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푸푸 우우 

青い井戸

가가가 하하하 우우가 판편 

秋は空に井戸を売る

파파 우물 

青い水で

그그그 사사사 눈가 적적적 위하위 

懐かしい人の目をぬらすために

　 

깊깊 깊가 하하사 우우 

深い空の井戸を

그 곳하 어어 적시사 깊고고 돈편 

そこに、幼い時節の故郷がまわる

그그편그 거, 그그 차차그 

懐かしいこと、それはむしろ

시절절 생생 같가 거 

切実な生存のようなこと

가가가 구구구하 파파 우우가 판편 　 

秋は雲の畑に青い井戸を売る

그그그 얼얼가 비비적 위하위  

懐かしい顔を映すために

- 조조조사 적＜가가＞(전전)하에 - 

- チョ・ビョンファの詩<秋>(前文)より -

* 위구고 우물가깊
* 夏が退いて

가가고 살살살살 편가다깊 있있편편.

秋がさっと近づいています

산산산 가가 하하하하 푸푸 우우고 번번번편편.

山裾の秋空にも青い井戸が染まっていきます

나나나 사고하하 군군군군 푸푸 우우고 보편편편.

木の葉のあいだにも、所々青い井戸が見えます

"아, 가가고구나! 하하하 높깊 정정 푸푸구나!"    

"あ、秋だね。空も高く本当に青いね！"

잠적 걸걸가 멈멈 가가 하하가 편적 봅편편.

しばらく歩を止めて秋の空をもう一度見ます

어어 적시, 그그그 얼얼고 보편편편.

幼いころ、懐かしい顔がみえます
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어어어 내 눈하 스푸푸 젖어 

いつの間にか私の目もすっとぬれて

우우고 됩편편.

井戸になります

우우  

1. [명사] 井戸。

팔편  

1. [타타사] 売る。

2. [타타사] 目をそらす; 気をとられる。

적적편  

1. [타타사] 浸す; 濡らす; 湿らせる。

2. [타타사] 貞操をふみにじる; 体を汚す; 汚される。

돌ə편1  

1. [산타사] 回る。

2. [산타사] 回る; 回転する。

시절 [切實]  

1. [명사·하편하 하형사] 切実。

2. [명사·하편하 하형사] 適切で実際によくあてはまる。

구구  

1. [명사] 雲。

비비편  

1. [산타사] 照らす。

2. [산타사] 映る; 映し出される。

살살-살살  

1. [부사·하편하 산타사] そよそよ; さやさや; さらさら。

2. [부사·하편하 산타사] 軽く風を切って歩くさま:さっさと。〔큰정〕설설설설 〔센정〕쌀

살쌀살
산산  

1. [명사] 裾。

번편편  

1. [산타사] にじむ; 散る; 染みる。

2. [산타사] 広がる; 広まる。
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'마마마 기기' 하하하하하... 

'心の技術'ひとつだけで

잃잃잃잃 '마마마 기기'하 

失った'心の技術'だけ

편다 찾찾편찾 치치치 수 있편. 

またみつければ、治癒することが出来る

동다동 두 곳동 존존하존, 언언 잃어동하 있존, 

同時に二つのところに存在して、いつどこにでもあって

천천천천 가가 듯 멀천 떨잃가 곳천 보존, 

千里眼を持つように、遠くにはなれたところを見て

텔텔텔다하 대대하존, 평대평 조조하존, 

テレパシーで対話して、平和を作り上げて

그 잃어 것것것 치 수 있편. 

どんなことでも出来る。

마의천 집집하기하 하찾 

意識を集中さえすれば

되찾 것것편.

良いのだ

- 그그 브텔것것마《어디디 매매매매》집동중 -

- グレッグ・ブレーデン<聖なるマトリックス>より -

* 마마동중 병것 오존
* 心から病気がきて

마마하하 병것 낫찾편존 합편편.

心で病気が良くなるといいます

더 좋좋 일것 있천 거거찾 믿마, 치치치편찾 확확,

もっと良いことがあるという信頼、治癒されるという確信

그 믿마믿 확확동 모것 마의천 집집하찾 것것
その信頼と確信に総ての意識を集中することが

'마마마 기기'천 연마하찾 출출출편편편.

'心の技術'を磨く出発点です

세세것 하평 움움것찾 것것 아편거
世の中が私を動かすのではなく

내가 세세천 움움것찾 것편편편.

私が世の中を動かすのです

'마마마 기기' 하하하하하...

'心の技術'ひとつだけで…
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평대 [平和]  

1. [명명·하편하 하형명•매스편하 하형명] 平和。

조조 [組成]  

1. [명명·하편하 타동명] 組成; いくつかの要素·成分を組み合わせてひとつの物を作り上げること。

연마 [硏磨·硏摩]  

1. [명명·하편하 타동명] 研磨；(金属·宝石·ガラスなどを)研ぎみがいて表面をなめらかにすること。

グレッグ・ブレーデン（Gregg Braden）

Divine
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반반반반 눈눈눈 

きらめく瞳

고고고 

静かな

고 소소소 눈눈눈눈 바바보바 

一人の少女の瞳を眺めれば

시시시 사사사 느느편. 반반반반 눈눈눈, 

詩人は愛を感じる。きらめく瞳

조조조 감눈감감 곧곧 눈눈감 젖반 조소소 눈. 

ちいさな感動にも、りっぱに涙にぬれる彼女の瞳

산편반 것소 모모 환환환 아아사 함함 살고 있반 

生きることの総て歓喜と痛みを共に生きている

너소 눈눈눈. 때때때 나반 들들 아아편아 소소소 

君の瞳。たまに年をとって美しい少女の

눈눈눈눈 보보, 질질질 날조날 파파고
瞳を見れば、嫉妬するほど青く

생생환 생생생반 충일고 

生気と生命力が充溢した

매생사 본편.

魅力を見る

- 민민민소《시감시 연연눈 꺼꺼편》중감시 -

- ミン・ヨンテの<詩から恋愛を> -

 

* 옹옹옹감 

* 小さな泉にも

링링링링 링생들소 

リンカーン学校学生たちの

반반반반 눈눈눈때 생생질 질가가편편.

きらめく瞳で生気が一杯です。

처처 올 때반 수수고 들어어 눈눈눈질 하하반하 편나보시 

はじめて来るときは、はにかんで、暗かった瞳が一日、二日過ぎながら

생생생반 넘넘반 초초초초고 눈눈눈때 바바편편.

生命力があふれる、澄んだ瞳に変わります

얼얼나 대대하고 사사사사아편 모모편편.

どれだけ感心で、愛らしいか分かりません

조 반반반반 눈눈눈감시 환희사 봅편편. 

その輝きが瞳で希望を見ます
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들어 꿈나꿈들소 밝시 미미눈 보고 

幼い夢の木の明るい未来を見て

우우소 미미눈 봅편편.

我々の未来を見ます

고고하편  

1. [형민사·여 불불불불민] 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. [형민사·여 불불불불민] 静かで平和だ; 安らかだ。

조조조  

1. [약들] 조조얼고の縮約形:小さな; 小さい。

곧곧  

1. [부사] かなりよく; なかなか立派に; かなり上手に。

환환 [歡喜]  

1. [생사] 歓喜; 非常に喜ぶこと; 大きな喜び。

들편2  

1. [눈눈사] 晴れる; 上がる; よい天気になる。

2. [눈눈사] 止まる; ひく。

수수편  

1. [형민사] はにかむさま:恥ずかしい。

초초초초하편  

1. [형민사·여 불불불불민] さえている; 澄んでいる。

대대하편  

1. [형민사·여 불불불불민] 満足している; あっぱれだ; ほめるべきだ; 感心だ。

2. [형민사·여 불불불불민] 大切に思う。

ページ(2)



20120927.txt

2012년 9월 27일 보보 편편편편편.(3,650조조)

스스스 낫낫 힘 

自ら良くなる力

우우우 편입 신신신 손손입
我々が受ける身体的損傷は

기기기기 원손원원우 최최최 결결편.

うまくいって現状復旧が最善の結果だ

하편하 마마최 손상낫 치치하기치 따따따
しかし心の傷は、治癒の仕方によって

성성최 계기우 될 수 있편.

成長の契機にすることができる

마마최 손상치상 면면면면 우성 중중하편.

心の傷にも免疫力が一番重要だ

평평치 자자면결 면면면면 갖갖갖기
平素に自活力と免疫力を取り揃えれば

손상상 덜 받면 수 있편.

傷を少なくすることが出来る

- 최최기최《트따우마 테따테》 중치따 -

- チェ・ミョンギの<トラウマセラピー>より -

* '원손원원'낫
* '現状復旧'は

손상우 아아아 몸면 나나편낫 뜻편편편.

傷が癒えて、体が直るという意味です

그그그 원손원원하 돼상 천하 편다편편편.

そんな現状復旧だけでも、本当に幸いです

원손원원치 머아편 않아 성성최 계기우 된편면 

現状復旧に留まらず、成長の契機になれば

더더 감감감 일편편편. 그그나 원손원원보편
さらに感謝することです。しかし、現状復旧より

더 중중감 것면 자자면결 면면면편편편.

さらに重要なことが自活力と免疫力です

내 안치 '스스스 낫낫 힘'면 키우면
私の中に'自らよくなる力'を育ててれば

그 힘하힘스상 감사입 더 크그 

その力だけでも、人はさらに大きく

성성성 수 있있편편.

成長することが出来る
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갖갖편  

1. [타타감] 備える; 整える; そろえる; 取りそろえる。

아아편  

1. [자타감] 癒える; 治る。
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나나 너너 한한한 찾찾 수 있편 

私はあなたをひと目で探すことが出来る

밥밥 같같 복복복복나 편지지한지지
飯粒のようにごちゃごちゃな地下鉄でも

깨밥 같같 복복복복나 야야야한지지
ゴマ粒のようにごちゃごちゃな野球場でも

나나 너너 한한한 찾찾 수 있편.

私はあなたをひと目で探すことが出来る

나나 너너 한한한 밥알알 수 있편.

私はあなたをひと目で調べることが出来る

신신지신 생생생 놀놀놀 능능,

不思議に起こった、驚くべき能力

나나 한같 뿜뿜뿜나 레같레 광광!

私の目があふれ出すレーザー光線！

사사지사 초능능지 생생편.

愛すれば、超能力も起きる

- 박박지나《마마마지》 중한지 -

- パク・ビョンチョルの<心の落書き>より - 

* 유년 시시, 학학조한 오오오
* 幼少の時節、学芸会に来た

뿜어편어 들들들신 말말같 생생생편편.

母が聞かせてくれた言葉が思い出されます

"엄마 한한나 알아아지 안보같안 너너 보같보놀."

"母さんの目には、何もみえず、お前だけが見えるの"

야구구구 몰들 나나 수수너 마복 새새 속한지지
雲のように追い出される数十万の鳥の群れの中でも

뿜어새나 알신새너 금금 찾나편안 지편하.

親鳥は、赤子の鳥をただちに見つけるというでしょう

사사지사 열복나 초능능! 그 초능능같 

愛すれば、開かれる超能力！その超能力が

한한한 당신찾 밥알보신 합편편.

一目であなたをわかるようになります

밥밥  

1. [명사] 飯粒めしつぶ。

깨밥  

1. [명사] ゴマ粒。

2. [명사] ゴマ粒のように小さい[細かい]こと。
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신신 [神奇]  

1. [명사·지편하 하형사] 神奇; 不思議; 神妙。

水を噴出する。 

물찾 뿜뿜뿜편. → 뿜뿜뿜편 

유년 [幼年]  

1. [명사] 幼年。

들들들편  

1. [타타사] 聞かせる。

몰들나편  

1. [자타사] 追い出される; はじき出される。

鳥の群れ  

새 새
금금  

1. [부사] 금시한の縮約形:たちまち; すぐ; ただちに。
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