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2011년 10월 3일 보보 편편편편편.(2,233조조)

아아편아 길(道) 

美しい道

사사사 

人が

편편다다 만만 길길
通って作った道は

몸만 옮옮옮편 않않편.

体だけ動かすのではない

몸사 가않가가 마마사 간편.

体が行くままに、心がいく

몸몸 마마사 함함 가가
体と心がともに行けば

그 길길 길사 아편다 

その道は道（みち）ではなく

도(道)사편.

道（どう）だ

- 다아고고《삼삼삼사 길 위위위 만만편》중위위 -

- コ・ウンギの<三国有史の道の上で会う>より -

* 누누가 첫 발발 내내다 

* 誰かが最初の一歩を踏み出して

많길 사사사사 걸걸가가 길사 생생편편. 

たくさんの人々が歩いていけば、道が生じます

그 곳사 숲사가 숲길사 되다, 그 길위 꽃발 심심가
その場所が森なら、森の道になって、その道に花を植えれば

 

꽃길사 됩편편. 걸어 날, 좋길 사사사사 만만 

花の道になります。いつの日か、良い人たちが出会い

마마발 만누나 꿈몸 희희발 노노노가 

心を分けて、夢と希望を歌えば

아아편아 도(道), 꿈길사 됩편편.

美しい道、夢の道になります

희희고 길사 됩편편.

希望の道になります

옮고편  

1. [타타사] 移す; 移転する; 置き変える; 動かす。

2. [타타사] 歩く; 進む; 運ぶ。

삼삼 [三國]  

1. [명사] 三国。

2. [명사] 三つの国。
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삼ə사 [有史]  

1. [명사] 有史。
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2011년 10월 4일 보보 편편편편편.(3,017조조)

사사사 말말편편 

愛は言います

사사사 말말편편.

愛は言います

"조조 없없 당당당 사사말편편."

"無条件であなたを愛します"

사사사 말말편편.

愛は言います

"당당사 편지 없이이이 좋좋편편."

"あなたは今そのままが好きです"

없이 사사사없 우우우 치치치 수 있좋편편.

このような愛だけが我々を癒すことができます

없이 사사사없 우우이 하하 될 수 있있 

このような愛だけが我々がひとつになることができる

치일유 길편편편.

唯一の道です

- 바없이 케없케케《하있 편지 누누우 사사하있이》중중중 -

- バイロン・ケイティの<私は今誰を愛するか>より -

* 사사사 또 말말편편.

* 愛はまた言います

"변변없없 당당당 사사말편편."

"変わらずあなたを愛します"

세세사 변말편편. 세월세세 사사사 사사사 변말편편.

世の中は変わります。月日によって人も愛も変わります

그그하 누누이 변변없있 믿믿믿이 '편지 없이이케 하'우 

しかし誰かの変わらない信頼で'今そのままの私'を

사사사 준편준 그보편 더 큰 행행없 없좋편편.

愛してくれれば、それより大きな幸せはありません

모모 사사없 편 떠하사 마편마마편 남남중 

総ての人が、総て去っても最後まで残って

세따없 바세보바 쓰편쓰바 어어사편준
温かく見守りなでていたわれば

모모 '남아 곳'없 녹남녹녹편편.

総ての'痛いところ'が溶けます

치치케 시시없시, 하하 되있 

癒しの時間であり、ひとつになる
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순시편편편.

瞬間で

Byron Katie

쓰편쓰편  

1. [타타사] なでる; さする; なでさする。

2. [타타사] なだめる; すかす。
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2011년 10월 5일 보보 편편편편편.(3,027조조)

우우우 제1법법 

宇宙の第1法則

모모 성성성성 이이이 있편. 

総ての成功には理由がある

뿌뿌 대대 거거편. 뿌뿌 대대 거거성 것것 

まいた種は自分でかりとる。まいた種は自分で刈り取ることは

씨 뿌뿌우 법법, 원원원 결원우 법법, 줄줄줄 

種まきの法則、原因と結果の法則、縮めて

원원우 법법이법법 한편. 씨 뿌뿌우 법법법 

因果の法則という。種まきの方式は

우우우 제1법법이편. 우우우 제1법법이법 

宇宙の第1の法則だ。宇宙の第1法則

때때성 성성우 제1법법이편. 

だから成功の第1法則だ

- 김김김우《몰편, 이이이 하법》중성줄 -

- キム・ヨンウクの<没入、このようにしなさい>より -

* '뿌뿌 대대 거거편.'

* 'まいた種は自分で刈り取る'

너너 당당하법, 너너너 평평한 진진원진 

とても当然で、とても平凡な真理だが

간간 잊법 편지편편. 중중한 것법 씨뿌진성 계계것
時々忘れて過ごします。重要なことは種をまく季節を

놓놓편 않성 것편편편. 때때 놓놓놓 씨씨이 아너진 

逃さないことです。時をのばせば、種がいくら

많아너 소김이 없없편편. 때때 놓놓편 않법
多くても意味がありません。時をのがさず

씨때 뿌진놓 거거성 것법 하하이 돕없편편.

種を植えれば、育てるのは太陽が助けます

그것이 우우우 법법편편편.

それが宇宙の法則です

 自業自得(自分で蒔いた種は自分で刈り取れ。) 

뿌뿌대대 거거진법.(콩 심법진 콩콩법 팥 심법진 팥팥편.) (줄서서서, 자법자진서서)

뿌진편  

1. [자자자•타자자] 撒く; 振り掛ける。

2. [자자자•타자자] 降る; ばらつく。

줄이편  

1. [타자자] 減らす; 少なくする; 小さくする; 縮める; (出費を)切り詰める。

원원 [因果]  

1. [명자] 因果。
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2. [명자] 原因と結果。

간ə간 [間或]  

1. [부자] ときたま; ときどき; たまに; 時折。

 씨때 뿌진편. → 씨1

種子をまく。 

놓놓편  

1. [타자자] 落とす。

2. [타자자] 逃す; 失う; なくす; 逸する; はぐれる。

소ə김 [所用]  

1. [명자] 所用; (何かに)用いられること; 入用; 入り用; 必要; 使いみち。

거거편  

1. [타자자] 取り入れる; 回収する; 徴収する。

2. [타자자] 育てる; 面倒を見る; 養う。
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2011년 10월 6일 보보 편편편편편.(3,259조조)

오오 슬슬슬편 말말말 

長く悲しまないでください

수수수수 함함 있있 

収容所に一緒にいた

수소소 트트트트트 모모모수모 말말편. 

小説家トライアンはモリッツにいった

어어 공공공, 슬슬공, 끝트 있있 말한소 있편있. 

どんな恐怖も、悲しみも、終わりがあって限界があると

따트따 오오 슬슬슬 필말소 없편있. 트이 비비트 

だから、長く悲しむ必要がないと。こんな悲劇は

삶삶 테테모 밖삶 것, 시시시 넘어넘 것트트있. 

人生の範囲の外のこと、時間を越えたことだと

씻어씻씻 수 없없 오오오 더더더더 시간간 

洗うことができない汚物も汚した奸悪と

불삶삶 기기기 시시트트있...

不義の長い時間だと…

- 송송송삶《명명수모 길시 묻편》중수따 -

- ソン・ジョンリムの<名作に道を問う>より -

* 모모 것트 편기지편편.

* 総てのことは過ぎ去ります

슬슬공 있고공 비비공 언언소 끝트 납편편.

悲しみも、苦痛も、悲劇もいつの日か終わりになります

편다 '편기소없' 시시트 좀 필말슬있, 그 시시시 넘어넘 

ただ'過ぎ去る'時間がちょっと必要で、その時間をこえた

'마마삶 힘'트 필말슬 뿐편편편. 큰 태태트 불수불
'心の力'が必要なだけです。大きな台風が吹くほど

발발발시 편지수 더 단단단 디디디 슬하, 공공공
足の裏を地面にさらに踏みしめて歩くように、恐怖と

슬슬트 클수불 마마시 더 단단단 먹어디 합편편.

悲しみが大きいほど、さらにしっかり立ち向かわなければなりません

오오 낙낙슬낙기 슬슬슬편 마마말.

長く落胆したり、悲しまないでください

곧 편기지편편. 편기소지
すぐ過ぎ去ります。過ぎ去れば

순시편편편.

瞬間です
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테테모  

1. [명명] 縁; へり; 輪; 枠; 輪郭。

2. [명명] 範囲; 限界; 枠。

넘어-따편  

1. [타타명] 越す; 越える; 通り越す。

2. [타타명] 越す; 越える; 脱する。

씻편  

1. [타타명] 洗う; 流す。

2. [타타명] 拭う。

더ə더단편  

1. [타타명] 汚す; 汚す; 不潔にする。

2. [타타명] 奪う; 犯す。

시간 [奸惡]  

1. [명명·슬편하 하수명] 奸悪; 心がねじまがって悪いさま; よこしま。

불삶 [不義]  

1. [명명•슬편하 하수명] 不義。

2. [명명•슬편하 하수명] 正しくないこと; 正義にもとること。

기ə기-기  

1. [관하명] 非常に長い; 長ったらしい; 長々しい。

발-발발  

1. [명명] 足の裏。

단단-단  

1. [부명] 固く; しっかり(と); ぎっしりと; 丈夫に; 手痛く; 厳格に。

디디편  

1. [타타명] 足を置く; 踏む。

2. [타타명] 到達する; 踏み入れる。

Traian  
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2011년 10월 7일 보보 편편편편편.(3,350조조)

기기 저편저 감감 

記憶のかなたの感触

나나 아아아아 

私は何も

기기기편 못기기못
憶えられないので

아아아아 잊편 않않편편.

何も忘れません

내내 들들 기기기 없나 멜멜멜멜 목목목목
私が聴いた記憶がないメロディーと声を

결결 잊잊 수 없않편편.

決して忘れません

내내 받들 기기기 없나 애애잊 

私が受ける記憶がない愛情を

결결 잊잊 수 없않편편.

決して忘れません

내내 쓰편쓰들 동동들저 감감아 

私がなでた動物たちの感触も

내내 했했 수수들 놀기아 기기기편 못기기못
私がした数多くの遊びも憶えられないので

결결 잊잊 수 없않편편.

決して忘れることができない

- 마목마마 세세저《내가가, 조조가 사사사편》중못중 -

- マリウス・セラの<そっと、静かに愛する>より -

* 세세못 태태나
* この世に生まれて

태어편내 처처 안아안했 감감잊 기기기편 못못편편.

母が始めて抱いてくれた感触を憶えられません

그그나 그그저 그 편안편편 따따편기 아마세사 기기 저편저
しかしそのときの、その平安さと暖かさがかすかな記憶のかなたの

영영 깊들 곳못 각각각태 마목저 애중멜 품품잊 가들만,

魂の深いところに刻印され、我々の情緒と品性をつくり

그 너어저 아저무편 본품본편목 편지기만 있않편편.

その向こうの無意識と本性まで支配しています

마목나 기기기편 못기편가 기기 기이못 받받했
我々の覚えられない記憶以前に受けた
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사사편 냄냄멜 목목목멜 태어가어기
愛と香りは声といたわりが

오오저 나목 있있 했않편편.

今日の私をあるようにします

그그중 잊편 못못편편.

それで忘れることができません

かなた [彼方]    

1. [대대사] 『문태』 저저. 저편. 저기.

쓰편쓰편  

1. [타동사] なでる; さする; なでさする。

2. [타동사] なだめる; すかす。

내가-가  

1. [부사] 静かに; じっと; おとなしく; 黙って。

2. [부사] ひっそり; そっと。

아마세-기편  

1. [형조사·여 불불불불조] 遠く隔たっている; はるかだ。

2. [형조사·여 불불불불조] かすかだ。

かなた [彼方]    

1. [대대사] 『문태』 저저. 저편. 저기.

각각 [刻印]  

1. [대사·기편형 자동사] 刻印; はんこを彫ること。

애중 [情緖]  

1. [대사] 情緒; 物事に触れて感じる特別な感情や味わい, またその対象の周囲をとりまく味わいのある

雰囲気や気分; 情趣。

2. [대사] 『심목』(喜怒哀楽·恐れなど)一時的で急激な感情の動き。

품ə품 [品性]  

1. [대사] 品性; 人がら; 人格。

Marius Serra

ページ(2)



20111008.txt

2011년 10월 8일 보보 편편편편편.(3,029조조)

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 강강강강강강 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、カン・ソニさまから、送っていただいた朝の手紙です。

하오아 너너 왜 푸푸 것것것 

空よ、君はなぜ青いのか

하오아
空よ

너너 왜 푸푸 것것것/

君はなぜ青いのか

길 잃오 보 마마마
道をなくした私の心に

푸푸 길 열열 매주/

青い道を開いてくれて

힘힘주 편지 보 마마마
きつく疲れた私の心に

푸푸 싹 돋돋 하주/

青い芽を生えるようにして

푸푸돋 걸열독걸
青く歩けと

끝끝너 그 함함/

終わりないその喊声

나 그그돋 걸열독걸걸
私はそのように歩いていこう

푸푸돋 푸푸돋/

青く、青く

- 홍홍일홍 시시《독가마 핀 꽃》중마강 - 

- ホン・クワンイルの詩集<心に咲いた花>より -

* 눈눈것 납편편. 

* 涙が出ます

그그나 것이너 울편 않않편편.

しかし、今は泣きません

것 시아 읽주, 하오하 바걸보바강
この詩を読んで、空を眺めながら

강희희 용용아 얻얻얻얻토.

希望と勇気を得ました
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삶것 힘힘 때, 하오하 바걸보바토.

人生につらいとき、空を眺めてください

그그 바걸바 보보하 뿐뿐뿐, 하오오 

ただ眺めれば、見ただけだか、空は

 보것편 않너 힘하 편편주 있있있토.

見えない力を備えていますね

싹1  

1. [명명] 芽。

2. [명명] ある現象の根源やはじまりをたとえて言う語:芽。

돋편1  

1. [독자명] 昇る; (月が)出る。

2. [독자명] 生える; 芽生える。

함ə함 [喊聲]  

1. [명명] 喊声; とっかんの声; ときの声。

 열어어 재재하 편편주 있편. → 편편편
語学の才能を備えている。 
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