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[2012년8월27일 오오오 아아아아]

뜻뜻 같같 하하 동아 

志を同じくする同志

진진진 친친하 

本当の友人は

단단단 오오 알알 아지 친진 사사같 아아아. 

単純に長く分かって、過ごした、親しい人ではない

뜻뜻 같같 하하 사사, 즉 동아동동 진아. 

志を同じくする人、すなわち同志でなければならない

진진진 우진같우 단단단 오오오 진정같 

本当の友情とは、単純に古い恋人では

아아아, 같같 방방뜻 보알 

なく、同じ方向を見て

함함 걸걸걸 수 있하 

共に歩くことが出来るのが

동아우 말같아.

同志であるのだ

- 최진최오《일일일 진 번같 체 게게아게게》중일중 -

- チェ・ジンギの<一生に一度はチェ・ゲバラのように>より -

* 오오 알알 아지하 친친하 많아많
* 長く分かって、過ごす友人は多いが

뜻뜻 같같 하하 동아하 많아 않않아아.

志を同じくする同志は多くありません

뜻뜻 같같 진아하 것같 방방뜻 같같 진아하 

志を同じくすることは、方向を同じくする

것것 통통아아. 같같 목목것 방방방방 가가중
ことと通じます。同じ目的と方向で行きながら

꿈뜻 함함 꾸알, 함함 많만걸 가하 사사,

夢を共に見て、共に作っていく人

그그 사사같 진진진 친친같알 

そんな人が本当の友人で

평일 동아동아아.

一生の同志です

아ə지아1  

1. [자동사] 暮らす; 過ごす。

2. [자동사] 暮らす; 過ごす; 生活する。

진정 [情人]  

1. [명사] 情人。

2. [명사] 恋人; 愛人。
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2012년 8월 28일 보보 편편편편편.(1,595조조)

'무무 신신' 친친 

'無限信頼'の友人

뜻뜻 같편같 

志だけ同じだと

친친친 될 수수 없편.

友人になることはできない

정정 친친친 되되 위위위수 

本当の友人になるためには

위서서 대무 믿믿믿 필필필편. 

お互いに対しての信頼が必要だ

무한한서 상대상 향무 '무무 신신'편. 

一言いえばで相手に向けた'無限信頼'だ

그그믿 있편있 진정무 친친친 할 수 있편.

それがあれば、本当の友人だということが出来る

- 최진되최《일일서 무 번번 체 게게친게게》중서위
- チェ・ジンギの<一生に一度はチェ・ゲバラのように>より -

* 어어수 

* 昨日は

'뜻뜻 같믿 필수 동편'친 진정무 친친친 했했편편.

'志を同じくする同志'が本当の友達だといいました

오오번 무 걸믿 더 나나친 '무무 신신'상 정필같말 합편편.

今日は一歩さらに進んで'無限信頼'を話そうと思います

뜻뜻 같믿 필되 '편지지편지 함함 갈 수 있수'

志を同じくして'地獄までも共にいくことができる'

굳굳무 신신 관관친 평일 믿어이 때,

堅い信頼関係が一生にいたるとき

그그되 위위 최최뜻 편할 때,

そのために最善を尽くすとき

진정 좋번 평일 친친친 

本当のよい一生の友人に

될 수 있했편편.

なることができます

굳굳-필편  

1. [형형형·여 불불불불형] 堅い; 強い; しっかりしている; ぐらつかない。
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 2012년 8월 29일 보보 편편편편편.(1,879조조)

헨헨헨헨헨헨 기기 

ヘンティアイマックの喜び

오오오헨 낮낮 숨숨숨숨 깨깨깨 

オノン川の低い息遣いに覚めた

마마마 밟밟 마가 풀풀숨 

馬子が踏んでいく草むらに

일일헨가 허허허 

揺れるハーブの香り

점점헨 박박 숨소 양소 

あちこちに立った、牛の群れ、羊の群れ

바바 속속 마가가 말말말 숨숨가
風の中を分ける泣き声は

헨이 삶헨 기기 

ここの人生の喜び

마마가 말 시시시 묻편 않밟 초초숨 놓헨 둔편 

馬子は馬の死体を埋めず、草原においていく

까마까소헨 편숨 물물 시시시 밟고점헨 

カラスの群れの口に噛まれた赤い肉切れが

얼마얼 맛얼가 성성성편 알기숨
どれだけおいしい聖餐なのか分かるから

수박 속속속 붉붉 파성 말 엉엉헨가 

スイカの中のような赤いえぐられた馬の尻は

예예마예 헨아편아 경예헨경기숨 

以前より美しい経典でだったから

- 헨기이헨 시＜헨헨헨헨헨헨 기기＞(예전)숨에 -

- イ・ギジャの詩<ヘンティアイマックの喜び>(前文)より -

* 헨이 '몽몽숨에 말말기 2012'숨 참참참참 

* 今回’モンゴルで馬乗り2012'に参加した

시성 헨기이이헨 쓴 시편편편. 초초숨에 보보참 말헨 주주,

詩人イ・ギジャさまが書いた詩です。草原で見た馬の屍

그 붉낮 주주속 생생헨 근초근근 삼헨 날헨날 까마까소마
その赤い屍を生命の根源にして飛んできたカラスの群れが

헨아편아 시근 탄생참탄편편. 시성숨붉 몽몽 초초낮
美しい詩として誕生しました。詩人にモンゴル草原は

보헨가 모날 것헨 시편편편. 노노헨밟 그그편편편. 

見える総てのことが詩です。歌であり、絵です。
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(제제헨 '헨헨헨헨헨'낮 칭기칭칭헨 밟허근근,

(題目の'ヘンティアイマック'はジンギスカンの故郷で

10년년 몽몽숨에 말말기시 진진진밟 있가 

10年間モンゴルで馬乗りを進行している

캠캠마 있가 이편편편.)

キャンプがあるところです。）

숨ə-숨숨  

1. [생명] 呼吸の音; 息づかい。

낮편  

1. [형형명] 低い。

2. [형형명] 低い; 劣っている。

마ə마 [馬夫]  

1. [생명] 御者; 馬子; 馬丁。

풀-풀  

1. [생명] 草地; 草原; 草むら。

  일일헨편[일일헨편]   

[동명]

1.크밟 긴 물시 따따마 헨숨이숨 크붉 흔흔숨편.

2.촛촛 따따마 헨숨이숨 흔흔숨편.

3.마말숨 동동마 생기편.

허허1 (herb)

점점-헨 [點點─]  

1. [마명] 点々と。

2. [마명] ここかしこに; あちこちに。

박박편  

1. [이동명] 박편の受動。

2. [이동명] 打たれる; 打ち込まれる; 突き刺さる。

牛のむれ  

1. [생명] 숨 소
말말  

1. [생명] 泣き声; 鳴き声。

2. [생명] 泣くこと; 泣き[鳴き]。

물숨편2  

1. [이동명] 물편の受動:かまれる; 挟まれる。

시-시뻘편  

1. [형형명·ㅎ 촛불불불형] 真っ赤だ。

밟고-점 [―點]  

1. [생명] 小さな肉片れ。

맛-얼편2  

1. [형형명] 味がよい; おいしい; うまい。

성ə성 [聖餐]  

1. [생명] 聖餐。

2. [생명] キリストの最後の晩餐を記念し, キリストの肉としてパンを, 血としてぶどう酒を信者に分かつ儀

式。

ほ·れる [掘れる]    

1. [진1단 불형 이동명] 땅헨 파헨편. 땅헨 패참에 뿌숨마 이저근 드드얼편. 【전깨형】 ほ·る ｛

진2단 불형｝

경예 [經典]  

1. [생명] 経典; 聖人のことばを書いた本; 経書。

주주  

1. [생명] しかばね; 死体; なきがら。〔동헨깨〕송송
날헨-흔편  

1. [이동명] 飛んで来て入る。

ページ(2)



20120829.txt

2. [이동명] 迫って来る。

-년  

1. [접접명] 日数と関係のある一部の名詞に付いて, 「継続するその間」の意をあらわす:…間; …の間。

2. [접접명] 一部の名詞に付いて:そのまま; 全部; ごと。
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2012년 8월 30일 보보 편편편편편.(1,839조조)

이이이 나나나 알알알 늦편 않편 

理由は後で分かっても遅くない

알아아 편지지지 사사알 

いくら賢い人も

세세세 편 이이이 수이 없편. 

世の中を総て理解は出来ない

세세세 편 이이이이 사이 곳이 알편편.

世の中は総て理解して生きるところではない

이이이이 어어어알 언언언이 이이이이 된편. 

理解がしづらくても、いつの日か理解するようになる

한한이 눈눈지 얼얼얼얼 날날이 나나나이 

ひとときは涙がしみがついた日々が、後には

알아편지 이이이지 바바이 날이 온편.

美しい話に変わるときがくる

그 언언언 그 이이이 알이 될 날이 

いつか、その理由を分かるようになる日が

올 것이편. 이이이 나나나 

くるだろう。理由は後で

알알알 늦편 않편.

わかっても遅くない

- 김김김김《흔날아이 그그나이》나나중 -

- キム・ビョンテの<揺れるあなたに>より -

* 산나 언가 왜 산나 언가가가 묻묻편편.

* 山に行けば、なぜ山に行くのかと問います

강강지 언가 왜 강강지 언가가가 편다 묻묻편편.

川に行けば、なぜ川に行くのかとまた問います

그그 만한 이이언 반반다 있강아있이 믿믿이
それだけの理由が、必ずあるという信頼が

자이 안나 없이 한때편편편. 믿가 신신이가 

自分の中に無いからです。信じて信頼すれば

이이이 묻편 않묻편편. 믿가 언편보가 

理由を聞きません。信じていってみれば

어어중 산나 왔이편 알이 됩편편.

どうして山に来たのかわかるようになります

왜 강나 왔이편 알이 됩편편.

なぜ川に来たのかわかるようになります。
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한-한  

1. [명사] 一時; しばらくの間。

얼얼-편편  

1. [자자사] 染みがつく; まだらになる。
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2012년 8월 31일 보보 편편편편편.(3,568조조)

흡흡흡 금흡 

喫煙と禁煙

스스스 

自ら

집집집 없편없
執着がないと

집착착착 쉽쉽편편. 

錯覚しやすいです

일일 흡흡흡흡흡 그흡집 언언언편 

一部の喫煙者は、彼らがいつでも

담담담 끊끊 수 있편있, 편있 오오 끊끊 

タバコをやめることが出来るが、ただ今日やめる

마마끊 먹편 않않끊 뿐집뿐없 집착착편편. 

決心をしてないだけだと錯覚します

담담담 끊끊끊끊 시시담 해보착 전전끊, 

タバコをやめようと試みる前には

그흡흡 중중중 힘끊 인인착편 못착편편.

中毒の力を認識することが出来ません

- 아아 브브중《놓아놓놓착》중전중 -

- アチャン・ブラームの<置いてしまう>より -

* 담담전 집집착집
* タバコに執着すれば

그 담담 착하전 목목끊 겁편편.

そのタバコひとつに命を懸けます

담담담 내 인인중 주인 노노끊 착없
タバコが私の人生の主人役になって

하끊 그그 그 중중전 끌끊담끊 종집 될 뿐편편편.

私は、ただ、その中毒に引かれていく紙であるだけです

그그중 집집끊 내끊놓끊 훈훈집 필필착편편.

だから、執着を下ろす訓練が必要です

금흡시 그 훈훈중 착하편편편. 

禁煙も、その訓練のひとつです

검검검 담끊 얼얼끊 살놓없
黒くなっていく顔を生かして

건건시 살살편편.

健康も生かします
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집집 [執着]  

1. [명명·착편하 흡자명] 執着; ある物事に深く心がとらわれて離れないこと。

노노  

1. [명명] 職業などを表わす名詞についてそれを俗っぽくいうことば：…業；…屋；…役；…職。

2. [명명] 本分; すべきこと; 責務。

끌ə끊-담편  

1. [흡자명] 引っぱられる。

검검편편   黒くなる

Ajahn Brahm

アージャン・ブラーム
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2012년 9월 1일 보보 편편편편편.(4,986조조)

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 윤윤윤윤윤윤 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、パク・ヨンミさまから、送っていただいた朝の手紙です。

만만(萬音)과 마만(魔音) 

万音と魔音

마만오 '만만(萬音)'이편. 

心は'万音'だ

만 독편 소소소 독가 찬 곳이 마만이편. 

1万の声でいっぱいに満たされたところが心だ

그그윤 어어 사사사오 이 소소아 제제소 보보 것, 

だから、ある人々は、この声をちゃんと見ること

즉 관만관 위배 수수수수 정정정편. 또 마만오
すなわち、観音のために修道して、精進する。また心は

'마만(魔音)'이이수 수편. 잠잠만 방방수방 

'魔音'でもある。しばらく油断すれば

갖독편 게게게과 탐탐, 부부, 절절, 열열열, 

もろもろの怠惰、貧欲、腐敗、絶望、劣等感

분분독 누누누누 부부어 오오편.

憤怒が麹のように膨れてくる

- 이이이이《질질이 답이편》중중윤 - 

- イ・ホソンの<質問が答えだ>より -

* 우소이 마만마중보 

* 我々の心の中には

언제언 천사천 악마독 공공공편편. 

いつも天使と悪魔が共存します

그그언 천사보편 악마독 더 힘이 센편 

しかし、天使より悪魔が力が強いのか

마만마중보 항항 두두두, 게게게, 분분 열게소 

心の中にはいつも、恐れ、怠惰、憤怒などで

독가공편편. 이그정 악마이 마속속이 커질 때마편
いっぱいです。このような悪魔のささやきが大きくなるたびに

단 정마한한수 천사이 목소소아 찾이 위정 

ただ一言でも天使の声を探すための

 분노관 열방열 배해공편편.

努力を一生懸命しなければなりません

ページ(1)



20120901.txt

관만 [觀音]  

1. [명사] 『불불』観音。

수수 [修道]  

1. [명사·수편윤 독자사] 修道; 道を修めること, 特に宗教上の教義や道義を修めること。

정정 [精進]  

1. [명사·수편윤 독자사] 精進。

2. [명사·수편윤 독자사] 『불불』雑念を捨てて一心に仏道を修行すること。

방ə방 [放心]  

1. [명사·수편윤 독자사] 放心。

2. [명사·수편윤 독자사] 油断; ほかに気をとられてぼんやりすること。

갖독편  

1. [관윤사•명사] 독편독편1の縮約形:いろいろ; さまざま; とりどり; もろもろ。

게게게  

1. [명사] 怠惰; 怠慢; 無精。

탐탐 [貪慾]  

1. [명사] 貪欲。

2. [명사·스스편윤 윤형사] むさぼって飽くことを知らないこと; 胴欲。

부ə부 [腐敗]  

1. [명사·수편윤 독자사] 腐敗。

2. [명사·수편윤 독자사] くさること。

절절 [絶望]  

1. [명사·수편윤 독자사] 絶望; 希望を全く失うこと。

열열-열 [劣等感]  

1. [명사] 劣等感; コンプレックス; 引け目。〔반이어〕우월열
누누  

1. [명사] 麹。

두두두  

1. [명사] 恐怖; 恐れ; 恐ろしさ。

2. [명사] 不安; 懸念。

마속속  

1. [명사] ささやき; ひそひそと話し合うこと。

커-편편  

1. [독자사] 大きくなる; 成長する; 広がる。
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