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편다 새새새 돋돋 
もう一度肉芽が生える

몸몸 생생 불불불불
体に生じた不治の病は

마마마마 편다다다 하돋, 
心で収めなければならず

마마마 깊불 불불 몸몸 편다다다 낫낫 하하 것불
心の深い病気は、体を治めてよくなるようにすることは

몸몸 마마새 따마 있하 낫 아편아 때때일 것새편. 
体と心が別にないためだ

아아아 상상하 아아돋 편다 새새새 돋돋 
痛かった傷はなおって、また肉芽が生え

그 편지몸다 희희몸 힘몸 키키하 것, 
その地点から希望と力を育てること

그낫 세상새새세 것 같편. 
それが世の中の肉であるようだ

- 김김김마《새이몸이 예마예 필필하편》중몸다 -
- キム・ソンジュの<別れにも礼儀が必要だ>より -

* 몸몸 마마불 하하편편편.
* 心と体は一つです

함함 아아돋 함함 낫낫편편.
共に痛くて、共によくなります

몸몸 마마새 함함 건건건 것새 예가 좋편좋
体と心が共に健康であることが一番よいが

적적이 둘 중 하하하 늘 잘 편다다 놓아다 합편편.
すくなくとも二つのうち一つはちゃんと収めておかなければなりません

그그다 마마새 아아 때 몸마 힘마마 견견적 일적하돋   
そうしてこそ心が痛いとき、体の力で耐えて起きて

몸새 아아 때 마마몸 편다다 일적일 수 있낫편편. 
体が痛いとき心を収めて起き上がることができます

상상하 아아돋 편다 새새새 돋낫편편.
傷はいえてもう一度肉芽が生えます

새-새  
1. [명명] 肉芽(組織)。
돋편1  
1. [자자명] 昇る; (月が)出る。
2. [자자명] 生える; 芽生える。
 ふ-ちの病  → ふ-ち
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불불불.
아아편  
1. [자자명] 癒える; 治る。

ページ(2)



20110201.txt
2011년 2월 1일 보보 편편편편편.(1,331조조)

세세세세 가가 쉬쉬 일, 가가 어어쉬 일 
世の中で一番たやすいこと、一番難しいこと

그그그 철철철철철 우우,
ギリシャ哲学者の寓話

첫 구구세구 이이이 씌어 있있편. 
初めの節には、こう書かれている

"이 세세세세 가가 쉬쉬 일이 무무이무무 물있물편 
”この世の中で一番たやすいことが何なのかと聞いたら

남세이 충무충구 일이무, 가가 어어쉬 일일
他人に忠告することで、一番難しいことは

철자 철자자 아구 일이편"라구 것이있편.
自分自身を分かることだ”ということだった。

- 김김김철《이이세이 예철가 필필충편》중세세 -
- キム・ソンジュの＜別れにも礼儀が必要だ＞より -

* 사사자 만만만 
* 人に会えば

충무충충 충구 경우가 물더 있있편편.
忠告からはいる場合がときどきあります

애애이 있자 때때이라무이 할 수 있편만
愛情があるからとも言うことができるが

사사일 있습습습, 편입입습습 충구 경우가 많있편편.
実際は習慣のように、口癖のように言う場合が多いです

남세이 충구 충무철 방방자 내 안안안 돌그만
他人にする忠告の方向を私の中にまわせば

성성이 되무, 만나 진우진진구 명세이 됩편편.
省察になり、私を進化させる瞑想になります

습처세구 어어이 느느느이 철자 충만
初めには難しく感じても、よく行えば

점점 쉬쉬쉬편편.  
だんだんたやすくなります

ギリシャ [Greece, 그그그]  
1. 그그그
우ə우 [寓話]  
1. [명사] 寓話; 教訓的な内容を, 動物などにかこつけて表わしたたとえ話。
구구 [句節]  
1. [명사] 句と節。
2. [명사] 文章や言葉の一くぎり。
물더1  
1. [충사] いくらか; 多少; 少しは; 若干。
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2. [충사] たまに; ときどき; 時おり。
편-입입  
1. [명사] 口ぐせ。
돌그편2  
1. [타타사] 돌편の使役:回らせる。
2. [타타사] 回す; 回転させる。
점ə점 [漸次]  
1. [충사] 漸次; 物事がゆっくりと変わるようす; だんだん; 次第に。
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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・ミョンヒョさまから、送っていただいた朝の手紙です。

사사사사 무무무독? 
愛とはなんだろうか？

사사사사 무무무독?
愛とはなんだろうか？

남남남 독자 독보자 완완완 여여 것편편편.
他人に私自身を完全に開くことです。

외외 무인사 잘잘김 또여 장장사잘 돈, 편지 때때남 
外見が優れていて、さらに長所や、お金、地位のために

사사사여 것사 아편아, '그 사사'사자 때때남 사사사여 
愛するのではなく、’その人’であるから愛する

것편편편. 그 사사사 자기자 잘나 뿐 아편아
のです。その人の喜びを分かち合うだけでなく

김서서, 번번, 아고자 함김 잘나 줄 아여 것,
悲しみ、煩悶、苦痛を共に分けることができること

잘잘사잘 단장단편 편 받아받일 줄 아여 것,
間違いや、短所まで全て受け入れることができること

그사 마마사 어어서단편 받아받사아
心の暗闇までうけいれて

끝보여 그 사사자 지배김 목목단편 
最後にはその人のために命まで

바바 수 있여 것사 참 사사편편편.
ささげることができるのが、本当の愛です。

그그김 참 사사오 행행사편 않않편편.
だから本当の愛は幸せでは有りません

남사 아고자 독자 것것것 삼자 만만 함김 
他人の苦痛を自分のこととして共に

괴것괴괴 줄 아여 것사자 때때편편편.
つらさを分かることができるからです。

- 김수김 추자추사《바보독 바보받남남》중남김 - 
- キム・スファン、チュ・キギョンの<馬鹿が馬鹿たちに>より -

* 얼마완 연연 잘나자 봉사아 사남 되되않편편.
* いくらか前練炭を運ぶ奉仕をするようになりました。
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어어 수 없사 참여사남 되어김 자기사 없되않편편.
やむを得ず参加するようになって、喜びはありませんでした

그그그 사 글자 읽것읽김 편다 마마자 바것 잡자 수 있되않편편.
しかし、この文章を読んでもう一度心を正すことができました。

사 추추 겨겨겨 잘사 '그 사사'무 사이자 지배김
この寒い冬の日、私の’その人’であるご近所のために

조조사잘마 보독 보보사 되어되되편여 생생자 
ちょっとでも私が、足しになえればと考え

했않편편. 목목단편 바바여 일오 잘 괴 망망
ました。命までささげることではないとはいえ

자기 마마것것 봉사남 참여사되편여 
喜びの心で奉仕に参加しようという

 편다자 사남 되되않편편.
誓いをしました。

잘-잘편  
1. [형형사] 偉い; 優れている; 秀でている。
2. [형형사] 見目よい; 美しい; きれいだ。
김ə서서  
1. [김사] 悲しみ。
번번 [煩悶]  
1. [김사·사편형 독자사] 煩悶; 悩み; いろいろと思いわずらうこと。
삼ə편1  
1. [타자사] …する。
2. [타자사] する; 見なす。
연ə연 [煉炭]  
1. [김사] 煉炭; 練炭。
잘나편  
1. [타자사·나 불불불불형] 運ぶ; 移す; 運搬する; 運送する。
잡편4  
1. [타자사] まっすぐに直す; 正す。
2. [타자사] 付ける; とる。
たし [足し]    
1. [김사] 보보. 보보. 도서.
망망  
1. [사의김사] 通常-자남 망망사편·-편 망망사편·-되 망망사편の形で:…だからよかったものの

(さもなければ)。
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