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순간순간, 날마다, 달마다 
瞬間瞬間、日ごと、月ごと

순간순간, 날마다, 달마다, 해마다 
瞬間瞬間、日ごと、月ごと、年ごと

어떤 시간이나 자기가 더 바람직하게 여기는 
どんな時間も、自身がさらに望ましく思う

삶을 살 수 있는 좋은 기회로 삼아야 한다.
人生を生きることができるいい機会としなければならない。

이것은 "내일은 새로운 날" 이라는 
これは”明日は新しい日”という

옛말과 통한다.
古語と通じる

- 헬렌 니어링, 스코트 니어링의《조화로운 삶》 중에서 -
- ヘレン・ニアリング,スコット・ニアリングの＜調和する人生＞より -

* 인생은 방향입니다.
* 人生は方向です。

자기가 선택한 방향으로 흘러갑니다.
自身が選択した方向に流れていきます。

부정적인 쪽을 택하면 부정적인 방향으로,
否定的なほうを選択すれば、否定的方向へ

긍정적인 쪽을 택하면 긍정적인 방향으로 이어집니다.
肯定的選択をすれば肯定的な方へつながります。

오늘도 내일도 그날이 그날이라고 여기면 늘 그날이 그날이고,
今日も、明日も、この日がこの日だと思えば、ずっとこの日がこの日で

순간순간, 날마다, 달마다, 해마다 늘 새롭게 여기면
瞬間瞬間、日ごと、月ごと、年ごと、ずっと新しく思えば

매일 매 순간이 감사와 축제의 연속입니다. 
毎日、毎瞬間が感謝と祝賀の連続です。

(2008년 8월26일자 앙코르메일)
(2008年8月26日のアンコールメール)

여기다
[타동사] 思う;感じる;認める。
삼ː다1
<1> [타동사] (縁を結んで自分とある関係に)…する。
<2> [타동사] (…を…に[と])する;見なす。
옛ː-말
<1> [명사] 今は使われないむかしのことば;古語。
<2> [명사] むかしから伝えられる諺。
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통-하다 [通―]
<1> [자동사]｛타동사·여 불규칙활용｝ (遮るものがなく)通じる。
<2> [자동사]｛타동사·여 불규칙활용｝ (お互いに親しくつき合って)意思·感情などが相手によく伝わ
る。
이어-지다
[자동사] 繫がる;続く。

헬렌 니어링
Helen Knothe Nearing
ヘレン・ニアリング (Helen Nearing、”大地へ帰れ運動”活動家) 
スコット・ニアリング
( 1883-1983 )

　スコット・ニアリングは、社会主義的経済学者、思想家、文明批判家として世界的に著名である。
とりわけ第一次大戦時には反戦・平和の大論陣をはり、後述するように、戦争反対の大衆運動を
組織し、さまざまな迫害と苦難に遭遇しながらも、それと闘い抜き、リベラリスト、社会主義者として
の晩節を全うした。また、第二次大戦以来、《大地へ帰れ運動》（‘Back to the Land’Movement ）
を提唱し、環境保全運動のバイオニアとしても有名である。
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 2009년 8월 4일 보낸 편지입니다.(1,868조회)

동반자 
同伴者

동반자와 함께 출발하려면 
同伴者と一緒に（旅行に）出発しようとすれば

동반자의 선택에 신중해야 한다.
同伴者の選択は、慎重にしなければならない

찡찡대는 사람, 습관적인 염세주의자, 
やきもちを焼く人、習慣的な厭世主義者

무원칙한 동정주의자, 자의식이 강한 사람,
無原則な同情主義者、自意識の強い人

유행을 좇는 사람은 동반자로 적합하지 않다.
流行を追う人は、同伴者として合わない。

이런 사람들은 여행을 지루한 고행으로 전락시켜 버린다.
このような人たちは、旅行を飽き飽きする苦行に転落させてしまう。

현실적이고 열린 가슴을 지닌 사람을 동반자로 택하라. 
現実的で、開かれた心をもった人を、同伴者として選びなさい。

현실적이면서도 열린 가슴!
現実的でも、ひらかれた心！

이는 당신도 꾸준히 키워가야 할 미덕이다.
これは、あなたもたゆまず育てなければならない美徳だ。

- 롤프 포츠의《떠나고 싶을때 떠나라》중에서 -
- ロルフ ポッツの＜発ちたい時は発ちなさい＞より -

* 인생의 동반자도 선택이 중요합니다.
* 人生の同伴者も選択が重要です。

누구와 함께 벗하며 가느냐에 따라 인생 전체가 
誰と一緒にともにするかによって、人生の全体が

천국도 되고 지옥도 될테니까요. 하지만 '동반자 선택'에 
天国にもなり、地獄にもなるからです。しかし’同伴者の選択’の

앞서 먼저 해야 할 중요한 일이 있습니다. 상대방이 
さきだって、まずしなければならない重要なことがあります。相手方が

좋은 동반자이기를 바라기 전에 내가 먼저 
いい同伴者になるよう望む前に、自分がまず

좋은 동반자가 되는 것이 우선입니다.   
いい同伴者になることが先です。

(2005년 7월22일자 앙코르메일)
(2005年7月22日付けアンコールメール)
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ちん-ちん  
<1>
1. [명사] 《속어》 질투. 〔동의어〕やきもち.
2. [명사] 《유아어》 잠지. 고추. 〔동의어〕おちんちん.
えん-せいしゅぎ [厭世主義]  
[명사] 염세주의. 〔반의어〕 楽天主義.
む-げんそく [無原則]  
[명사·형용동사] 무원칙.
동정 [同情]
[명사·하다형 타동사] 同情;思い遣り。
좇다
[타동사] 追う。
<1> [타동사] (後に)ついて行く。
적합 [適合]
[명사·하다형 형용사] 適合;よく当てはまること;適していること。
지루-하다 [←支離―]
｛형용사·여 불규칙활용｝ 長たらしい;退屈だ;あきあきする;うんざりする。
고행 [苦行]
[명사·하다형 자동사] 苦行。
<1> [명사·하다형 자동사] 苦痛を堪えながら行なうこと, またその苦痛。
꾸준-히
[부사] うまずたゆまず;勤勉に;根気强く。
벗ː-하다
<1> ｛타동사·여 불규칙활용｝ 友とする。
<2> ｛타동사·여 불규칙활용｝ 君·僕の間柄で交際する;おれおまえの仲になる;気安くなる。
전체 [全體]
[명사] 全体。
<1> [명사] (物事の)全部;総体。

(Rolf Potts)
ロルフ ポッツ
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 2009년 8월 5일 보낸 편지입니다.

벼랑 끝에 몰렸을 때
絶壁の終わりに追い込まれたとき

뒤로 물러설 곳이 없는 상황에서 
後ろに下がることができない状況で

사람들은 두 가지 선택을 한다. 하나는 나아가는 것, 
人々は、２つの選択をする。ひとつは、前進すること

또 하나는 물러서는 것이다. 뛰어난 인재는 이 순간에 
もう一つは、下がることだ。跳びぬけた人材は、この瞬間に

구분된다. 어디로도 물러설 곳이 없는 벼랑 끝에 
区別される。何処にも下がるところがない絶壁の終わりで

자신을 세워라. 그것은 자신에게 마지막 남은
自身を立てなさい。そこは、自身に最後に残った

희망과 기회의 중요성을 다시금 깨닫게 하여 
希望と機会の重要性をもう一度悟らせようとして

세상을 긍정적으로 볼 수 있게 해준다.
世界を肯定的に見えるようにしてくれる。

벼랑 끝에서 나를 단련하라.
絶壁の終わりで、自身を鍛錬しなさい。

- 우장홍의《어머니의 편지》중에서 -
- ウ・ジョンホンの＜お母さんの手紙＞より -

* 벼랑 끝에 몰렸을 때 사람은 드러납니다.
* 絶壁の終わりに追い込まれたとき、見えてきます。

가려졌던 바닥도 드러나고 숨겨졌던 잠재력도 이때 나타납니다.
隠された底も見えてきて、隠された潜在力もこのとき、見えてきます。

벼랑 끝에서 절망과 싸우기를 주저하지 마십시오.
絶壁の終わりで絶望と戦うことを躊躇しないで下さい。

벼랑은 사람을 단련시키는 또 하나의 
絶壁は人を鍛錬させ、またもう一人の

좋은 스승입니다. 
いい師匠です。

(2005년 8월17일자 앙코르메일) 
(2005年8月17日付けアンコールメール)

벼랑
[명사] 崖;断崖;絶壁;切り岸。
몰리다2
[자동사] ‘몰다’の受動:追われる;追いこまれる。
물러-서다
<1> [자동사] (後へ)下がる;退く;後退する。
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<2> [자동사] (仕事から)身を引く;引き下がる;辞める。
나아-가다
<1> [자동사] 進む；前進する;進出する;出る。
<2> [자동사] (病気が)よくなる;好転する。
자신 [自身]
[명사] 自身;自分;自己。
가려-지다
[자동사] ‘가리어지다’の縮約形。
가리어-지다
[자동사] 遮られる;隠される;塞がる;包まれる。 〔준말〕가려지다
바닥
<1> [명사] (接尾詞的に)平らな表面;平面。
<2> [명사] (器·靴などの)底。
드러-나다
[자동사] 現れる;表われる。
<1> [자동사] 見えなかったものが見えてくる;露出する。
숨기다
[타동사] ‘숨다’の使役:隠す;(人を)匿う;(体を)潜める;(心を)秘める。
잠재-력 [潛在力]
[명사] 潜在力。
나타-나다
<1> [자동사] 現われる;出る;出てくる;見えてくる;出現する。
<2> [자동사] 見える;現われる;浮かぶ;暴かれる。
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 9년 8월 6일 보낸 편지입니다.(912조회)  

시간 약속 
時間の約束

약속 시간에 
約束時間に

늦는 사람하고는 동업하지 말거라.
遅れる人とは、同業しないようにしなさい

시간 약속을 지키지 않는 사람은 
時間の約束を守らない人は

모든 약속을 지키지 않는다.
すべての約束を守らない

- 김승호의《좋은 아빠》중에서-
- キム・スンホの＜いいパパ＞より -

* 시간 약속.
* 時間の約束

약속의 시작이며 믿음의 출발입니다. 
約束の始まりで、信頼の出発です。

소홀하거나 사소하게 생각하면 큰 코 다칩니다. 
いい加減（に考えたり）とか、些細な考えなら大きく鼻を怪我する（ひどい目にあう）。

시간 약속을 지키지 않는다는 것은 아직 '기본'이 
時間の約束を守れないことは、まだ’基本’が

안되어 있다는 표시이며, 상대방의 시간을 중요하게 
できてないということを示し、相手方の時間を重要に

생각하지 않는 사람은 믿음을 얻지 못해 
考えてない人は、信頼を得ることができず

큰 일도 맡겨지지 않습니다.  
大きな仕事も任せられないです。

(2005년 7월6일자 앙코르메일)
(2005年7月6日付　アンコールメール)

소홀 [疏忽·疎忽]
[명사·하다형 형용사] 不徹底;疎かなさま;いいかげんなさま;なげやりなさま;なおざりなさま;手抜かりがあ
ること。
사소 [些少]
[명사·하다형 형용사] 些少;数量や程度がわずかなこと;いささか。
다치다
<1> [자동사][타동사] 怪我をする;痛める;傷つく。
<2> [자동사][타동사] (手で)触る;ふれる。
표시 [表示]
[명사·하다형 타동사] 表示。
<1> [명사·하다형 타동사] おもてに表わして示すこと;しるし。
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2009년 8월 7일 보낸 편지입니다.(302조회)

눈물을 닦아주며 
涙をぬぐってあげながら

나는 눈물이 없는 사람을 사랑하지 않는다
私は涙の無い人を愛さない。

기쁨도 눈물이 없으면 기쁨이 아니다
喜びも涙がなければ、喜びではない

사랑도 눈물 없는 사랑이 어디 있는가
愛も涙の無い愛が、何処にあるだろうか

나무 그늘에 앉아
木陰に座って

다른 사람의 눈물을 닦아주는 사람의 모습은
他の人の涙をぬぐってあげる人の姿は

그 얼마나 고요한 아름다움인가
どれだけ、穏やかで美しいことだろうか

- 정호승의 시집《너를 사랑해서 미안하다》에
- ジョン・ホスンの詩集＜あなたを愛して謝る＞に

실린 시 <내가 사랑하는 사람> 중에서 -
掲載された詩<私が愛する人>より -

* 다른 사람의 눈물을 닦아주며, 
* 他の人の涙をぬぐってあげながら

나 또한 뜨거운 눈물을 흘릴 때가 있습니다.
私は、また熱い涙を流すときがあります。

가슴을 타고 흐르는 뜨거운 사랑과 기쁨의 눈물입니다.
胸を焦がし流れる、熱い愛と喜びの涙です。

눈물을 닦아주는 것은 그 사람의 아픈 상처를 씻어주는 것이며, 
涙をぬぐってあげることは、その人の痛い傷を洗ってあげることで

동시에 자기 자신의 영혼을 닦아내는 것입니다. 
同時に自分自身の魂をみがく(ぬぐう)ことです。

(2005년 8월9일자 앙코르메일)
(2005年8月9日付　アンコールメール)

닦다
<1> [타동사] 拭く;ふきとる;ぬぐう。
<2> [타동사] 磨く;つやを出す。
고요-하다
<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ しんとして静かなさま:静かである;ひっそりしている;穏やかである。
<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 静かで平和だ;安らかだ。
실리다1
[자동사] 掲載される。
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2009년 8월 8일 보낸 편지입니다.(439조회)

매주 토요일엔 독자가 쓴 아침편지를 배달해드립니다.
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。

오늘은 유지은님께서 보내주신 아침편지 입니다.
今日は、ユ・ジウンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

나로 존재하는 것 
私で存在すること

배움을 얻는다는 것은 
学びを得ることは

자신의 인생을 사는 것을 의미한다.
自身の人生を生きることを意味する。

갑자기 더 행복해지거나 강해지는 것이 아니라, 
突然、さらに幸福になったり、強まったりすることではなく

세상을 더 이해하고 자기 자신과 더 평화로워지는 
世の中をより理解して、自分自身とさらに平和になる

것을 의미한다. 아무도 당신이 배워야 할 것이 
ことを意味します。誰も、あなたがまなばなければならないことが

무엇인지 알려줄 수 있는 사람은 없다. 
何なのか、教えることができる人はいない。

그것을 발견하는 것은 
それを発見することは、

당신만의 여행이다.
あなただけの旅行だ。

- 엘리자베스 퀘플러 로스의《인생수업》중에서 - 
- エリザベス・クエスト・ローズの＜人生の授業＞より -

* 내 인생은 내가 삽니다.
* 私の人生は、私が生きます。

아무도 대신해 살아줄 수 없습니다.  
誰もあなたの変わりに生きることができません。

나를 나로 존재하게 하는 나의 삶을 있는 그대로 
私を私で存在する私の人生をあるがまま

받아들이고 이해하고 사랑할 때 우리는 
受け入れて、理解して、愛するとき私たちは

더 평화로워 질 수 있지 않을까요?
さらに平和になることができるのではないでしょうか？

좋은 글 주신 유지은님께
いい文章を下さったユ・ジウンさまに
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감사와 축하의 인사를 드립니다.
感謝と祝賀の挨拶をいたします。

つよま·る [强まる]  
[5단 활용 자동사] 세지다. 강해지다. 〔반의어〕 弱まる. 【문어 4단 활용 동사】
퀘스트 Quest
엘리자베스  Elizabeth
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