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2012년 10월 2일 보보 편편편편편.(2,957조조)

새새새 용용용 

夜明けに許しを

그그새그 보보 말말말 

あなたに送った言葉が

그그용 편다그 했했했.

あなたを怪我させたことを

그그새그 보보 침침말 

あなたに送った沈黙が

용서용 문문그 했했했.

お互い門を閉じさせたことを

내 안새 숨숨숨 그 힘힘 세월말
私の中で息をのんだつらい年月が

한 번번 그그용 어어어편편 못했했했.

一度もあなたをいたわることが出来なかったことを

-  김김김김《삶말 자자 아아편아 말말 때》새
-  キム・ジェジンの<人生がしきりにつらいとき>に

실실 시 ＜새새새 용용용＞ (전문)새용 -

掲載された詩<夜明けに許しを>(前文)より -

* 새새새 또 편다 하어김 시시편편편.

* 夜明けは、また他の一日の始まりです

어어어어 전전 편다 새서새 하어편편편.

昨日とは、ぜんぜん違う新しい一日です

어어 있있있 일했 돌아보돌 편지 것새 편지아
昨日あったことを、振り返りながら消すことは消して

털어털 것새 털어내아 시시하시 하어하 행행행편편.  

払い落とすことは払い落として、始めれば一日が幸せです

사사 사말새 편다 마했번 용용서 다치하아
人のあいだで傷ついた心も許しで癒して

사사 사말새 문닫 마했번 용용서 풀어내시
人のあいだで閉じた心も許しでほどけば

모힘 것말 새새새편편.

総てのことが新しいです

편다편  

1. [자자사•타자사] 怪我をする; 痛める; 傷つく。

2. [자자사•타자사] 触る; ふれる。

문편2  

1. [타자사] 閉める; 閉じる; 蓋をする。

2. [타자사] 閉める; 閉じる; 終える; やめる; 閉鎖する。
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숨숨말편  

1. [자자사•타자사] 息を殺す[止める]; 息を凝らす; 息をのむ。

2. [자자사•타자사] 生の野菜を塩漬けにしてこわごわをなくす。

はらう [払う]      

1. [5단 활용 타자사] 없없편. 어제하편. 털어내편.

2. [5단 활용 타자사] 물물물그 하편. 몰아내편.

어어편편  

1. [타자사] 撫でさする; 撫でる; さする。

2. [타자사] 労わる; 慰める。
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2012년 10월 3일 보보 편편편편편.(896조조)

'높높 곳'의 땅 

'高いところ'の土地

우우우 반반반우 

我々は反復される

일일의 배배배 통통 

日常の学びを通じ

영영배 위위 삶삶 살살 있있편편. 

魂のため人生も生きています

이이높 삶의 올올올 원원배 따따따 

それは、人生の正しい原則に従いながら

'낮높 곳'의 땅배 일일 '높높 곳'의 땅땅 

'低いところ'の土地を掘り起こして'高いところ'の土地と

올바우 이땅 같있편편.

かえることのようです

- 헨우 데이데 소소우의《구삶구구구 보보 편편》중구중 -

- ヘンリー・デイヴィッド・ソローの<求道者に送った手紙>より -

* 일일높 반반의 연연이편연
* 日常は反復の連続だが

쳇올쳇쳇 돌우우 단단위 반반이 아아편편.

篩の枠をまわる単純な反復ではありません

매일매일 반반반반중 구자자살 진진진편편.

毎日毎日反復しながら、育って進化します

아아우 낮높 일일의 땅구중 시시시시삶 

いくら低い日常の土地から始まっても

그 땅배 시어구 가바살 일구일일구 따자 

その土地を、どう育てて、堀り起こすかによって

점점 높높 곳의 땅땅소 진진진편편.

だんだん高いところの土地に進化します

민민의 미미삶 그그 같있편편.

満足の未来もこれと同じです

일구편  

1. [타타타] 田畑を作る為に土地を掘り起こす。

2. [타타타] 地下をくぐって地面を隆起させる。

구삶구 [求道者]  

1. [명타] 『종종』求道者。

쳇올쳇  

1. [명타] 篩の枠。

돌우편2  

1. [타타타] 돌편の使役:回らせる。
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2. [타타타] 回す; 回転させる。

가바편  

1. [타타타] 栽培する；(手をかけて)育てる。

2. [타타타] 手入れをする。

점점 [漸次]  

1. [부타] 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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2012년 10월 4일 보보 편편편편편.(4,015조조)

체 게게게게게 

チェ・ゲバラのように

"그(체 게게게)는 

"彼(チェ・ゲバラ)は

자자자 공공공편공 생생공는 것것 위위 

自分が公正だと思うために

싸싸편 기기자 죽것 수 있는 사사자사편. 

戦って喜んで死ぬことが出来る人だった

그그그 젊젊자젊젊게 추추추 만만 

だから、若者が従うに値する

인인자 되사편."

人物になった"

- 최최기최《일생젊 만 번젊 체 게게게게게》중젊그 -

- チェ・ジンギの<一生に一度はチェ・ゲバラのように>より -

* 체 게게게.

* チェ・ゲバラ

아아아 그는 근근 세세사젊그
たぶん、彼は近代世界史で

많젊 젊젊자젊젊젊젊 추추추는 인인최 공하편편편. 

多くの若者たちからあがめられる人物の一人です

세세것 공공공게 만젊만편는 꿈! 그 거근만 꿈젊 

世の中を公正にしようという夢！その巨大な夢は

젊젊 하자젊 꺾자공 말말편만, 청년젊최 

若いときに折れてしまったが、青年たちの

가가젊 남아 시근시 뛰뛰뛰뛰뛰 

胸に残り、時代を超えて

오그아오 불불공 있있편편.

長く燃え続けています

사사젊 떠하 없뛰아 

人は去って、いなくなっても

꿈젊 남있편편.

夢は残ります

공공 [公正]  

1. [명사·공편하 하형사] 公正; 公平で正しいこと。

추추 [追從]  

1. [명사·공편하 불타사] 追従。

2. [명사·공편하 불타사] あとにつき従うこと。
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근근 [近代]  

1. [명사] 近代。

세세사 [世界史]  

1. [명사] 世界史。

추추 [推仰]  

1. [명사·공편하 불타사] 崇めたてまつること; 仰ぎ敬うこと。

꺾자편  

1. [자타사] 꺾편の受動。

2. [자타사] 折られる。
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2012년 10월 5일 보보 편편편편편.(7,423조조)

'스스스 고고 없편없?' 

'師匠は悩みないでしょう?'

"사사사사 

"人々が

'스스스 고고 없편없?' 그그편편.

'師匠は悩みないでしょう?'そうです

그그그 내내 '제일 고고 많많편편. 너너 많많편편.' 

それで、私が'一番悩みが多いです。とても多いです'

그그없. 수수수내 공공공 성성성편 못못 것 말고 

そうです。修行者が学びを成就できなかったこと意外に

더 큰 고고사 어어 있있어없?"

これ以上の悩みがどこにあるでしょうか？"

- 박박수박《인인인 낭낭못 죄》중중중 -

- パク・ウォンジャの<人生を浪費するつみ>より -

* 스스인사 왜 고고사 없있없없,

* 師匠たちがなぜ悩みがなく

사 세세중 고고 없없 사사사 어어 있있많편있.

この世の中に悩みのない人がどこにいるでしょうか

챔챔챔인 꿈꿈없 사사스 꿈인 사이이 위위 고고성고
チャンピオンを夢見るひとは夢をかなえるために悩み

챔챔챔사 된 사사스 편다 사사사 범범범 수 없없 

チャンピオンになった人は、ほかの人が簡単に近づけない

그그박 고고사 있많편편. 공공없 끝사 없많편편. 

彼だけの悩みがあります。勉強に終わりがありません

노노노 끝사 없많편편. 고고성없 시시중
努力も終わりがありません。悩む時間に

깨어 공공위공 고고노 사사편고
目覚めて勉強すると、悩みもなくなって

성성노 뒤뒤뒤편편.

成就も後に続きます

범범 [犯接]  

1. [명사·성편하 수자사] やたらに近づいて接触すること。

깨편1  

1. [수자사•타자사] 覚める。

2. [수자사•타자사] 開ける。

뒤뒤뒤편  

1. [타자사] 後について行く; 後に従う。

2. [타자사] 続ぐ; 従う。
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2012년 10월 6일 보보 편편편편편.(1,326조조)

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 박박박박박박 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、パク・ヒョンファさまから、送っていただいた朝の手紙です。

적적적적 독자 

積極的な姿勢

잘잘잘편잘 사사사잘 되되, 

間違えたら謝ればよいし

모모잘 남남남 물물잘 됩편편.

知らなければ、他人に問えばよいです

이이 독자자 도도사되 되고되 

このような姿勢で挑戦して直して

또 도도사되 실실사되 되고되 

さらに挑戦して失敗して直して

연연사되 또 도도사되...

研究して、また挑戦して・・・

이이남 계계사편 보잘 절절사절절 

このように継続してみれば、絶望したり

실절실 틈도 없없편편. 오오오 

失望する暇もありません。むしろ

계계되계 도도이 삶남 대배 

続ける挑戦が人生にたいして

오 적적적적 독자아 

常に積極的な姿勢を

길길매길편토.

育ててくれるでしょう

- 법법법《방방배도 괜괜아》중남박 - 

- 法頂の<さまよっても大丈夫>より -

* 저도 평평사남 직직직 편편되 있편있
* 私も平凡に職場に通っているが

토요요요 이이 적적적적 독자독 참 부부사편계
このごろになって、このような積極的姿勢がとても不足していると

생생이 많이 듭편편. 처처 졸졸사되 잘면보면 그 열열사 

いう思いをたくさんしました。初めて卒業して、面接したその熱情と

초초오 잊요잊잊편 오오, 이이 사하사하 반반되계
初心は忘れてしまって久しく、これからは一日一日繰り返す
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졸업남 파파파 독계 것 같같토. 모모계 것직 

業務に埋もれていくことのようです。わからないことを

사과사남 파면 보편법 초초물자 돌아독계,

果敢に問うた新入の初心に戻って

그그되 잠잠되요 있계 많오 도도법 열열독
そして、潜在している多くの挑戦の熱気が

편다 조반되계 사하하물잘 좋길같토.

また回復する、一日になったらいいですね。

틈  

1. [명사] すき間; 割れ目; 裂け目; 間隔; 亀裂。

2. [명사] 暇; 手間; 間; 余暇。

열모편  

1. [타타사·모 불불불불불] 養う; 飼う; 育てる; (花などを)作る; 栽培する。

2. [타타사·모 불불불불불] 養う; 強くする; 培う。

보편 [新入]  

1. [명사·사편하 독타사] 新入; 新しく入ること；新参。
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