族でした。

それゆえに、私たちはお互いを“統一家族（食口）”と呼び合ってきたのです。

言語や文化が違い、皮膚の色が違っても、私たちは共通の親をもった家族であることに変わりはありま

せん。

それ故、私たちの運動は、教派や宗派を超え、思想や文化の違いを超えて、分裂している世界を一つ

に結ぼうとする運動だったのです。

今の私たちはどこに向かおうとしているのでしょうか?
私はもうこれ以上、分裂を助長し、闘いを熾烈化させるようなことはしたくありません。

しかし、だからと言って、問題に蓋をし、現実から目を背け、沈黙を守っていたいとも思いません。それ

はどちらも、お父様の願われることではないと思うからです。
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私はもう７８歳の老齢となりました。

先頭に立って人々を導くリーダーでもなければ、そうした力を持ち合わせているとも思いません。

古い者のこうした呼びかけがどれほどの意味を持つのかも分かりませんが、しかし、全国の兄弟姉妹と

同様、真の父母を愛し、真の家庭を愛し、教会を愛し、この運動がもう一度、一つになる日が来ることを

心から信じる者の一人として、この数年間、私自身が考えさせられ、思い続けてきたところを、正直に記

してみたいと思います。

(1) 神様の願いは真の家庭の実現

－復帰摂理歴史 6000 年の結実

神様の創造理想とは何だったのでしょうか？それは、言うまでもなく、神様を中心とした理想家庭の実

現であり、その真の家庭を基軸として、そこから拡大されて行く、神様のもとの一家族世界の実現でし

た。

人類始祖アダムとエバを失って以来、神様が出発された復帰歴史 6000 年は、ひとえに、本然のアダム

とエバ、つまり“真の父母”を地上に取り戻し、“真の家庭”という核を基盤とする一つの世界を実現する

ことにあったのです。

神様の愛と生命と血統とは、真の家庭にあって、子女様の生命がお母様の胎に宿ったところに結実し

ます。

3 家庭から始まった祝福行事がいつも子女様の受胎時にとり行われてきたのも、真の子女様の中に

宿った真の愛と生命と血統とを、祝福家庭に相続させることを意味していました。

即ち、血統的には赤の他人であった私たちが祝福家庭となり、真の父母様を父母として侍ることができ

るようになった理由は、子女様ゆえなのです。

そのため、真のお父様は、幾度となく、私たち祝福家庭が子女様の双子の弟妹として、子女様と愛に

おいて一体とならなければならず、父母様を慕う子女様の心情と一つになって初めて、真の父母の血

統の子女の立場に転換されるのだと教えて来られました。

「我々は、真の父母および、その父母から生まれられた真の子女と一体化することによって、再び生ま

れるための条件を立てていくわけであります。…

カインの立場にあるものは、アベルであるところの真の父母、真の罪なき子女と一体化しなければなら

ないのであります。彼らと一体化することにより、我々は復帰された子女として、同じ恵みを受けることが

できるのであります」（御旨と世界　p140）

真の家庭理想の定着なしには、神様の創造理想を天地に拡大していくことは不可能なのです。

父母様が子女様方を公的に立てられ、その勝利を願われたのも、真の家庭における三代圏の定着と

勝利基盤こそ、天一国理想の中心軸となるからであり、私たちはその中心軸と心情一体をなし、真の家

庭の勝利圏を横的に拡大させていくことを通して、初めて、天一国を実現することができるのです。

たとえ教会が崩れ去ったとしても、真の家庭がある限り、神の摂理は続いて行くでしょう。しかし、真の

家庭が崩れてしまった場合、神の摂理はその時点で途絶えてしまうのです。

(2) カインの子女とアベルの子女

－対立と分裂を生み出した原因

私たちは長らく、真の父母様を絶対的なアベルとして侍ってきました。

しかし、お父様は 70 年、80 年代の頃から私たちに何度も言われてきました。

「真の家庭の子女たちがまだ歳が幼いので、今は先生が君たちのアベルのような立場に降りて指導し

ているけれど、君たちの本当のアベルは、先生の子女たちだよ」と。
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祝福家庭の本来のアベルは子女様方であられ、アベルの子女とカインの子女とが一体となって初めて、

父母様が定着することができ、摂理を推進することができるのです。

2000 年代を迎え、父母様はいよいよ父母の立場に立たれ、子女たちが御旨の主人となって摂理に責

任を担っていく時代を迎えました。

天一国の実体化に向かう最終段階の摂理にあって、その内的摂理の中心は“子女間の一体化”で

あったに相違ありません。

しかし、私たちは長年の習慣性からか、ただ父母様のみを見つめ、父母様に喜んで頂きたい、何より

父母様から愛されたい一心で歩んできたように思います。

その姿は、子女様から見つめる時、僕とは言わないまでも、極めて自分本位で独りよがりな幼い子女の

姿に映ったに違いありません。

子女様方は皆、生まれながらに本性的で、真の愛の感性においては、人一倍、敏感でいらっしゃいま

す。

私たちの内に誤った姿勢や正しくない動機を見出す時、それを黙って見過ごすことはできなかったこと

でしょう。

兄の立場から私たちを強く、時には激しく指導することもあったに違いありません。

そんな時、私たちはとかく天使長のような情に流され易いものです。

｢私はあなた方が誕生する前から父母様の傍らにいたのだ！｣と。

両者の間に軋轢や葛藤が生じてきた時、お父様は決まって、アベルの子女様を打ち叱責されました。

お父様が子女様の勝利を願われないはずがありません。

しかし、カインの讒訴がある限り、お父様はアベルの子女様を認め、愛することも、かき抱くこともできな

いのです。

責任者たちの多くがこう言います。

「子女様は結局、父母様と一体となれず、絶対服従できなかったのだ」と。

しかし、そうだとすれば、子女様の前に果たすべき、カインとしての私たちの責任はどうなるのでしょうか。

極めて人間的な目で、自らの判断基準でアベルの子女様を見つめ、これを批判し、讒訴する時、そこ

にサタンの付け入る隙ができるのではないでしょうか。

カイン・アベル間の対立はアベルの子女様同士の対立へと飛び火して行きました。

サタンは子女様がズタズタになるまで攻撃し、次には、子女様の問題をもって、父母様を讒訴するで

しょう。

「何が真の家庭だ！こんな状態で、どうして真の父母が勝利したと言えるのか！」と。

(3) 顕進様にみる真実

－7 年間の非難と迫害の中で

私が真の家庭に深刻な問題が起こっていると感ずるようになったのは、顕進様がお父様の命に背いて

独自の活動を展開し、お父様の摂理基盤である UCI 財団をも占拠してしまった、という情報に触れた

時でした。

2013 年の基元節勝利に向け、摂理の最絶頂期を迎えていた 2009 年のことです。

顕進様は常に率直な方であり、時には、お父様に対してもご自分の意見を直言する、そんな子女様で

した。

しかし、父母様への愛情や御旨にかける情熱においては、誰よりも深い世界をもっておられたに違い

ありません。

それだけに、顕進様の一件は、私には理解し難いものでした。
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しかし、それ以上に目を疑い、深刻な思いにならざるを得なかったのは、その後起こってきた、教会組

織を挙げての顕進様批判キャンペーンでした。

顕進様にどれほどの事情があったにせよ、アベルの子女様を“堕落したアダム”として排斥し、糾弾す

るあり様は、サタン的な動機や感情が見え隠れする、実に行き過ぎ、やり過ぎと言うべき行動以外の何

物でもありませんでした。

さらには、内部の問題を公の場にまで持ち出し、外部の法廷に訴え出たり、メディアを通して誇張宣伝

するなど、教会の不祥事を世間の目にさらして、一体、誰が、どの部署が得をし、勝利を得たと言える

のでしょうか?

もし、それを“父母様の指示だった”というのであれば、一体、どんな報告を、どのように説明すれば、父

母様がそう判断されるのでしょうか。それは真の父母様の生き方とも、真の愛の思想とも、全く相容れな

いものでしかないからです。

教会では、顕進様がお父様に従わなかったことが発端だとされてきました。

確かに、たとえお父様の指示が事実と異なる誤った報告によって下されたものだったとしても、ひと度、

お父様が下された判断には絶対服従すべきというのが私たちの一般的信仰観であるかもしれません。

顕進様がその時、自らの考えをも捨てて、お父様に従われたなら、そこに別の道が開かれたであろうと

考える人々が多くいました。

しかし、もし顕進様が誰よりもお父様の御旨を思い、誤解や迫害をも覚悟で、子女としての責任を果た

そうとする動機で行動されたのだとしたら、私たちはそれを非難できるのでしょうか。

「いや、それなら少なくとも、UCI の基盤を持って行ってはならなかった」と言われるに違いありません。

確かにお父様がトップである以上、その許可なく組織を動かすことは容認できることではありません。

しかし、もし本当に、当時、顕進様側の人々が語るような深刻な課題があり、顕進様がお父様の願われ

る御旨を守り、摂理的基盤を守ろうという一念だったとすれば、私たちはどう考えるべきなのでしょうか。

様々な情報が錯綜する中、何が偽りで、何が真実なのかを判断することは容易ではありません。

しかし、もし私たちに判断基準があるとすれば、それは統一原理のみ言以外にありません。

真理と神霊をもって、天のみ意と真実を祈り求めるしかないでしょう。

人はその言葉と行動を見れば、動機や心情を感じ取るものです。

ここ 7 年間、顕進様がとって来られた言動とはどのようなものだったでしょうか。

教会に対する反対運動だったのでしょうか。

父母様や祝福家庭に対する恨みや批判の言葉だったのでしょうか。神の摂理に反する非原理的活動

だったのでしょうか。

私は顕進様というお方を熟知している訳ではありません。

しかし、その言葉と行動から感じ取れる世界は、変わることのない神様、父母様への孝情であり、原理

のみ言に対する確固たる信念であり、御旨に対する必死な思い、そして祝福家庭に対する兄としての

愛情でした。

(4) 真のお母様の位相

－お母様がお母様であるために

2009 年以降、真の家庭を巡る問題が激化の一途をたどる中、2012 年 9 月、真のお父様が聖和されま

した。

それはまるで、真の家庭と私たち祝福家庭の課題の全てを背負って行かれたようでもありました。全世

界の食口たちがあまりのショックに言葉を失い、茫然としていた中、毅然として立ち上がられた真のお
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母様のお姿が、どれほど私たちの心を奮い立たせてくださったか知れません。

しかし、それとは裏腹に、真のお母様を取り巻く環境は難しくなる一方に思えました。

仁進様の問題、亨進様・國進様の課題、清平の出来事。

そして今や、お母様の言動そのものが、全国の食口たちに大きな波紋を呼び起こしています。“独生女

(独り娘）”という言葉は、お父様が語られたものだとしても、お母様の生まれながらにしての胎中聖別、

血統転換というお話は、お父様から教えていただいた内容と、いま一つ一致し得ないからです。

私はお母様の言動を批判したいのではありません。

今、この時代にあって、真の母がおられることがどれほど感謝であり、天がどれほどの思いで真の母を

待ち詫びたのか…、お母様は私たちにご自身の特別な価値について語っておられるのだと思います。

しかし、お母様の御言がお父様の御言と微妙に食い違ってしまう場合、或いは、お父様以上にお母様

の価値を高め、強調されているような印象を受ける場合、多くの食口がそこに動揺を覚えざるを得ない

のです。

仮にお母様の周囲に、「お父様亡き今、お母様の権威を立てることが食口の支えになるのだ」と上申す

る人がいたとすれば、それは違います。

全世界の食口たちは、お母様に“お父様”を求めている訳ではありません。

私たちはお母様が“お母様”であることを願い、妻としてお父様をその傍らで支え、誰よりもその生涯を

共にして来られたお方としてお父様のご生活やみ言を証しされ、母として子女たちを愛で包み込んでく

ださる、真の母としてのお母様の姿を慕っているのです。

私たちはお母様のお生まれや出生の背景によってお母様を慕ったのではありません。

お母様が人類の真の母として、如何なる困難な中でもお父様を支え、思春期の子女様たちの苦悩に

心を痛めながらも、人類を思い、全食口の母として立ってくださった、そのお母様を心から愛しているの

です。

子女様もまた、そうしたお母様に侍りたいと思っておられるに違いありません。

顕進様は自らが迫害され続けた 7 年間、決して、お父様、お母様を攻撃したり、辱めるようなことはされ

ませんでした。

しかし、お母様が“独り娘”のことを語ることに対しては断固、反対し、食い止めようとされています。その

ことは逆に、真の母の位相を崩してしまうものだと、本気で危惧しておられるからです。

お母様が今、お父様に代わる権威をもつ存在として、ご自身の立場を強調されざるを得ない理由は、

子女様方、特にお父様の使命を代身して立つべき男性の子女様方が傍らにおられないからではない

でしょうか。

しかし、そうだとすれば、“独り娘”を語ることは逆効果と言えるでしょう。

今、私たち祝福家庭が見たいものは、その深い愛情で、全ての子女様方を包み込むお母様の姿です。

もし、子女様に対するカインの糾弾や批判の声が、お母様の子女様を愛し抱こうとする行為の妨げに

なっているのだとしたら、どうぞそうした言葉には耳を傾けないで頂きたいと申し上げたいのです。

子女様方の言動にも課題はあるでしょう。

しかし、周囲にいるどんな指導者たちよりも、父母様のことを本当に思っておられるのは子女様でい

らっしゃるに相違ありません。

(5) 統一運動の未来と可能性

－希望の灯はまだ消えていません！
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一度、分裂した宗教はもう二度と戻らない、それがこの世の通説だと言われています。

しかし、本当にそうだとすれば、私たちはこの世の宗教と何ら変わらなくなってしまうでしょう。自体内の

分裂も収拾できない私たちが、どうして宗教統一・思想統一を果たせるでしょうか。

今、｢全ての対立を越えて一つになりましょう!｣などと言えば、両サイドから批判の矢が飛んでくるに違

いありません。教会ではこう言います。

「子女様が過ちを認めて戻って来る以外に方法はない。そのためには、資産が底を尽き、従う者たちが

いなくなるしかない」。

一方で、ＵＣＩ側やサンクチュアリ教会では、こう言います。

「家庭連合は沈み行くセウォル号であって、教会にいては生き残れない。従う者がいなくならない限り、

お母様も危機に気付けない」と。

双方が“中立はない”と言います。

教会内では、少しでも子女様を擁護したり、一つになるべきだ、などと発言した時点で“分派”とされて

しまうでしょう。

現実をシビアに見る人々は言います、「戦争が起こってしまった以上、訴訟であれ、何であれ、行き着く

ところまで行くしかない」と。しかし、その闘いに勝者などいません。

不信から生まれた対立や分裂は“力”で解決し得るものではないからです。

この問題が続く限り、統一運動に未来はないでしょう。私たちは、過去の宗教が辿った歴史を、再び繰

り返さなければならないのでしょうか。

私たちは今、この運動の中に、埋め難い溝ができているのを知っています。

しかし、もし神様が生きて働いておられるのだとしたら、希望はあるはずです。

一つになれる道もあるはずです。

私はその第一の可能性を、顕進様の中に見ています。

もし顕進様が周囲から言われている通り、真の父母を不信し、御旨の道から離れ、自分本位に生きて

いるのだとすれば、希望は全くないでしょう。

また、自らの立場を恨み、父母様の権威に挑戦し、弟たちやカインの指導者たちに牙を剥くような状態

でしかないとすれば、神様はそこに存在し得ません。

私が顕進様に可能性を見る理由は、顕進様がこの 7 年間、必死に守ろうとされてきたものは、自らの位

置や立場などではなく、神様の御旨であり、摂理の方向性であったと信じるからです。

お母様が信じてくださり、顕進様を中心に立ててくださるなら、お母様を支え、弟の子女様方をかき抱

かれながら、この運動を正しく導こうとされるに違いありません。

また日本には、今々の現状を憂い、この運動を本気で建て直そうとしている心ある指導者たちがおり、

二世たちがいます。

また、どんなに厳しい状況でも、神様を愛し、父母様を愛し、自らの生活も、立場も、事情もかなぐり捨

てて、御旨のために生きようと、涙ぐましい歩みを成してきた篤実な食口たちがいるのです。

真実を知り、正しい原理観に立てたなら、この勝者のない闘いを終わらせ、神様の願われる御旨を共

に成そうとする人々も立ち上がるでしょう。

互いの非を糾弾し合い、家族の間に垣根を作り、｢あっちだ、こっちだ｣と分裂している昨今の教会を見

ながら、｢私たちは何のために生涯をかけてきたのか…｣と思い悩んでいる全ての兄弟姉妹の皆さんに

申し上げます。希望の灯はまだ消えていないのです!
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(6) 私たちが果すべき使命

－共に悔い改め、祈りましょう！

今日のこの状況はどこから解決し得るのでしょうか？

もし、この一連の問題が、本当に父母様と子女様の間で起こったものであったとすれば、また、子女様

同士の葛藤であったとすれば、そこで解決して頂く以外にないでしょう。しかし、そもそも、天が保護す

べき真の家庭に、どうしてサタンが侵入できたのでしょうか？

ユダの荒野で、サタンがイエス様を試みることができたのは、洗礼ヨハネの基台が崩れたからです。

また、イエス様が最後に十字架の道に行かざるを得なかったのは、12 弟子の基台が崩れたからでした。

お父様が興南の刑務所に行かれたのはキリスト教の基台が崩れたからであり、多くの子女様が数々の

試練を受け、困難に陥り、真の家庭が多くの犠牲を払ってきた主原因は、私たち祝福家庭の基台が立

たなかったからなのです。

とはいえ、それは大半の食口からみれば、身に覚えのないことでしょう。

しかし、ユダヤ民族は、当時のたった一握りの指導者たちと中心人物の過ちゆえに、イエス様を十字架

の道に追いやったことの全責任を共に背負うようになりました。

キリスト教は神様と共に生きた 2000 年の涙ぐましい歴史をもち、全世界に数々の篤実なクリスチャンを

有しているにもかかわらず、数名の中心人物の一時の不信によって、真の父母の基台となり得る選民

としての資格を失ったのです。

こうした観点から見る時、神様の摂理はどれほど厳正で、且つ無慈悲なものでしょうか？また、天一国

時代、いつの時よりも子女様との一体化が求められていた時に、これを果たせなかった事実はどれほ

ど深刻でしょうか。

無論、子女様に何の落ち度もなかったと言うつもりはありません。

しかし、どんな事情があったとしても、私たちのアベルとして、兄として、真心の限りを尽くして侍るべき

私たちであったはずです。

仮に、お父様に誤解が生じたなら、“それは違います”と、お父様にとりなすべきが私たちの立場だった

のではないでしょうか。しかし、私たちはこれと逆のことをしてしまったのです。

顕進様の非をあげつらい、理解し難い部分を讒訴し、父母様との間の信頼を損なわせるようなことも

多々あったに相違ありません。

サタンがそれを讒訴しないでしょうか？ 彼は最大の実力を行使して、真の家庭を破滅に導こうとしてき

たのです。

「お母様とだけ一体化していれば、全て解決される」という人も多くいます。

しかし、原理はそうなっていません。問題は、私たちの“父母様に対する姿勢”にあったのではなく、“子

女様に対する姿勢”にあったからです。

摂理的観点からみる時、私たちはサタンの讒訴を免れ得ないでしょう。

しかし滅亡を免れ得ないソドム・ゴモラの町のため、アブラハムが必死にとりなしの祈りを捧げた時、神

様は「十人の義人がいれば滅ぼさないだろう」と約束されました。

私たち統一家に、十人の義人がいないでしょうか？私は統一家全体が共に生きる道を見出したいので

す。

子女様の行動が父母様の心に傷をつけたとして、子女様が父母様に悔い改めるべき点があったとして

も、その前に悔い改めるべきは私たちなのです!
特に、孝進様が困難に陥ったその時から、自らがお兄さんに代わって長子の立場を守ろうとし、真の家
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庭に責任をもち、祝福家庭を正しく導くために、必死な思いで歩んできた顕進様の胸に、私たちはど

れほど多くの心情の矢を突き立ててきたことでしょうか。

顕進様に浴びせられてきた迫害の一端を知る者として、顕進様のその間の御言や祈りを伝え聞いた時、

悔い改めの涙を禁じることができませんでした。

顕進様は今もこう言っておられます。

「祝福家庭は私の家族だ。私には彼らに対する責任がある」と。

私たちが今すべきこと、それはまず、統一家族としての深い悔い改めであり、祈りではないでしょうか。

そうした悔い改めの渦が巻き起こり、その量が満ちる時、摂理の道も、統一家再生の道も開かれるので

はないでしょうか。

私たちが見たいのは、顕進様をはじめ、真の家庭の全ての子女様が、父母様のもとに一つとなった姿

であり、このような分裂した統一家族が再び一つになる姿です。

顕進様、國進様、亨進様が、天一国創建のビジョンと目的のもとに手を取り合う姿です。それが私たち

にとってのビジョン 2020 の核心ではないでしょうか。

真の家庭さえあれば、この教会は何度でも立て直せるでしょう。それが神様の摂理の中心だからで

す！

(7) さいごに

－真の息子・娘になるために

こうした声を挙げるに至るまで、悩まない日はありませんでした。

できることなら、こうした重荷を背負いたくない、そんな思いも強くありました。しかし、祈れば祈るほど、

霊的に突き動かされ、これを言わなければ、生涯、悔いるだろう、そう思えました。

古い者のできることはここまでです。

具体的に、今後、何をどうすべきは、志のある指導者たち、二世たちが教えてくれるに違いありません。

私などよりも顕進様をよく知り、子女様方を愛し、この 7 年間、より大きな痛みを覚えつつ、解決の道を

模索しようと努力された方々がおられることを知っています。

こうした呼びかけが、そのような方々の心に届き、泥沼化した状況から、統一家全体を天願われる方向

に導く一助となることを心から願ってやみません。最後に、お父様の御言と、顕進様の祈りを紹介して

終わります。

お父様の御言

―　1961 年 2 月 12 “七年の大患難時代”

『　神様は終わりの日になれば、人類の前に７年の大患難があるだろうと予告されました。

この患難時期は 6000 年の歴史路程において、天の悲しい曲折が聖徒にぶつかる時です。

人間の絆がみな壊れていき、信じられない環境にぶつかる時です。

自分がどんなに良心的に正しく生きたとしても、その良心で自らの生涯を主張できない時です。

（中略）

その時は、希望が揺れる時であり、私たちが信じている信仰の中心が揺れる時であり、信じて従った指

導者が揺れる時です。

（中略）

では、神様はなぜそのような世の中をつくっておかなければならないのでしょうか。
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（中略）

そのような患難の中でも「神様を愛する」と言う、そのような難しい場でも「神様と共に生きる」と言い得る

真の息子、娘を探すために、そのような時が来るというのです。

（中略）

神様が私たちに苦痛を与えるのは、神様との貴い一日、神様が経てきた苦痛の因縁を私たちに結ん

でくださるための、大きな約束であることを知らなければなりません。

そのような場で天を抱き締め、「一緒に行きましょう。

共に闘いましょう。

共に行動しましょう」と叫んで立つ人を探すために、そのような世の中が必要だというのです。

（中略）

神様が皆さんをいかなる苦痛の場に追い込んだとしても、その場で父を呼ぶことができる心をもたなけ

ればなりません。

いかなる場に落ちても、その場で天の心情のひもをつかんで上がろうと努力しなければなりません。

（中略）

その父を私の父と知り､その父の事情を私の事情として､その父の心情を私の心情として､その父の願

いを私の願いとして訪ねてこられる父の前に雄々しく立って、

「（中略）私があなたの願いの実体であり､事情の実体であり、心情の実体です」と自信をもって立たな

ければなりません。

このような者であってこそ父の息子であり､またその父に侍ることができる者になるということを皆さんは

知らなければなりません。』

顕進様の祈祷

－2016 年 1 月 1 日、真の神の日、零時の祈祷

『 (前略) お父様、私たちがあなたの真の息子・娘になること以外の、価値のない諸々のこと全てを捨て

させてください。

あなたの真の息子・娘として立ち上がるために、私たちに高潔さと神聖さを与え得るものだけを掴んで

行けるようにして下さい。

（中略）

私はあなたがこの地上で摂理を実現するために、自らの責任を全うしようとする、真の担い手たちの舞

台を準備して来られたことをはっきり知っています。

（中略）

お父様、あなたの種はまだ死んでいません。

あなたの主権はまだ消えていません。

そして、この身に一握りの力でもある限り、あなたのみ旨…あなたのみ旨…(涙)あなたのみ旨は必ず成

し遂げられるでしょう。

そしてあなたの霊と恵みは何千何億の生命を感動させるでしょう。
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また、永遠なる恩恵と救いのための約束の根となるあなたの祝福は、サタンの無知と恥辱の束縛の運

命にある息子・娘たちをあなたのもとに取り戻し、彼らを神聖、且つ高貴な息子・娘にするでしょう。

そうしてこの子女たちは地上天国を建設する偉大な夢に鼓舞され、一家庭一家庭ずつ立っていくで

しょう。

お父様、今日、この場を共にできない私たちの家族全員を心にとめてください。

彼らにあなたの愛と恵みを感じさせてください。彼らの心情を開き、謙虚さを見出し、その門を通して、

あなたと出会えるようにしてください。

そして、お父様、もう一度、私たちの家庭が一つになるようにしてください。』

2016 年 11 月 30 日　櫻井節子

　③家庭連合に残っている人

ソクジュノ会長は、いずれ自分もサンクチュアリ教会に行くだろうという

ことを言っているそうです。しかしそれに対し文國進様は、ソクジュノ

会長は、韓お母様が真のお父様を安楽死させようとしたときに反対し

なかったということで、あれだけ真のお父様の愛情を受け、可愛がら

れてきたにもかかわらず、真のお父様を最後に裏切ったということで、

絶対に許さないということで追い返したと言います。

もちろんそれはソクジュノ会長だけでなく、その場に居合わせた朴普

煕先生以外の全ての幹部たちに対する文國進様の姿勢でもあります。

それ故家庭連合に異議を唱え、サンクチュアリ教会に来たいと願って

も、韓国人幹部たちの多くは受け入れてもらえないだろうということを意味します。

しかし彼らが心から悔い改めたとしても、本当に受け入れてもらえないのでしょうか？文亨進様、文國

進様は、韓お母様が悔い改めたとき、韓お母様でも受け入れるということを公言されています。それは

真の母として受け入れるのではなく、一食口として受け入れるということでしたが、韓国人幹部たちも心

の底から悔い改めたならば、彼らもやはり受け入れられることでしょう。

では文亨進様、文國進様は、真のお父様を裏切った幹部たちに、どのような悔い改めを期待している

でしょうか？

ここに参考となる中国の故事があります。「三年蜚（と）ばず鳴かず」という故事です。

「三年蜚（と）ばず鳴かず」

◇荘王への謎かけ

　春秋五覇の一人にも数えられる楚の荘王は、即位直後に公族の謀反

にあって拘束されたことがあります。幸いその謀反は首謀者が殺され、

荘王も救いだされて決着しましたが、助かった荘王はこの事件が有って

から、政務を顧みず日夜遊興に耽るようになってしまいました。その間発

した命令といえば、

　　「王たる自分に、諫言などする者は全て誅殺してしまう」

　という訓令だけ。当時の君主は家臣の生殺与奪権を持った存在ですか
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ら、いくら無茶な命令だとはわかっていても、本当に実行されるかも知れないと考えると、王の所業を

諫めるものはいませんでした。

　王が政務を顧みなくなると、直ぐに国が動かなくなるかというとそうでもありませんでした。年若い君

主など遊びほうけていてくれた方が、よっぽど楽だという大臣や官僚たちも多く、これ幸いと自分たち

に都合の良いように国を動かし始めました。こんな状態でもすぐには大きな問題は生じなかったでしょ

うが、長引くと国を私物化する者たちが現れ、政治は乱れ始めます。

　そして三年。伍挙（ごきょ）という家臣が遊興に耽る荘王の前に立って、

　　「王に、一つ謎かけをいたしたいと思います。

　　　ここに一羽の鳥がいます。

　　　三年の間飛びもしません。鳴くこともありません。

　　　この鳥はいったい何という鳥でしょう？」

　と謎々をだしました。この謎かけの言葉が本日の「三年蜚ばず、鳴かず」です。この謎かけに

　　「三年飛ばない鳥なら、ひとたび飛べばきっと天まで達するだろう。

　　　三年鳴かない鳥なら、ひとたび鳴けばみなが驚く声を出すだろう。

　　　お前のいいたいことはわかった。もうしばらく待て」

　と答えます。さらに王の遊興はしばらく続きますが、ついに死刑の訓令を恐れず蘇従（そしょう）とい

う大夫が王に直諌するに至って、荘王は遊興をぴたりと止め、親政を開始しました。親政の始めまず

行ったことは三年の間に国政を私物化したような大臣官僚を一掃し、その間もしっかりした仕事を続

けた人物を重用することでした。

　荘王にとって、三年の遊興の期間は若年の君主である自分が国を導いて行く上で害になる人物と

有用な人物とを篩いにかけるためのテスト期間でした。

　荘王はこのテストに合格した家臣達を使って楚の国を強国に発展させました。

　荘王が重用した人物の中心に伍挙、蘇従がいたことはいうまでもありません。

今の家庭連合と似たような物語になっています。しかしながら、荘王に相当する韓お母様は、忠臣を探

すために「独生女」宣言をしたり、「真のお父様には原罪があった」などと言っているわけではありませ

ん。純粋にご自分は、神が 6000 年の歴史を通して探してこられたメシヤ、独生女であると信じ、真のお

父様には原罪があったと信じているのです。

そんな韓お母様であるにもかかわらず、お母様を祭り上げ、胡麻をすり、お母様の独生女宣言を積極

的に正当化しようとしている幹部たちは、荘王に取り入り、国政を私物化しようとした大臣官僚たちと同

じ立場にあります。万が一韓お母様の怒りに触れ、首にでもなろうものなら、自分たちの生活もままなら

なくなると思い、一生懸命に韓お母様に取り入り、真のお父様の伝統と業績をも破壊する人たちです。

しかしそんな韓国人幹部たちの中に、自分の命さえも顧みずに、お母様に苦言を呈する幹部が出てき

たら、お母様はどうするでしょうか？荘王のようにそのような忠臣を中心として、組織を改革していくだろ

うということはあり得ないでしょう。

かつて文亨進様、文國進様が苦言を呈した時には、後継者と言われていた文亨進様でさえも、韓お母

様を否定するものとして、教会から追放してしまいました。

しかし韓お母様に命がけで苦言を呈したものこそ、本物の忠臣であるとして、文亨進様、文國進様は

評価し、喜んでサンクチュアリ教会に迎え入れるのではないでしょうか。今も家庭連合に残る食口たち

から、成約の伍挙、蘇従が出てくることを、神も真のお父様も、文亨進様、文國進様も、心の底から願っ

ていることでしょう。
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　　ⓐ金榮輝元会長

＜金榮輝大先輩の良心宣言!!＞

お母様は、神様が予定された方で、特別な家庭に生まれるようにされ

て結婚されましたが、その時、もし私達の教団がなければ、どうしてお

母様がお父様に会えたでしょうか？

教団を立てて、反対を受けて迫害を受けるニュースが全世界に出た

ので、そのニュースを見て大母様も私たちの教団に入って来られたの

であり、お母様もお父様にお会いようになったのです。

教会を建てたということがどれほど重要でしょうか？

その土台の上でお父様は、第 3次エバを探され、第 3次、その時、お母様は原罪があるのです。

皆さんはそれを知らなければなりません。

原罪があるお母様ですが、、、原罪はありますが、特別に教育してお父様にお会いされたのです。

祝福を受ける前に約婚式をしたでしょう？

私は、その後にお父様とお母様が一つになる儀式をしたと思っています。

そうなって、お母様の原罪は清算されたのです。

このようにして、お父様とお母様は原罪ない夫婦として神様の祝福を受けて人類始祖の資格に上がる

ようになられた。

…お母様は原罪があります…

　　ⓑ李ヨハネ先生

最近では、キム・ジンチュン天一国憲法委員会委員長が、元老牧師らに 「真のお母様のご聖婚と独生

女」というタイトルで講義を進めていますが、先週、ソウルでは、その講義中にそれを聞いておられた李

ヨハネ先生が「何故このような話にならない講義をして歩くのか!!」と怒鳴られたと伺いました。

元老牧師の方々は、「”独生女論、真のお母様・メシア論、真のお

母様・神論”などは、統一神学の根本が崩れ落ちる音であり、この

まま行けば家庭連合は ”異端”ではなく、明らかに“カルト”になる

しかない」とおっしゃられたのも聞きました。。

最近では、全国の食口たちに講義をして歩いている鮮文大、キム・

ハンジェ教授を金栄輝会長とソン・デホ会長が訪ねて行かれ、「何

故、統一家を混乱させることを言って歩くのか」と叱り、カン・ヒョン

シル会長は先週、90 歳の高齢にもかかわらず、往復 7 時間の距

離にある開拓教会の食口たちを訪ねて行き、貴重なみ言葉と共に、「独生女は絶対にない。私は違う

ことは、絶対に違うと言う人である」とおっしゃられ、お父様から直接伝授された信仰の真髄を見せてく

ださったそうです。

　　ⓒ金英順女史の夫、ジョン・ホウン（ ）教授の良心宣告정호웅

＜金英順女史の夫、ジョン・ホウン（ ）教授の良心宣告정호웅 !!＞2016 年 10 月 14 日
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ジョン・ホウン牧師の婦人は金英順女史である。

20 年以上、金英順女史の霊界通信に接してきた。

真のお父様は金英順女史の霊界からのメッセージを公式の場で訓読してこられた。

多くの本も教会から出版された。

昨今霊界メッセージが混乱をもたらしていた。

ところが今回の霊界メッセージはお母様の独生女論を批判するものだった。

お父様の霊界メッセージとお母様の論は相反したがゆえに教会側は緊張した。

そして今回、ジョン・ホウン牧師を脅迫する事態となった。

訪問した人たち

 （イ・ヨンヒョン副会長） （イ・ミョンジヨン会長）이영현부회장 이명정회장
（ヤン・ジュンス会長）양준수회장 , （ソン・インヨン忠송인영충남교구장

南教区長）

ー経緯：要約ー

＊10 月 10 日、36 家庭の集会

36 家庭 チェ・ヨンジェ氏と金栄輝会長と金ビョンホ氏らが集まって 10 日に 36 家庭の集会を行うことを

決定した。

その後、お父様（10 月 16 日）と大母様（10 月 14 日）の霊界メッセージが入ってきた。

その内容を聞いた 36 家庭は驚愕し、深刻になった。

今までお母様の側に立っていた史吉子会長が、

「お母様は気が狂わなければこのような話をされることができるか。お母様に対してはお父様がどれほ

ど大切にし育ててこられたか、私はそのみ言葉の一つ一つを覚えているのに。しかし、生まれたときか

ら原罪がない独生女と言われることができるか、本当に心配だ」と直接的に発言したと言う。

＊10 月 12 日 金英順女史からの声明文

「今回、霊界の真のお父様の特別メッセージの件にあたってこのメッセージは、36 家庭を介して真のお

母様にご報告しようとする過程で誤って伝達されたものです」という弁明の声明文

（これにより先の霊界メッセージは金英順女史本人の本物であるという証明となる。）

これを最初に拡散した側は顕進様を支持する人たちだったが、なぜか

「このメッセージを亨進様側で自分の側に有利に活用することを直ちに中断してくださるようお願い致し

ます。」というサンクチュアリ限定、他は勝手に使っていいのかという疑問が残るおかしな声明文となっ

ている。

*10 月 14 日ジョン･ホウン牧師脅迫事件

霊界メッセージの波紋で教会が混乱し、お母様の指示で副協会長や現地の教区長をはじめとする協

会関係者数人が金英順女史の主体者であるジョン･ホウン（ ）教会長を訪ね霊界メッセージの内정호웅
容を認めることはできない除名すると脅迫したという。

これに対しジョン･ホウン教会長は「生涯、私はお父様に侍って来たので、最後までお父様のみ言葉に

従う。私を除名したいならば除名しなさい。」

と一喝
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＜天上から地上の幹部たちに送る真のお父様の特別な御言＞

統一家の 36家庭、教会長、公職者、そして全ての食口達に真のお父様が懇切に心から話す。真の

父はお母様を愛しとても大切にした。そして世界各国の真のお父母様を見つめる子たちをとても大切

に思い愛しながらこの生涯を生きてきた。何よりも、もっと悠久な歳月を経てメシアを待っていた神様、

私の父が可哀想で、難しく大変な時も最後まで耐え抜いてきた。

統一家の食口達よ！私の子らよ！しかし、天上の真の父は他の誰よりも真の母よりも統一家の私の

子たちがあまりにも可哀想に思いこの文を地上に送るので、食口達は天の真の父のみ旨に従って生

きて行くことを胸に刻むよう願う。

今日の統一家がこのままではいけないのです。地上で真の父が生きている時何を教えましたか？ひ

たすら愛し心をつくして教えたことは何よりも「霊界」だ。「天上世界、霊界」だ・・・.皆さんがいくら地上

で一生涯を健康に生きたとしても、時が来れば、誰もが例外なく天上世界に来るようになっています。

地上は短い生涯です。天上は永遠の命の人生なのに、皆さんは霊界の人生はほとんど考えもせずに

生きている…今、喜んでサタンが踊っている…

それでは天上の真の父はどうすればいいのか？天上の真の父は、金英順に霊界を詳しく教えている。

 “お前は一つ一つ教えて来なさい”と。

皆さんは、地上世界を去るとき、地上の誤った人生を全てきれいに整理してこいと、地上で整理して天

上世界の真の父がいる位置に来てこそ一緒に永生することができると、詳細については、金英順（キ

ム・ヨンスン）と話してみろ。

そしてお母様の話をしようと思う。オモニはメシアの妻の座を去った。私が話をしなくても、あなた達は

オモニの人生を見たし現在見ているのだから！

金栄輝（キンヨンフィ）、李載錫（イ・ジェソク）、お前たちが真の父が地上にいたとき、その教えの核心

は何であるかをそれほどまでにわからないのか？真のお父様の御言を「触れてはいけない」とあれほ

ど明らかに教えたのに、真のお母様と一緒にすること、それが天法なのか？なぜ真のお母様のため

に君たちはその教えを明らかにできないのか？

お前たちが天上に来るとき、メシアと一緒にるのか？その下流層に行くのか？

地上はそんなに重要ではない。そして、オモニが「原罪」がないだと…？サタンと関係のない独生女と

して生まれたときから「原罪」が無いだと..？

食口の皆さん、36家庭、協会長、公職者、そして統一家の皆さんは、真の父と真の父の胸をこのよう

に真っ青にあざだらけにする、私の子らよ…！真の母の言葉を置いて、なぜ正しいか間違っているか

を問わないのか？今、すべての公職者、36家庭、協会長、誤った生き方を悔い改め整理して天上に

来なければならない。

地上に送った金奉泰（キンボンテ）家庭の話を一度詳細に調べてみてください。家族が精誠をこめた

ので地獄からは解放されたが、まだ…もっとやるべきです…！

真の母が可哀想ですか？どのようにすればいいか 大母様がその母ですが、子を捨てなければなら

ない痛みを抱えているので..

真の父は、食口達に話したい話があまりにも多いが、皆さんは地上の人生を考えながら、自分自身を

よく整え来てください。自身の本郷地は天上世界であることを胸に刻みなさい。

36家庭、会長、公職者の皆さんは、真のお母様に真のお父様の教えを正しく従うように懇切に言わな

ければなりません。それでこそ真の子供になるのです。

天上において真の父が地上の非常時を終えてくれることを願う。
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2016 年 10 6.木     真のお父様

受信者:霊界レポーター・金英順

＜洪順愛大母様の霊界メッセージ＞

食口の皆さんアンニョンハセヨ。私は洪順愛 大母です。地上の食口達は、私からの便りを心から待っ

ていたでしょう？

何から語ればよいのか非常に心が焦るような思いです。

本当に真のお母様にはとて申し訳ないことですが、天上世界のこのような実情を思い計ることができ

ないようなので断定的に事実を明らかにしようと思います。

私は真のお母様の母（大母）として、このような事実を明らかにしなければならない私自身がどほど胸

が痛いか考えてくださるよう願います。

食口の皆さん！地上において過ちを犯せば、天上世界の霊界圏の位置がよくない程度はよくご存知

でしょう？

地上での人生は本当に瞬間です。天上の人生は永遠な永生であることもご存知でしょう？それは本

当に最も大きな問題です。

皆さん！食口の皆さん！皆さんはどのように過ごしていますか？

食口の皆さん！地上にメシアがおられた時、本然の生き方とは何なのかということは大体わかるで

しょう。

統一原理の教えから外れた歩みは天上世界では補うことができません。

どんなに真のお父様の愛する子女たちであっても神様は彼らを許すことができません。

それがまさに天理原則(天法)自体ではないでしょうか。

ところで食口の皆さん！真のお父様が最も愛する対象は誰でしょうか？当然、真のお母様でしょう。

ところが食口の皆さん！申し訳ないことに今の真のお母様は間違った生き方をしておられます。

昔の真のお母様ではなく、今は、驕慢と慢心の思いを少なくなく持っておられます。

そして今はメシアの妻の位置からとても外れ、自ら”メシア”であるという自負心を持って主観的摂理

的な行跡を積上げておられ、真のお父様、メシアが経綸された摂理的業績を様々な領域で変えて

いっています。

現在の真のお母様は決して”メシア”ではありません。

そして真のお母様の”独生女”に対し様々な次元で少なからず議論されているようです。独生女問題

はその解釈がほとんど間違っています。

真のお母様はメシアの妻に過ぎません。天上においても地上においても、メシアが経綸された全ての

摂理的業績において、メシアの妻としての位相を決して外れてはいけないのです。

そして真のお母様の周辺で様々な計画を推進する公職者たちと元老の方々は真のお母様がその位

置から外れた現実そのものに少しの迷いもなくただ依存しているようです。

統一原理や真のお父様のみ言に、そのような教えがどこにありますか？

食口の皆さん！ここ、天上世界では、真のお母様の誤った現実を直視し-直感し総ての食口全がとて

も心を痛めています。

地上世界の食口の皆さんは、そのような現実をどうするつもりなのですか？

食口の皆さんは、真のお母様が天上世界の真のお父様の上流霊界圏から離れることを願うのです

か？
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決してそうなってはいけないのです。

地上での誤ったこのような現実は、地上世界で綺麗に整理しなければなりません。

このような地上世界での真のお母様の現実を天上世界で真のお父様がとても心配され考慮しておら

れるとするならば皆さんはどうされるつもりですか？

お互いに自問自答し直接祈ってください。本心の声に従って地上で全てのことを整理してください。

2016.10.4.火   洪順愛大母

8  、情報操作、情報統制

今の教会が神側に立っているのか、サタン側に立っているのかを

分析するとき、過去の歴史を参考にするのが最も適切な方法と言

えるでしょう。

過去サタン側として神の摂理に反対した勢力には、ある一つの共

通する性格がありました。それはサタン側は常に、自分たちの正体

を隠すために、また自己正当化のために情報操作、情報統制を

行ってきたという事実です。

・第二次世界大戦当時の大日本帝国は、大本営発表と称して、常に日本に有利な情報、都合のいい

情報ばかりを流しました。

・旧ソ連では言論が弾圧され、ソ連に都合の悪い情報は一切外に流れることはありませんでした。

また政府に反対する人たちは政治犯としてシベリアに抑留され、彼らの主張は抹殺されていました。

・北朝鮮の人民には、西側の情報は報道されないため、どんなに飢えていたとしても、北朝鮮が世界

で一番幸せな国と信じている人民が多くいます。

また自由な発言は許されないため、一般人にインタビュー

しても、判で押したように同じような答えしか返ってきません。

・自由主義経済を取り入れ、門戸が開放されてきた中国で

はありますが、共産党一党独裁政策をとる現在でも、未だ

に情報が操作され、自国に都合の悪い情報は遮断されて

しまいます。

一方民主主義諸国では報道の自由が保証され、政府の

機密情報でさえも、いずれは情報開示されるようになって

います。

ソ連が崩壊した時は、ゴルバチョフ書記長のペレストロイカ、グラスノスチ政策によって情報が開示され

るようになり、ついには無血革命によって新しい時代の新しい体制が出発しました。

人類の歴史を見てみると、全体主義、独裁政治、共産主義などの国家では、常に情報操作、情報統

制が行われていました。一方民主主義国家では、言論の自由、報道の自由が保証され、たとえ国家に

不利な情報であったとしても、自由に報道がなされています。神の復帰摂理歴史の中で、全体主義、

独裁政治、共産主義などは、相対的にサタン側に立ち、民主主義国家は神側に立っています。

このように神側、サタン側を判断するうえでも、情報操作、情報統制が行われているか否かが、その判

断の一つの基準になります。常に神側では情報が開示され真実が伝わりますが、サタン側では情報が

操作され、都合の悪い真実が伝わることはありません。逆に言うと、情報が開示された世界では全てが

明らかにされるため、誰からも後ろ指をさされることのない、正しい生き方をしなければいけなくなります。
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一方情報統制された世界では、真実が人々に伝わることがないため、為政者の都合の良いような社会

が作られ、独裁政治、恐怖政治がまかり通るようになります。

　①家庭連合の情報統制

情報操作、情報統制というような判断基準を通してみたときに、今日の家庭連合は神側にあるかサタン

側にあるか、見極めるのは簡単なことではないでしょうか？

「ネットを見るといろんな情報が流れているのでネットは見るな！」

「教会から提供される情報だけを信じるように。」

今の時代、ネットを見れば、いろんな情報が流れていることは

間違いありません。その情報というのは、真実な情報もあれば、

偽りの情報もあります。いろんな情報に接することによって、そ

の情報が正しいか否かを、初めて判断することができるようにな

ります。しかし「ネットの情報は一切見るな、教会から流される情

報のみを見るように」というのは、今の時代には合わない、どこ

か遠い世界の話みたいです。

さらに言えば、次のような問題にも蓋を被せたままで、一切を明らかにしようとはしません。

6マリア問題

子女様たちの問題、結婚、離婚、アダムエバ、麻薬問題等

霊感商法等経済活動

教会への献金の用途、清平への先祖解怨の献金の行方

もちろん献金のように、宗教法人の経理は、一般社会に公開す

べきではない情報ではありますが、それをよいことに一般食口

にも言えないような献金の使い方がなされている噂は後を絶ち

ません。何らかの形で監査がなされればいいのですが、教会内ではそのような自浄作用は一切ないた

め、既得権益を持っている（韓国人）幹部たちの、腐敗の温床になっています。上記内容以外にも、教

会の隠蔽体質が、情報操作を助長する原因となっています。

ではなぜそのような隠蔽体質が生まれてしまったのでしょうか？一つは一般食口に知られると、躓かれ

てしまうような事実が多すぎるため、隠す必要があった。しかし一般食口に言えないような事実は、決し

て神にも報告できない、許されざる内容である場合が多いわけです。常に神を見つめ、神のみ心のま

まに生活をしている信仰者ならば、決して神に報告のできないようなことは行うはずがありません。事実

を隠すのが常習化してしまった個人、組織というものは、神の存在を信じていない、サタン側の人物、

組織と言わざるを得ません。

もう一つは、創造本然の価値観で物事を見ず、堕落人間の価値観で物事を判断しているからです。例

えば 6マリヤ問題などは、復帰摂理上、再臨主が必ず勝利しなければいけない、蕩減復帰の一過程

であったため、神から見て正しい行為でありました。しかしそれを知った幹部食口たちは、自分たち堕

落人間の価値観で判断し、隠蔽することにしたのでしょう。つまりそのように判断した幹部食口たちとい

うのは、原理が理解できていない、創造本然の価値観が身に付いていない、偽物の食口でしかなかっ

たと言えます。
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結論としていえるのは、情報操作、情報統制を行っている組織というのは、神を信じない、創造本然の

価値観を持たない、サタン側の組織ということに間違いありません。つまり今のままだと家庭連合は神

側かサタン側かと問われれば、残念ながらサタン側の組織と結論を下すしかなくなってしまいます。

　②情報操作と献金問題

宗教法人である教会の場合、経理の内容は一般に向けて公開する義務は

ありません。ですから教会の場合も、経理に関する情報公開を行わない事

は、必ずしも間違いではありません。信仰深き一般の食口たちも、「神様に

献金をすることは信仰者の義務である。一旦天に捧げた献金を教会がどの

ように使おうとも、自分たちがなんだかんだと言うべき問題ではない。」と信

仰的に考えています。

しかし一般企業のケースと比較して考えてみましょう。企業が銀行に融資を

お願いし、審査が通って融資が降りた場合、銀行はその企業に対しお金を

出して終わりということはありません。融資を行った企業がそのお金を使い、事業プラン通りの健全な経

営を行っているのかどうかを常に監査し、融資した資金を確実に回収できるように最善を尽くします。企

業としても銀行から融資してもらった以上、そのお金を使い経営を改善し、返済する義務がありますの

で、銀行の監査を受けることにより、より健全な経営をすることができるようになるのです。

教会の場合も同じような経営健全化のための改革がな

されなければいけません。月末になると今月の献金の

目標が達成できないと言っては、食口たちに緊急献金

路程を発表し、献金をせまるというやり方は、行き当たり

ばったりの経営をしている典型的なダメ企業と一緒です。

その場しのぎの献金を行っても、ダメ企業のダメ経営者

が変わらない限り、経営が健全化するということは絶対

にあり得ません。経営者は、その場しのぎで何とかなっ

ている間は、本気で経営を改善しようとも思いません。

永遠に続く無間地獄です。そんな場合は一度経営を破

綻させ、経営陣を刷新し、組織を根本から改革するしか

組織を立て直す方法はありません。

経営改善のためには、献金して終わりということではなく、

その献金が正しく使われているかどうかについても、責

任をもって監査しなければいけません。監査ができないのであれば、献金をしてはいけません。教会と

しても、献金は一般食口によって監査されるとなれば、報告できないような使い方ができなくなります。

つまり一般食口も、今まで以上に教会に対して責任を持たなければいけないし、教会運営陣も、報告

の義務が生じることにより、健全な使い方しかできなくなります。

一般食口に報告できない使い方は、神にも報告のできない使い方です。つまり霊的には天に引っか

かってしまうような使い方になります。天に引っかかってしまうような献金の使い方をすると、当然サタン

の讒訴条件となります。つまりすべてを明らかにしても誰からも讒訴されないような使い方をしない限り、

教会はサタンに讒訴条件を積んでしまい、神から遠い存在となってしまうのです。
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今まで統一教会が腐敗の温床となり、韓国人幹部たちが利権を貪るようになった原因も、献金の使い

方が一切明らかにされずに、自分たちの思いのままに使うことが出来たからにほかなりません。

しかしこれは過去に限った話ではありません。今現在も変わらずに行われていることであり、今後とも変

わらず行われるであろう不正です。

教会から不正を排除するためには、一般食口にも明らかにできるような使い方をする以外に、解決の

方法はありません。同時にそれは、神に負債のない使い方をするということをも意味します。不正を行う

人というのは、神に負債を持つという発想のない人であり、結局は神の実在を信じない人というしかな

いでしょう。

家庭連合ではそのような不正が日常的に行われているということは、献金を自由に使うことのできる利

権を持った韓国人幹部たちは、神の実在を信じていないということを意味するのではないでしょうか？

神の実在を信じない人たちによって運営される組織、そんな組織が神の御旨を担う、中心宗教となるこ

とができるのでしょか？

家庭連合は神側の組織か、それともサタン側の組織となってしまったのか、情報公開と献金という観点

から見ても結論は明らかなのではないしょうか。

　③サンクチュアリ教会の情報公開

サンクチュアリ教会の運営は、基本的に家庭連合を

反面教師として行っているため、情報公開という点に

関しても、理想的な運営を行っていると言えるでしょう。

文亨進様の説教は、説教が終わるとすぐに公開され

ていますし、一週間もたたないうちに日本語にも翻訳

され、全世界に公開されています。公開されるのは

説教だけでなく、各イベントや、礼拝後の質疑応答な

どの内容も全て公開されています。

更には宗教団体としては異例なことですが、サンク

チュアリ教会本部の経理まで一般公開しています。

去年一年間の総献金額、献金の使い道、資産額、こ

んなことまで明らかにするのかというほどに公開され

ています。

文亨進様がサンクチュアリ教会で最も恐れていること

は、サンクチュアリ教会も家庭連合のように大きくなっていった時、今の家庭連合のように特権階級が

生まれたり、利権構造ができることだそうです。また子女様たちも、自らを尊大に振る舞ったり、傲慢に

なったりすることを心配し、今から特別扱いなどせずに、一般食口たちにも侍るように教育しているとの

ことです。

礼拝の時は自分たちが机や椅子の準備をし、食口たちの靴をそろえ、後片付けも率先して行っている

とのことです。食事の時も、食堂で食口たちと一緒に食事を摂るだけでなく、食事の列も、食口たちを

先に並ばせ、自分たちは一番最後に並ばれるように教育されているとのことでした。
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※資料（二）7　 2016 年 12 月 18 日　文亨進様説教

　『待ち望む王国』

共産主義の手法の基本はメディアの統制です。そして大衆を脳機能停止に導く。そうやって気づかな

いうちに大衆を支配下に置くのです。ＩＱ、知的能力を下げているのです。何も考えないで主流メディア

の報道の真の事実に関心を持たせないようにしているのです。それに対して独立メディアは証拠と事

実をふんだんに提供します。それが真のジャーナリズムです。報道に証拠を添えています。

9  、韓お母様と家庭連合の今後

★メシヤ降臨の目的

天使長ルーシェルの誘惑により、人間始祖アダムとエバが堕落して以

降、人類はサタンの血統を受け継ぎ、原罪を持ち、人類歴史は罪悪歴

史となってしまいました。そんな人類が受け継ぐようになった原罪を清

算し、神の血統へと転換するため、神はメシヤを送るべく、復帰の摂理

を展開してきました。こうして神が送られたメシヤこそが 2000 年前に降

臨されたイエス様でした。しかしイエス様はメシヤとしての使命を果たせ

ないまま、十字架に付いてしまいましたが、霊的に復活することによりキ

リスト教が出発しました。

キリスト教の目的は、再臨したイエス様を迎え、再臨の主と共に神の御旨を成就することでした。

メシヤの使命とは、次の 3 つに集約されます。

1、悲しみの神の心情を開放すること。

2、堕落によってサタンの血統を受け継ぐようになった人類を、原罪を清算することにより、神の子として

復帰すること。

3、創造本然の世界を復帰すること。

これらの目的を成就するため神はメシヤを地上に送り、復帰の摂理を展開されました。

こうして 1920 年 1 月 6 日、韓国に誕生されたのが真のお父様、文鮮明先生でした。

★真のお父様の原点

真のお父様は 1935 年 4 月 17 日、15才の復活節の朝、猫頭山

での祈祷中、イエス様と霊的に出会い、『苦しんでいる人類のゆ

えに、神様はあまりにも悲しんでおられます。地上で天の御旨

に対する特別な使命を果たしなさい』と啓示を受け、その生涯を

神に捧げることを決意しました。

そして幾多の苦難の末、1960 年 3 月 27 日（陰 3. 1）、韓お母様

を迎えて、子羊の婚姻を行うことにより、真の父母の日を迎えまし

た。聖書に予言された子羊の婚姻を行うことにより、人類は原罪

を清算し、神の血統に接ぎ木される祝福に与れる、恵みの時を迎えました。

その後もメシヤとして数々の勝利圏を打ち立て、1992年 7月3日、真のお父様は初めて再臨主宣布し

ました。「韓国は再臨主が来られる所であり、その再臨主が文先生です。今日初めてこのような話をし

ました。これからは天下へ全て公開するのです。」
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そして 1999 年 3 月 21 日に、サタン完全（自然）屈服の日（ルーシェルの謝罪）を迎えました。

さらには 2001 年 1 月 13 日、『神様王権即位式』を

迎えることにより、天一国を出発し、歴史上初めて、

神が王の位置に立たれました。

そして 2006 年 6 月 13 日、天正宮博物館奉献式お

よび天宙平和の王・真の父母様戴冠式を迎え、聖

書に予言された新しい天と新しい地、新しいエルサ

レムを迎えるに至りました。

こうして真のお父様は、自らの生涯を通し、神の心

情を開放し、人類の原罪を清算し、創造本然の理

想世界を迎える、メシヤとしての使命を果たすこと

ができました。

★私たちの信仰の原点

原理を通し、悲しみの神の存在を知り、神の御旨を成就するために降臨された再臨主、文鮮明先生の

存在を知らされた私たち統一教会の食口は、真のお父様が再臨主であることを信じることによって、み

旨の道に集った群れです。つまり文鮮明先生を再臨主メシヤとして、真の父母として受け入れたことが

私たち食口の信仰の原点であり、この点が他の宗教と一線を隔するポイントになります。

宗教はどの宗教でも、自分の教団が最高の宗教であり、真理を解き明かした唯一の教えであると教え

ています。そして信者の方々も、そのように信じることによって、自分の信仰を持ち続けることができま

す。しかし神の摂理から見たとき、宗教は神の摂理の中心宗教とその他の宗教、そしてサタン側宗教

に分けられます。神の摂理の中心宗教は、2000 年前まではユダヤ教であり、イエス様降臨以降はキリ

スト教でした。そして文鮮明先生が統一教会を出発されてからは、統一教会が唯一の神の摂理の中心

宗教となりました。

神の摂理の中心宗教は、メシヤを迎えた宗教か、またはその後継者を迎えた宗教です。その他の宗教

は、神の摂理の中心宗教ではなく、その他の宗教か、サタン側の宗教になります。よってその宗教が神

の摂理の中心宗教か否かを判断する材料はただ一つ、メシヤまたはその後継者を迎えた宗教か否か

となります。

その観点からもう一度、家庭連合を見てみたいと思います。

★真のお父様聖和後の韓お母様と家庭連合

統一教会設立の原点は、真のお父様をメシヤとして受け入

れた一点にあることはここまでで確認しました。真のお父様

がイエス様から啓示を受け、メシヤとしての使命を完遂する

聖業に同参してきたのが統一教会であり、統一教会の食口

たちでした。

真のお父様はメシヤであるがゆえに、原罪のない立場で生

まれてきました。原罪のない立場で生まれてきた故、イエス

様が神の子であり、イエス様も原罪のない立場でお生まれに

なった謎、つまりイエス様家庭における血統転換も解き明か

すことが出来たのです。真のお父様の出生の謎、血統転換についてはまだ解き明かされてはいません

が、いずれ時が来たらその謎も必ず解き明かされることでしょう。今はその謎はまだ謎のままですが、イ

エス様同様真のお父様には、生まれながらにして原罪が無かったということは疑う余地はありません。
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統一教会は、真のお父様をメシヤとして、唯一無二の存在として信じて来たゆえに、ほとんどの食口た

ちも祝福を受けてきました。自分たちの血統も真のお父様によって清められ、原罪のない子女を迎える

ために祝福を受けたのです。

統一教会にとっては、真のお父様が絶対的存在であり、真のお父様の聖和後は、真のお父様と一体と

なった方が後継者となるべきと信じられていました。それ故真のお父様の後を継いだ韓お母様は、肉

体は韓お母様であったとしても、霊的には真のお父様と完全一体となっていると教育されてきました。

そのため真のお母様のことを、お一人でも真のご父母様と呼ぶようになりました。このように韓お母様の

ことを真のご父母様と呼び、あたかもそこには真のお父様がご一緒されているような印象を与えながら

も、教会では矢継ぎ早に、真のお父様の立てられた伝統の破壊がなされてきました。

・お父様の天聖経の削除を含む大改編、

・お父様が涙を流しながら歌われた天一国国歌（栄光の賜物）

の変更。

・家庭盟誓において「神様」を「天の父母様」に変更

・成婚問答の簡略化

・女性神の実質的導入

・建国の根幹たる憲法から統一原理を疎外

・忠実な対象の位置から離脱

・自らを「神」「独生女（出生時無原罪）」と称する

・文氏の血統（神の血統）より韓氏の血統（純サタン血統）を尊重

・御父様の玉座に平然と座る

・祝福 リングに自分の名前のみ刻む

そして 2014 年 7 月 1 日の訓読会の時、韓お母様によって独

生女宣言がなされました。

・ここに座っている真の母は、「6千年ぶりに誕生した独り娘

です。」

・「摂理歴史においてアジアの主人は韓王朝です。東夷族で

す。私たちは韓民族です。」として韓氏が特別な氏族である

ことを強調。

・韓お母様は、胎中にいる時から「血統転換」され、原罪のな

い立場で生まれてきた。

この韓お母様の爆弾発言に教会幹部たちは驚き、

最初は隠そうとしました。しかし韓お母様は、ことあ

るごとに同様の発言を繰り返したため、教会側もつ

いに韓お母様の独生女宣言を支持するようになり

ました。そしてその独生女を証明するために、独生

女神学を作り出しました。

しかし韓お母様の爆弾発言はここでは止まりませ

んでした。遂には真のお父様は原罪を持って生ま

れてきたと度々発言するようになり、そのことをまず

は幹部たちに徹底するようになりました。今はまだ

幹部の教育が先決として、幹部だけに韓お母様の独生女宣言を支持し、真のお父様には原罪があっ

たということを理解させようとしていますが、次の段階では必ず食口一人一人にまで、お父様には原罪

があったと徹底的に教育するようになることでしょう。
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真のお父様ご在世当時、私たちは真のお父様は原罪のない立場でお生まれになったメシヤであり、韓

お母様は原罪を持って生まれたが、御聖婚されることにより、真のお父様によって原罪が清算され、真

の母の位置に立たれたと理解していました。それが韓お母様が独生女宣言をすることによって、韓お

母様も真のお父様同様原罪のない立場で生まれてきた、神が立てられたメシヤであるということを信じ

るように教育されるようになりました。そして今、真のお父様には原罪があったが、韓お母様には胎中に

いるときから原罪はなかった。韓お母様こそが神が 6000 年の歴史をかけこの地上に送られた独生女、

メシヤであるという教育が始まりました。同時にこれは、真のお父様はメシヤではなかったということを意

味し、真のお父様の立てられたすべての勝利圏も、真のお父様によるものではなく、韓お母様の勝利

圏だったということを意味するようになります。つまり家庭連合に残るには、真のお父様を否定し、韓お

母様のみを信じる信仰を持つしかないということを意味します。

真のお父様の御聖和後、韓お母様は真のお父様と完全に一体化されていると教育されてきましたが、

気づいたらいつの間にか真のお父様を排除し、韓お母様のみを信じる信仰を強要されていたというこ

とです。そのことに気づいた食口は幸いですが、いつまでも気づかずに、教会の言われるままに素直

に受け入れ続けていたら、私たちの信仰の原点が完全に否定されてしまうのです。

家庭連合では今後、もっとあからさまに真のお父様を否定する教育がなされていくのは間違いありませ

ん。韓お母様を信じるということは、真のお父様をメシヤとしては信じないということを意味します。韓お

母様を信じると同時に、真のお父様も信じるということは許されなくなるのです。

どちらか一人を選ぶように韓お母様に選択を迫られるのです。真のお父様をメシヤとして信じることに

よって始まった信仰が、真のお父様を否定する信仰で終わるのです。

本当にそこに神のみ旨はあるのでしょうか？

サタンは神の摂理を妨害するために、メシヤを否定し、メシヤから人々を遠ざけるために、ありとあらゆ

る手段を用います。真のお父様をメシヤとして信じることによって始まった信仰が、真のお父様を不信

するようになったとしたら、そこにはサタンが働いているとは考えられないでしょうか？

私たちは統一教会に入ることにより、真のお父様から真実の愛

を受け、真のご父母様こそが私たちの本当の父母であると感じ

るようになりました。特に私たち日本人は、サタン側のエバ国家

だったのが、真のお父様に許され、愛されることによって、神側

のエバ国家となることができました。そして世界中で最も食口が

多いのも、真のお父様の愛ゆえであるということは、誰もが感じ

ているところです。信仰を持ってから真のお父様が聖和された

2012 年まで、人によって数年から数十年もの間、真のお父様か

ら愛され続けた私たちだったにもかかわらず、真のお父様が聖

和されて間もなく、その愛を忘れ、裏切ってしまうのでしょうか？

私たちのような罪深い人間が、何の条件もなく、人

類史上最大の恵み、祝福にあずかれたのも、真の

お父様の愛によってでした。聖書に予言された

144000 の民に選ばれただろうことも、真のお父様

の愛と許しによってでした。人類歴史終末期にお

いて、真のお父様と共にみ旨の道を歩むことが出

来、天に条件を積むことが出来たのも、真のお父

様の愛ゆえでした。これだけ一方的に愛された私

たちだったにもかかわらず、真のお父様を裏切ろう

としている私たちなのです。家庭連合に残るという
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ことは、真のお父様の愛を捨て、裏切り、韓お母様を選ぶということを意味します。

今一度自分自身の信仰を振り返り、信仰の原点に立ち返るべき時に来ているのではないでしょうか？

10  、一片丹心の信仰者であるために

統一教会に入教してきた人たちには、大きく分けて次のような 3 つのタイプがあります。

１、神を求め、真理を求め、メシヤを求めてきた人。

２、親兄弟、友人から伝道されて、自然と信仰を持つようになった人。

３、街頭や、訪問で伝道され、信仰を持つようになった人。

信仰の道に入った動機が違えば、当然信仰姿勢も違ってきます。しかし信仰生活を続ける中で、神の

心情を知り、真のお父様の神を愛する世界を知る中で、自分の信仰姿勢の足らなさを自覚し、正しい

信仰感を持つように訓練されなければいけません。

私たちは生まれながらにして、自然と自己中心的に物事を考えてしまいます。より高い地位を得るため

に他人を蹴落としてまでも、権力を手に入れようとする人。豊かな生活をするために、他人を騙してまで

もお金を儲けようとする人。妻子があるにもかかわらず、若い女性を誘惑し、不倫に走る人。他人を犠

牲にしてまでも、自分の欲望をかなえようとするのが、人間の生まれ持った性ともいえます。そんな人間

の醜い姿を明らかにし、神の子として創造された人

間の、美しい本然の生き方を教えるのが統一教会

の原理でした。天使長ルーシェルの誘惑によって、

人類始祖アダムとエバが堕落し、偶発的に持つよう

になった堕落性によって、私たちは神の子が持つ

べき創造本姓を忘れ、自己中心的な生き方をする

ようになってしまいました。その結果人類の歴史は、

対立と闘争、悲劇の歴史となってしまいました。

それが統一教会に入教し、真のお父様の生きざまを学ぶにつれ、私たちはそんな堕落人間の生き方

を改め、神の子としていかに生きるべきかを学ぶようになりました。真のお父様は 16 歳でイエス様から

の啓示を受け、神の召命を受けてから、神の悲しみを慰めるための人生を生きてこられました。人類史

上誰も歩んだことのない苦難と試練の道を行き、血と汗と涙を流しながら、ただひたすら神を愛する人

生を生きてきました。

そんな真のお父様の心情世界を描いた、一つの詩があります。たぶん真のお父様の大叔父、文潤國

牧師のことを思いながら詠んだ詩です。

お父様の決心

自分の生涯において

たとえ誰に知られなくても

理解されなくてもいい。

たとえ、追われて死んでゆくような立場にあったとしても、

それでも文句を言わない。

158

http://spfjpn.com/moon/tanshim/


ただ一つ神の前に、

自分のかすかな小さな願いがあるとするならば、

こういう願いである。

私は誰が知らずとも

神様が立てた小さな墓を考えている。

きっと神様は、こういう墓碑銘を私のために準備してくれるであろう。

即ち、

「この男は誰にも知られずして生まれ、

　誰にも知れらずして死んでいったけれども、

　しかしすべては私の名のためにすべてを尽くして死んでいった。」

と。

この一つの小さな墓があれば、

自分の生涯はそれで十分だ。

文潤國牧師は、1919 年当時、韓国の 3.1 独立運動の時に、主

導的役割を果たした人物です。3.1 独立宣言文に署名をする栄

誉を与えられても、その栄誉を同じ教会の教会員に譲ったとい

います。定州地域の抗日運動の責任者であり、上海臨時政府

金九先生を支持し、一族の資産を全て金九先生の元に送られ

たと言います。しかしそれだけでは足りず、近隣の住民たちから

旨い話があると言ってはお金を集め、独立運動を支援していた

ため、後に詐欺師のレッテルを貼られ、追われるように故郷を後

にしたといいます。しかし李承晩政権となり、李承晩と親交の

あった文潤國牧師は入閣を要請され、ヘリコプターで 3度も迎

えに来られながらもながらも、自分は一介の牧師にすぎないとして、最後まで入閣を断ったと言います。

晩年は故郷に戻ることも許されず、異国の地にて孤独に客死してしまいました。

そんな文潤國牧師の姿は、真のお父様にとって忘れることができず、年をとればとるほどその姿が脳裏

に浮かんできたと言います。何の栄誉も、権力も欲せず、誰からも評価されず、詐欺師の汚名を着せら

れても弁解することもなく、ただひたすら神の願いを果たすために、自分の生涯を神に捧げる姿に、真

のお父様の理想の姿があったのでしょう。

真のお父様の理想とする信仰者の姿、それはすなわち、私たちが目指すべき、理想の信仰者の姿で

はないでしょうか？この詩を何度も朗読し、私たちの生きる道標としたとき、私たちもきっと、神の子とし

て正しい人生を歩むことができることでしょう。しかし現実の私たちは、何年信仰の道を歩んだとしても、

足らない姿のままでいます。実際の私たちの信仰は、次のようなものに分けられるのではないでしょう

か？

１、神を愛し、神を慰め、神の子として親なる神に孝を返したい人。

　　常に真理に直く、いつでも自分の全てを捨ててでも、神の願いに生きたい人。

２、神の御旨を知り、私たちが神に選ばれし民として果たすべき使命を果たそうと、義務感、使命感を

持って歩む人。

３、自分が信仰を持つことにより、また献金等精誠を捧げることによって、自分そして先祖の人たちの

救いに繋がると信じ、必死で精誠を捧げようとする人。
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４、今目の前にある教会から来る摂理を勝利しないと、自分が今まで捧げてきた精誠も全て無駄に

なってしまうという恐怖観念で信仰を続ける人。

５、自分の信仰が、唯一無二の真理か否かは関係なく、同じ信仰を持つ者同士、仲良くしていければ

それでいいという、サークル的感覚の人。

６、自分が信仰を持つことによって得た、教会内での権力を守りたい、さらにはより高い位置に就きた

い人。または教会内での利権構造の恩恵にあずかり、生活のため教職者生活をやめられない人。

このような動機の中で、３～６のタイプの人は、結局

は自己中心的な動機で信仰をしていると結論付け

るしかありません。そのような人は、神の願いはどこ

にあるのか、自分の信仰は正しいのかという根本命

題は二の次であるため、いずれサタンの誘惑に負

けてしまうタイプの人です。真のお父様が艱難の時、

70～80％（?）の食口は離れてしまうと言ったのは、

このタイプの食口たちでしょう。逆に残りの 20～
30％の食口というのは、主に 1 の動機で信仰を持

ち、ただひたすら神を愛し、真のお父様を愛する人

であり、そのためにならいつでも自分自身を捨てることのできる人たちです。よって私たちが目標とすべ

き信仰者の姿も１のような信仰者です。

もう一つ真のお父様のみ言を見てみたいと思います。

これは櫻井夫人も挙げられていた、7 年大患難に関する真のお父様のみ言です。

訓教経(上） 侍りたいお父様　　1961 年 2 月 12 日

韓国前本部教会　『文鮮明先生み言選集第十一巻』

◆患難の時を用意された意味

　神様は終わりの日になれば、人類の前に七年の大患難があるだろうと予告されました。この患難時

期は六千年の歴史路程において、天の悲しい曲折が聖徒にぶつかる時です。人間の絆がみな壊れ

ていき、信じられない環境にぶつかる時です。自分がどんなに良心的に正しく生きたとしても、その良

心で自らの生涯を主張できない時です。み旨を抱き、考えのある者であればあるほど、眺めるあちこ

ちに苦痛を感じる時です。そのような時が、終わりの日の七年大患難の時です。

　その時は、希望が揺れる時であり、私たちが信じている信

仰の中心が揺れる時であり、信じて従った指導者が揺れる

時です。主義はもちろん、宗教、良心、父母の心情までもす

べて揺れる時です。

　では、神様はなぜそのような世の中をつくっておかなけれ

ばならないのでしょうか。それは真の神様、歴史的に苦労し

た神様と同参したという価値を与えるためです。神様は六千

年間数多くの惨状を見てきましたし、数多くの曲折を受けら

れたので、終わりの日においては良心とか、主義とか、信仰

ということをもって中心を立てることのできない環境にぶつかるようにするのです。そのような患難の

中でも「神様を愛する」と言う、そのような難しい場でも「神様と共に生きる」と言い得る真の息子、娘を

探すために、そのような時が来るというのです。
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　それゆえ皆さんは、教会が揺れるのを見て悲しむことなく、ある主義が動揺するのを見て悲しむこと

なく、ある主権者が倒れるのを見て悲しむことなく、自らの父母が変わったと悲しむことなく、自らの兄

弟が変わり果てたと悲しまないでください。頼り、信じていた世の中のすべてが動揺しても、皆さんの

心は平然としていなければなりません。神様は動揺せず、この時間も私を訪ねてこられるということを

知らなければなりません。神様が私たちに苦痛を与えるのは、神様との貴い一日、神様が経てきた苦

痛の因縁を私たちに結んでくださるための、大きな約束であることを知らなければなりません。そのよ

うな場で天を抱き締め、「一緒に行きましょう。共に闘いましょう。共に行動しましょう」と叫んで立つ人

を探すために、そのような世の中が必要だというのです。

　ですから皆さん、進む道がふさがったと落胆しないでください。この国が乱れると気落ちしないでくだ

さい。神様は死んではいません。この世界がどんなに乱れても、気落ちしないでください。神様は死ん

ではいません。神様は必ず訪ねてこられます。すべてが動揺しても、天に対する一片丹心だけは動揺

させないでください。天を頼って仰ぐ希望の心だけは変わらないでください。その心を変えようとするた

めに、神様が皆さんをいかなる苦痛の場に追い込んだとしても、その場で父を呼ぶことができる心を

もたなければなりません。いかなる場に落ちても、その場で天の心情のひもをつかんで上がろうと努

力しなければなりません。地獄に落ちる苦痛を感じる恨があったとしても、父と共に参与する立場に

立って父の苦痛を私が思いやって、その父は私の苦痛を察してくれることを信じて、そのような場でも

行くという責任と義務を感じていくならば、皆さんは滅びないでしょう。

　今日、数多くのキリスト教徒がいますが、そういう信者が果たして何

名になるでしょうか。私たちは父に侍るのに、天上の宝座に座ってい

らっしゃる父に侍るのではなく、死亡の波打つ中で真の息子、娘を探

すために御苦労される父に侍らなければなりません。その父を私の

父と知り、その父の事情を私の事情として、その父の心情を私の心

情として、その父の願いを私の願いとして訪ねてこられる父の前に

雄々しく立って、「あなたの息子を探すことがあなたの願いであること

を知って、その息子を探し、あなたの歴史的な曲折を解くことが、あな

たの事情であることを知って、失った息子を抱き締めて愛したいのが

あなたの心情であることを知りました。どのような塗炭の苦しみと患

難と難しさの中にあったとしても、私があなたの願いの実体であり、

事情の実体であり、心情の実体です」と自信をもって立たなければな

りません。このような者であってこそ父の息子であり、またその父に

侍ることができる者になるということを皆さんは知らなければなりません。

先に見た『お父様の決心』とこの『患難の時を用意された意味』のみ言を見ると、ある共通の要素がある

ことに気が付きます。それはこれまでも何度も書いてきた内容です。ただただ自分を捨て、『神を愛す

る』という一点です。自分を捨て『神を愛する』一片丹心の心情があれば、絶対に道を間違うことはあり

ません。

私はこの道でいいんだ！

今さら信仰を変えることなどできない！

教会の指示、アベルの指示に従っていれば間違いはない！

これらの言葉は、結局はサタンが喜ぶ、自己否定したくないという動機から出てきた言葉でしかありま

せん。間違いなく艱難の時にふるいにかけられてしまう人たちです。イエスを迎えたときのユダヤ人達

がまさしくこのような心情で自らの信仰を守り、イエスを迫害し、十字架に付けてしまいました。再臨主

が現れたときも、同じような心情のクリスチャンたちが、真のお父様を否定し、迫害し、摂理を失敗してし

まいました。そして今また真のお父様を受入れた人たちが同じような過ちを繰り返そうとしています。
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私たちは自分たちの栄耀栄華のためにみ旨の道に来たのではありません。過去の全てを捨て、神の

願いに応えるためにみ旨の道に来たはずです。それがいつの間にか自らの栄耀栄華を求め、自分と

先祖の救いを求め、入教してから今まで捧げてきた精誠を捨てることが出来ずに、今の自分にしがみ

つくようになりました。それが果たして神の願いなのでしょうか？

一片丹心の信仰者であるために、今自分がすべきことは何なのか、そ

れは神を愛することであり、神の願いに生きることです。神の願いは、神

の御旨を成就してくれた真のお父様の伝統を相続し、この地上に神の

国、地上天国を創建することです。そのためには真のお父様の勝利圏

を相続した後継者と一体化し、真のお父様の偉業を最後まで責任を

もって成し遂げることです。

しかしそのためには、生みの苦しみを経験しなければいけません。今まで築き上げてきた自らの信仰を

捨てなければいけないかもしれません。霊の親、霊の子、親しい知人、友人たちから裏切り者と蔑まれ、

大いなる迫害を受けるかもしれません。教会のなんの基盤もないところに、手作りで一から基盤を作っ

ていかなければいけないかもしれません。全てを捨てて一から出発する決意ができたとき、初めて真実

と出会うことができることでしょう。

しかしそこで出会った人たちは、ただ神のみを愛する、本物の信仰者たちであり、真実に生きる信仰者

たちでしょう。真のお父様の残された伝統を相続し、この地に神の国、地上天国を創建できる、真実の

群れです。捨てたものが大きいほど、得るものも大きいことでしょう。

この『家庭連合の現状と私』が真実と出会う一助となることを祈念してやみません。
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