
20111205.txt

2011년 12월 5일 보보 편편편편편.(2,528조조)

새새새 '옹옹옹 호호호' 

新たな'小さな泉呼吸法'

숨숨 깊깊 들깊들들들,

息を深く吸い込んで

공공 중중 있있 모모 축축깊 

空気中にある総ての祝福が

당당당 몸몸몸새 들들들 세세 하하하하중 

あなたの体の中に入って、細胞一つ一つに

퍼편퍼퍼 공기하세기. 그그들 천천천 숨숨 내내내내, 

広がるように祈ってください。そして少しづつ息をはきながら

당당 주주몸새 많많 공기기 많많 평평평 뿌그세기. 

あなたの周りにたくさんの喜びと、たくさんの平和を振りまいてください

숨숨 들깊내내내 하하기 땅중 존존하있 것들숨
息を吸いながら、天と地に存在することを

들깊들들들, 숨숨 내내내내 아아편아기 

のみこんで、息をはきながら美しさと

풍기새아숨 발발하있 겁편편.

豊かさを発散するのです

- 파파새 코코코당《알알알》중중내 -

- パウロ・コエーリョの<アレフ>より -

* 옹옹옹 호호호호 때들편 훈훈하있
* 小さな泉の呼吸瞑想ごとに訓練する

아주 특특특, 새새새 방방당 호호호편편편.

とても特別な、新しい方式の呼吸法です

숨숨 들깊들 때 공공들 더더들 '축축'숨 들들들
息を吸うときに空気とともに'祝福'をすって

숨숨 내들 때 내 안당 아아편아기 풍기새아숨 내내있
息を吐くときに、私の中の美しさと豊かさを噴出す

'옹옹옹 호호호'. 여여여퍼 특 번 따따따 보세기.

'小さな泉の呼吸法'皆さんも一度まねてみてください

숨 들 때들편 살아있있 축축당 통새통 되들,

息を吸うときごとに生きている祝福の通路になり

주주많 공기기 평평당 향공새
周りは喜びと平和の香りで

통가가 것편편편.  

いっぱいになるでしょう
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퍼ə편편  

1. [자자자] 広がる; 広くなる; 伸びる; 張る。

2. [자자자] 広まる; 広がる; 広く行き渡る; 知れわたる; 流行する; はやる。

내ə-내편  

1. [타자자] 吐く；つく。〔반당들〕들깊내편
뿌그편  

1. [자자자•타자자] 撒く; 振り掛ける。

2. [자자자•타자자] 降る; ばらつく。

더더편  

1. [자자자•타자자] 不完全動詞。

2. [자자자•타자자] 助詞들·기の後に付いて더더들の形で使われる:いっしょにする; 共にする; 伴う; 連

れる。

내ə-내편  

1. [타자자] 噴き出す; 噴き上げる; ほとばしる。

ページ(2)



20111206.txt

2011년 12월 6일 보보 편편편편편.(4,113조조)

내 안안 '닻' 

私の中の'錨'

인인인 시시시 직직직직 때
人生が試練に直面したとき

극극극 고고안 나나나나 떨떨편떨떨 하편하 

激しい苦痛の奈落に落ちたりするが

극편나나한 내직시 있한 강강극 힘인 드드드편한 

一方では、内面にある強力な力が現れるという

사사직 그그그 깨깨깨편. 그그그 그그 자자 안시안
事実を彼らは気づいた。彼らは、彼ら自身の中で

'닻'직 찾찾찾하 직편. 그 마마안 닻 속시안 시시직 

'錨'を探さなければならなかった。その心の錨のかなで試練を

견견내한 강인극 힘직, 오오보편 더 나그 내일인 

耐える強靭な力を、今日よりさらによい明日が

올 거거한 믿마직 찾찾찾하 직편. 그그고 그그그
来るという信頼を探さなければならなかった。そして彼らは

그 힘나나힘힘 위위직 감감하고 인인직 

その力から、危険を感受して人生を

바바한 자자감직 얻직 감 있있편.

かえる自信を得ることができた

- 그그 브브인브안《잃떨잃잃 떨떨안 비비》중시안 -

- グレッグ・ブレーデンの<忘れた祈りの秘密>より -

* 바편안 파떨파파
* 海の波のように

인인안 시시그 무시나 편다다편편.

人生の試練は、いつも近づいてきます

그때마편 닻직 단단단 내내내편 않나직 

そのときごとに錨を、堅く下ろさらなければ

배떨, 인인떨 파떨시 휩휩내 표표하표 됩편편. 

船も、人生も、波に飲まれて漂流するようになります

내 안안 닻인 약하직 작그 파떨시떨 뒤뒤뒤편편.

私の中の錨が弱いと、小さな波にもひっくり返ります

거거 파떨파 두내두하편 말고 내 안안 닻직,

強い波を恐れず、私の中の錨を

그 닻안 힘직 키키키시오. 그 힘시안
その錨の力を育ててください。その力で
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무극극 자자감직 찾나찾찾.

無限の自信を探してください

새 꿈인 보일 것편편편.

新しい夢が見えるでしょう

닻  

1. [명사] 錨。

극극 [極甚·劇甚]  

1. [명사·하편하 하형사•스스편하 하형사] 激甚; 劇甚; 非常に激しいようす; はなはだひどいこと。

위위 [危險]  

1. [명사·하편하 하형사] 危険。

감감 [甘受]  

1. [명사·하편하 타타사] 甘受; 甘んじて受けること。

시 [無視]  

1. [명사·하편하 타타사] 無視。

2. [명사·하편하 타타사] 物事の存在や価値を認めないこと。

표표 [漂流]  

1. [명사·하편하 자타사] 漂流。

2. [명사·하편하 자타사] あてどもなくただよい流れること。

휩-휩그편  

1. [자타사] 荒らされる; 押し流される; 巻き込まれる; のまれる。

뒤-뒤편  

1. [타타사] 表と裏を逆にする; 裏返す。

2. [타타사] 上下を反対にする; ひっくり返す; 覆す。

거찾편  

1. [하형사] あらっぽくて強い; 激しい; 強勢だ。

Gregg Braden
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2011년 12월 7일 보보 편편편편편.(2,855조조)

나나 바바 

私の外

사사 일일
生きることが

사사사 만나만나 일 길 저 길 걷사 길일편만
人にあったり、あちこち歩く道だが

내내 만만 사사 내내 걸걸 길걸 빙빙나 일일
私があった人、私が歩いた道は、氷山の一角

나나편 빙빙걸
残りの氷山は

내내 만나편 않걸 사사사 속속 있있
私が会わない人々の中にあって

걷편 못못 길 위속 있있 북북속 있있 남북속 있있
歩くできない道の上にあって、北極にあって、南極にあって

나사 모모편
私はわからない

문문 발 앞사 막막막사
ふと足の前を阻む

노노 민사민민
黄色いタンポポの花

또또 내 닿사 수 없사
また、行って触れることができない

나나 바바
私の外

- 김김김나 시시《두두》속 실실 시 <나나 바바> 중속막 -

- キム・ヨンミの詩集<豆腐>に掲載された詩<私の外>より -

* 그그그편편.

* そうです

나나 존존존, 삶존 

私の存在も、人生も

정정 빙빙나 일일속 불불불편편.

本当に氷山の一角に過ぎません

그그그존 많걸 경경 나나편 빙빙사 보편 못못있 

それなのに、たくさんの場合残りの氷山を見ることができず

나나 생일, 나나 있시, 나나 일일속막 또 걸걸존
私の考え、私の固執、私の一生から一歩も
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움움일움 못편 않그편편. 세일걸 넓그편편.

動こうとは思いません。世の中は広いです

때때때 내 울울울속막 성성 벗있나
たまには私の囲いから、さっとのがれて

'나나 바바'으때 나내나 불편편.

'私の外'に出なければなりません

밖사 보막나 안존 보편편편.

外を見てこそ内も見えます

바바  

1. [명사] 外; 外側; 家の外; 戸外; 表。

2. [명사] 夫の異称; (家庭内の女に対して)男。

ひょう-ざんの一角    

1. 빙빙나 일일.

나나편  

1. [명사] 余り; 余分; 残り; 残し。

2. [명사] 不足分; 残り。

문문  

1. [두사] 突然起こるさま:ふと; はっと; ひょいと。

민사민  

1. [명사] 『식식』タンポポ(キク科の多年草)。

닿편  

1. [자자사] 触れる; 接する; 接触する。

2. [자자사] 届く；及ぶ。

두두 [頭部]  

1. [명사] 『생식·생울』頭部。

2. [명사] 上部。

실울편1  

1. [자자사] 掲載される。

성  

1. [두사] のっしのっし; つかつか。

2. [두사] 動作がよどみなくはっきりしたさま。
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2011년 12월 8일 보보 편편편편편.(3,587조조)

상상상상 상상 안안안 편지지 찾찾찾 

喪失感と傷の中で知恵を探しなさい

누누누 살살안 

誰でも生きながら

상실실실 일일 겪겪 마마마편마 

失望することを経験するものだが

고고상 상상상일 해해실편 않않 채 남남남살
苦痛と喪失感を解決しないまま残しておけば

건건상 인인상 아아실 관관관일 파파파 수 있편.

健康と人生と大切にする関係を破壊するともいう

실편마 그 상상상상 상상 안안안 편지지 찾실편살
しかしその喪失感と傷の中で知恵を探せば

가가 고고고고고 경경안경 새새고 의의지 부부파 

一番つらい経験にも新しい意味を加える

수 있편. 그그그마 된편살 자겪 자자일 위해안,

ことができる。そうできれば、自分自身のために

가가일 위해안, 사조지 위해안 더 누않 사사마 

家族のために、社会のためにさらによい人に

된편. 그그마 우우가 더 누않 세상일 

なる。それが我々がさらによい世の中を

건건실실 길마편.

作る道だ

- 그그 브브마브의《잃잃잃잃 겪경의 비비》중안안 -

- グレッグ・ブレーデンの<忘れた祈りの秘密>より -

* 상상상의 경경,

* 喪失感の経験

가가 아아 고고의 경경편편편.

一番痛い苦痛の経験です

그고누 바새 그그가 중중중 갈갈길편편편.

しかし、まさにそのときが重大な分かれ道です

누나찾새 떨잃편떨떨, 더 높마 치치떨떨의 겪새편편편.

奈落に落ちるのか、さらに高く立ち上がるのかの岐路です

당가않 너너 아아편마, 잃않 그 보편 더 좋않 그일 

今はとても痛いが、失ったことより、さらによいことを

주겪 위중 축축의 고새새 받아관마실 사사안그,

与えるために祝福の通路として受け入れる人に
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'상상의 경경'않 또 실누의 더 누않 꿈상
'喪失の経験'は、もうひとつのよりよい夢と

편지지 안남주실 자의 선선편편편.

知恵を抱かせてくれる神様の贈り物です

아아편  

1. [타타사] やたらに扱わない; 惜しむ; 節約する; 大切に使う。

2. [타타사] 大切にする; 尊重する; 重んじる。

치-치편  

1. [자타사] 上に向かってつき上がる; 立ち上る。

2. [자타사] わき上がる; 込み上げる。
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2011년 12월 9일 보보 편편편편편.(3,472조조)

우우우 종종종 걱걱걱편 종말 

宇宙の終末を心配するな

우우우 종종종 

宇宙の終末が

오오오편 걸걸걸 시시시
来るまでかかる時間は

상상종 초월초 걱정정 엄엄엄오 때때때
想像を超越するくらいのとてつもなさのため

고고 찰엄찰 사걸 인시우 운운운 연연연걸편걸 것 

わずかなせつなを生きる人間の運命とつなげること

자자자 부부부걸 일종편. 또 우우걸 백 퍼퍼퍼
自体がつまらないことだ。さらに宇宙は１００％

운과과과정과 접접접접 초 대상종 아편말,

科学的だけ接近しなければならない対象ではなく

자가과정 느느접 걱걸 대상종말걸 점정
心で感じなければならない対象という点も

조조시 위위종 된편. 

少しは慰めになる

- 종이이우《천때과 콘콘퍼》 중때콘 -

- イ・グァンソクの<天文学コンサート>より -

* 그그 걸접 부없편과
* そんなはずはないが

혹시말정 우우우 종종종 걱걱걱고 사사편오?

少しでも宇宙の終末を心配して生きていますか？

행행말정 그그 시시종 있편있 엄우 인인운 미미찰 

もしもそんな時間があるなら、私の人生と未来を

인생걱걸 것종 좋종 것편편편. 우우우 시시(時空)시
考えることがよいでしょう。宇宙の時空は

인시운 운과우 영영종 넘넘넘 신우 영영편편편.

人間と科学の影響を超えた神の領域です

우우우 때문걸 신때신 내내오고
宇宙の問題は神に任せて

엄걸 내 몸운 마마종 살살살
私は私の体と心を察しながら

건건걱신 살있 됩편편.

健康に生きればよいです
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고고2  

1. [부사] せいぜい; たかだか; やっと; たかが。

2. [부사] 精いっぱい；全部。

찰엄 [刹那]  

1. [운사] 刹那; 瞬間。

부부-부편  

1. [형형사] つまらない; しがない; 無駄だ; 余計だ。

접접 [接近]  

1. [운사·걱편형 자자사] 接近; 近付くこと; 近寄ること。

행ə행 [幸―]  

1. [부사] 幸いに; 若しや; 若しかしたら; ひょっとすると; あるいは。
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2011년 12월 10일 보보 편편편편편.(2,466조조)

매매 토토일토 독독독 쓴 아아편편아 배배배배배편편.

毎週土曜日には、読者が書いた朝の手紙を配達いたします。

오오오 김김김김김김 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、キム・ジヌさまから、送っていただいた朝の手紙です。

그그그그그 

あのときには

그그그그그 

あのときには

이이 보신신 탄탄탄 잃잃 

すでに身体的弾力を失い

여여 의의의 사사사 있탄 것이편. 

旅行意欲もなくなっているだろう

인인의 독가독 어어 그보편의 줄어줄줄탄 노년노그 

人生の価値が、ある時よりも少なくなった老年期に

불불불불 독자아 누누노 위배 돈탄 버어사 인인의 

不確実な自由を楽しむために、金を稼ぐために人生の

황황노아 탕김불편그 것오, 훗훗 잃고고고 돌아독 

黄金期を使い果たすということは、後日故国に帰って

시인고고 살살편그 인생그김 먼먼 돈탄 벌노 위배
詩人としていきたいという考えから、まずお金を稼ぐため

인의고 독그 영고인탄 연연시연편. 

インドに行く英国人を連想させる

- 헨누 데이데 소고김의《월월》중그김 - 

- ヘンリー・デイヴィッド・ソローの＜ウォールデン＞より -

* 모월 일그그 그독 있그 것 같같편편. 

* 総てのことには時があるようです

비비 여여여여이 아편사 인인의 전 과과 중그 

ただ旅行だけではなく、人生の全過程の中に

그그그그 배해 할 일이 있편토. 배김그 것의 그그잃, 

そのときそのときしなければならないことはあるでしょう。学ぶこともそうだし

사사탄 여만그 것의 그그잃, 일의 그그잃, 쉬그 것의, 

人と会うこともそうで、仕事もそうで、簡単なことも

사사사그 것의 모모 그독 있그 것 같같편편. 편시그 

愛することも総て時があるようです。二度と

오편 않탄 시시, 만중그 후조사편 않의않 그그그그
来ない時間、後で後悔しないようにそのときそのとき
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형편그 맞맞, 현현의 삶탄 독보의 것고고 

事の成り行きに合わせて、現在の人生を自分のものとして

최최불 누누해살같편편. 

最大限享受しなければなりません

탄ə탄 [彈力]  

1. [명사] 弾力。

2. [명사] 外力で変形した物体がもとの形にもどろうとする力; はねかえす力。

-어사잃  

1. [어이] 動詞の語幹や尊敬の意を表わす-시-に付いて, 理由や原因を表わす連

結語尾:…のために; …するのに; …で。

탕ə김 [蕩盡]  

1. [명사·사편형 타타사] 蕩尽; 財産などを使い果たすこと。

잃ə고 [故國]  

1. [명사] 故国。

2. [명사] 自分の生まれ育った国; 本国; 祖国。

연연 [聯想]  

1. [명사·사편형 타타사] 連想; ある物事に関連して他の物事を思い浮かべること

。

비비 [非但]  

1. [부사] ただ; 単に。

형편 [形便]  

1. [명사] 事の成り行く有様や結果。

2. [명사] 暮らしむき; 形勢; 情勢。
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