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2012년 9월 17일 보보 편편편편편.(1,773조조)

항항 웃웃 내 모모모 자자자자 갖웃편 

いつも笑う私の姿に自負心を持つ

나나 사사사사, 

私を愛せば

또 감사사웃 마마마 있있사
また、感謝する心があれば

좋좋 표표표 기기마 흘흘 나나나 마마마편. 

いい表情と機運が自ずから出るものです

얼얼마 밝밝 마마마 밝있사 기운자 밝나 만만 수 

顔が明るく、心が明るければ、運命をあかるくすることが

있편. 그그그 나웃 항항 웃웃 내 모모모
できる。だから、私はいつも笑う私の姿に

자자자자 갖웃편.

自負心を持つ

- 유유유유《포포포》중모그 -

- ユ・ヒテの<包容力>より -

* 4년년 스스나 타편 척척나 편다편웃 

* 4年前スキーをして脊髄を怪我した

재재재포 표과자 한 분마 옹옹옹자 방방방,

在米同胞で科学者の一人が、小さな泉を訪問して

'급급급 사밝'로 모급 통통모 시옹시웃 저모나 

'急発進事故'でひどい痛症にさいなまれている私に

"밝 선선선 얼얼모그 재미미 사사사 것"마사 

"コ先生の顔から微笑が消えること"と

말말모편편. 저웃 속있로 "No! 절절 그그편 

いいました。私は心で"No!絶対そんな

않자 겁편편."사밝 외다모편편. 그시밝
ことはありません"と叫びました。そして

아아 웃마자 잃편 않밝 있모편편.

まだ、微笑を失っていません

통통마사웃 선선모 감사사감
痛症と言う贈り物に感謝しながら

더 많마 웃밝 있모편편.

さらにたくさん笑っています

척척 [脊椎]  

1. [운사] 脊椎。
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편다편  

1. [자재사•타재사] 怪我をする; 痛める; 傷つく。

2. [자재사•타재사] 触る; ふれる。

급급급 사밝   急発進事故

통ə통 [痛症]  

1. [운사] ひどく痛む症状; 痛み。

모ə사편  

1. [형포사] むごい; ひどい; 非情だ。

2. [형포사] 粘り強い; 根気づよい; よく耐える; 我慢強い。
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2012년 9월 18일 보보 편편편편편.(2,679조조)

나나 치치치 너편 

私の治癒はあなただ

나나 치치치 너편.

私の治癒はあなただ

달달 구구구 빠빠나빠빠
月が雲を抜けるように

나치 네네 아아아아 아편편아
私はあなたにとって何でもないが

너치 내네 그 모모 아달편.

あなたは私にとって総てだ

모모 치치치 온온온
総ての治癒は完全に

있치 그그그그 받아받달치 아
有るがままを受け入れること

아아아아 아편아아 나치
なんでもないから私は

그 모모모모 

その総てだった

내빠 꿈꿈편 못못 너치
私が夢見ることができなかったあなたは

나나 

私の

하나하하 치치편.

ひとつだけの治癒だ

-  김김김나《삶달 자꿈 아아편모 말말 때》아 실실 시 <치치>(온전)아에 -

-  キム・ジェジンの<人生がつらいとき>に掲載された詩<治癒>(前文)より -

* 누구나 

* 誰でも

어어빠 아아 곳달 있있편편.

どこかつらいことがあります

남모남치 통통달 몸몸 마마 구구구구아 

他人が分からない痛症が体と心の隅々に

송곳송송 쓴쓴쓴송송 아아네 박박 있있편편.  

錐のように、刺さった根のように痛く刺さっています

그 모모 아구 있치 그그그 드드드 수 있치 사사,

その総てのことをあるがままに、あらわすことが出来る人
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드드내드 사사몸 정정정그 어어아빠어치 사사,

あらわせば、愛と真心でいたわってくれる人

당당달당말그 나나 하나하하 치치편편편.

あなたこそ、私の一人だけの治癒です

나나 치치치 당당편편편.

私の治癒はあなたです

くぐり-ぬ·ける [潜り抜ける]    

1. [하1단 활활 자자사] 빠빠 나빠편.

2. [하1단 활활 자자사] 활하네 피피 나빠편. 헤헤빠편.

온ə온-온 [穩全-]  

1. [부사] 完全に; 無事に; きずのないように; 全く。

구구-구구  

1. [명사] 隅々; 隅ごとに; くまなく。

송ə곳  

1. [명사] 錐。

쓴쓴  

1. [명사] 根。

2. [명사] 根。

박온편  

1. [자자사] 박편の受動。

2. [자자사] 打たれる; 打ち込まれる; 突き刺さる。

정정 [精誠]  

1. [명사] 混じり気のない誠意; 真心; 至誠; 誠; 丹念。
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2012년 9월 19일 보보 편편편편편.(3,766조조)

드드드 

ドレッシング（創傷被覆・保護材）

우우 몸몸몸 

我々の体には

타타타 면면면면 있있있
生まれつきの免疫力があって

상상상상상 세세세 닦닦보 후 편다 세세면 

傷の部位の細菌をふき取ったあと、二度と最近が

들있들편 않않않 소소소 깨깨면 해않 있편어어 

入らないように、消毒だけできれいにしてもある程度の

상상몸 낫낫 마마면편. 그그그 몸상 상상몸 있있있 

傷はよくなるものだ。ところで体の傷にあっての

드드드면드 소소몸 해해해몸 것면 

ドレッシングや、消毒に該当することが

마마상 상상몸 있있있몸 

心の傷にあっては

상위편.

慰労だ

- 최최최상《트트우마 테트테》중몸있 -

- チェ・ミョンギの<トラウマセラピー>より -

* 드드드드, 잘 닦다몸 대위 

* ドレッシングは、よくお分かりのように

소소소소위 상상상 닦닦닦몸 것편편편.

消毒薬で傷をふき取ることです

드드드세 충충충 해닦있해 상상들 더 잘 낫몸편타
ドレッシングを十分にしてあげると、傷かさらによくなおると

상의들드 말말편편. 마마상 상상않 드드드면 필필말편편.

医者たちは言います。心の傷もドレッシングが必要です。

뭉뭉 마마세 있어소어닦타, 맺맺 들가세 쓸있닦타,

固まった体をいたわってあげて、しまった心をなでてあげて

흐흐몸 눈눈세 닦닦닦닦 상위해 닦있해 말편편.

流れる涙を拭いてあげて、慰労してあげなければなりません

그그면 상상들 쉽낫 드세 뿐더그, 그 상상들
そうすれば、傷が簡単に治るだけでなく、その傷が

오충오 있위상 의사세 확확확타 드나몸 

むしろ、お互いの愛を確認して、わける
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감의상 통위들 됩편편.

感謝の通路になります

드드드 [dressing]  

1. [최의] ドレッシング。

2. [최의] サラダなどにかけるソース。

ドレッシングは、布、あるいは保湿性の被覆材などで傷を覆うことを意味する医療行為の総称

있편어-확편  

1. [형형의·여 불불불불형] かなり良い; 標準程度になる。

2. [형형의·여 불불불불형] 普通程度と言える; まあまあだ。

해해 [該當]  

1. [최의·확편형 자자의] 該当; 条件などにあてはまること; 相当。

뭉뭉편1  

1. [자자의] ひとかたまりになる; 凝る; 凝固する; 固まる。

2. [자자의] 団結する。

맺충편1  

1. [자자의] しっかり締まっている; きちんとしている; ちゃっかりしている。

2. [자자의] 忘れられず心に残る; 胸にこびりつく; しこり[わだかまり]が残っている。

쓸편1  

1. [타자의] 掃く。

2. [타자의] なでる; 愛撫する。
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2012년 9월 20일 보보 편편편편편.(5,400조조)

살살살살 고고고고 

生きてくれてありがとう

살살살살 고고고고.

生きてくれてありがとう

이이이고 참살살살 고고고고.

勝って耐えてくれて、ありがとう

두두편고 생생생편 말살고.

つらいと思わないで

편지지지 이이이이 되되살고.

今のように勝てばいいじゃないですか

눈눈눈 애애 참편 고마고.

涙も努めて耐えないでください

뭐 어어고.

何もかまわないです

- 박박박박《고마마살》중중살 -

- パク・ビョンチョルの<心の落書き>より -

* 가가,

* もし

불불 집중 달달가달 어어편달 

火事の家に走る母は

살이가 살살살살살살 바바 뿐편편편.

子供が生きていればと望むのみです

살이살 살살살살이 더 바바 것눈 없없편편.

子供だけ生きていれば、他に望むことはありません

살살살달 것보편 더 감감감 일이 없없편편. 

生きていることより、さらに感謝することはありません

같같 생하 살아 살고살마중 감감생달 것,

同じ空の下に生きていることに感謝すること

살살살살 어 감사생달 것, 그아살
生きているとき、愛すること、だから

삶삶 감사같 생하편편편
人生と愛はひとつです

つとめ-て [努めて · 勉めて]      

1. [부감] 애애. 힘애. 되눈되.

 「君は独り言を言っている」「だからどうしたって言うんだ」    

"너 혼혼말살 생고 살있하." "그아, 그그 뭐 어어?"

가ə가 [假令]  
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1. [부감] 仮に; たとえ; もしも。
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2012년 9월 21일 보보 편편편편편.

기기기 파파 

喜びの波

물물물 떨떨떨 잉잉 한 방방방방 

水の杯に落ちた、インク一滴のように

우우 각각각 세세 전전기 색색색 바바 수 있편. 

我々各自は、世の中全体の色彩を変えることが出来る

비비 산산산기물산 혼각 살살 있각 사사사사 

たとえ山頂で一人生きていると

할편사할 기기기 느느느 만만떨만만만만 

しても喜びの感じを作り出すことによって

편다 사만사 기기느 느느각느 

他の人々が喜びを感じる

할도사 되각 파파느 보보편. 

助けになる波を送る

- 만로로 슈슈슈기《웰웰 투 편지지》중물산 -

- ロバート・シュワルツの<ウエルカムトゥ地球星>より -

* 모모 물물물 

* 総ての物質は

저저편 살고기 파파사 있있편편.

それごとに固有の波があります

납납 철, 돌납 수수기 파파사 편다편편.

鉛と鉄、石と水晶の波は違います

사사할 저저편 편다 특고기 파파사 있있편편.

人も、人ごとに違う特有の波があります

나나나나 갑각기 방방사 싸싸싸편각 사사할 있살,

現れれば、突然冷の中が寒くなる人もいて

온 방방사 훈훈싸편각 사사할 있있편편. 

部屋全体が温かくなる人もいます

한 사사사 내각 작물 기기기 파파사 

一人が出す小さな喜びの波が

세세느 기기기 합편편. 

世の中に喜ばれます

비비  

1. [부사] たとえ; もしそうであっても。

사사1  

1. [색사] 子音で終わる体言の後に付いて用いられる叙述格助詞(母音のあとでは사を省くこともある)。

2. [색사] 「なになにが…である」と叙述する意をあらわす：…である; …だ。
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만만  

1. [색사] 母音やㄹで終わる体言に付く副詞格助詞。 만と同じだが理由·手段·条件がもっと確実である

ことを表わす:…で; …をもって; …(すること)によって。

납  

1. [명사] 鉛。

돌ə2  

1. [명사] 石; 小石。

2. [명사] 岩·鉱石などの総称。

수수 [水晶]  

1. [명사] 『광산·광물』水晶; クリスタ

방-방 [房―]  

1. [명사] 部屋の中; 室内。

사싸-하편  

1. [형형사·여 불불불불형] ひんやりしている; 冷え冷えする。

2. [형형사·여 불불불불형] 冷やっとする; ぞっとする。

훈훈-하편 [薰薰―]  

1. [형형사·여 불불불불형] 快く暖かである; 気持ちよくぽかぽかしている。

Robert Schwartz
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2012년 9월 22일 보보 편편편편편.

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 이이이이이이 보보매보 아아편편편편편.

今日は、イ・ジョンユンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

하하하 한한한 먹먹먹
一日に一度の食事だけ食べなさい

"한편아 거거편 않않 

"決まった食事を欠かさず

매일 세 한끼 배배거배 먹먹 것이 이정정 몸하 좋좋좋?

毎日3回づつお腹一杯に食べることが本当に体にいいのか？

편지지배 많이 먹먹좋 때 활활하먹 생생생 유유독먹 

度が過ぎてたくさん食べたとき、活動する生命力遺伝子は

거거 없편. 그그이 포포이지 잘잘잘 포생활 탓탓정 

ほとんど無い。だから飽食や間違った食生活のせいで

병하 걸걸먹 사사사이 끊이편 않먹 것이편."

病にかかる人々が後を立たないのだ"

- 지나나 토요요걸거《1일 1포》중하이 - 

- 南雲吉則の<1日1食>より  -

* 나모 것이 빠거배 배걸않
* 総てのことが早く走って

그 와중하 너너 많이 먹먹이 병이 지먹 세세편편편.

その渦中にとてもたくさん食べて、病になる世の中です

오 요시하 쫓쫓쫓 바빠이, 배좋게이, 그그 빨걸 포한포좋 

ずっと時間に終われるように、忙しく、怠惰で、ただ早く満腹感を

느한먹 인인인인정 몸좋 채채편 보편 채걸 몸이 갈갈갈 

感じるインスタントで体を満たしてみれば、我々の体がだんだん

세하않 병사먹 갑편편. 이이먹이 보 몸좋 위배 조조끼 

傷つき、病んでいきます。これからでも、自分の体のためにすこしづつ

비비보먹 건 먹어좋토? 물한 먹먹이 살 갈 있편먹있 

空けてみるのはどうでしょうか？水だけ飲んでも生きていけるのに

하하하 한 한 이이정 충충충 것이 같같편편.

1日1食程度位なら充分そうです

한 번 요이배 보요편토. 

一度試してみてください

한-한  

1. [생사] 1度の食事。

한편  
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1. [생사] きまった食事。

거거편  

1. [타활사·거 불불불활불] 濾過すること; こす。

2. [타활사·거 불불불활불] とばす; ぬく; 欠かす; おく; 省く; 省略する。

와중 [渦中]  

1. [생사] 渦中。

2. [생사] 水のうずまく中。

유유-독 [遺傳子]  

1. [생사] 遺伝子。

포ə포 [飽食]  

1. [생사·하편하 독·타활사] 飽食; あきるほどじゅうぶん食べること; 食い飽きること。

배탓거편  

1. [하불사·거 불불불활불] 怠ける; 怠惰だ; 怠慢だ; 無精だ。〔준정〕배거편 〔작오정〕개탓거편
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