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2012년 10월 22일 보보 편편편편편.(5,025조조)

항항 같같 곳곳곳 머머머 있편있 

いつも同じところにだけとどまっていれば

나나 깨깨나편.

私は悟る

내내 항항 같같 곳곳곳
私がいつも同じところにだけ

머머머 있편있 내내 원원나 곳곳
とどまっていたら、私の望むところに

결결 도도도 수 없없없없나 것것. 

決して到達できないということを

나나 사사사 도도도 산사 길 위곳 있것 때곳
私は砂漠と都市と山と道の上にあるとき

내 영영사 대대도 수 있편.

私の魂と会話できる

- 파파파 결코코코《알알알》중곳중 -

- パウロ・コエーリョの<アレフ>より -

* 머도 한 곳곳 고고 있없있 탁탁탁편편.

* 水もひとつのところにたまっていると、にごってしまいます

쇳쇳쇳도 쓰편 않없있 붉같 녹쇳 슬고 맙편편.

鉄の固まりも使わなければ、赤いさびがついてしまいます

자자 파울없 안곳 갇갇 좁같 생생곳 머머머 있없있
自分の生垣の中に、引きこもって小さい考えにとどまっていたら

성성도 수 없없편편. 황황한 사사, 낯낯 도도도 

成長できません。荒涼とした砂漠、見知らぬ都市を

찾찾 내나 것것 두두두 말고, 새파새 경경사 

探していくことを恐れず、新しい経験と

감생사 꿈것 키두내키 합편편.

感覚と夢を育てなければなりません

탁원편 [濁―]  

1. [형형사·고 불불불불형] 濁っている。

2. [형형사·고 불불불불형] 顔色がくもっている。

赤熱した鉄の固まり。 

적적한 쇳쇳쇳 → 적적 

かなさび [金錆]    

1. [명사] 녹.

슬편1  

1. [자자사] しおれる; 傷む; 枯れる。

2. [자자사] 消えて無くなる; いえる; 治る。

갇갇편  

1. [자자사] 내두편の受動:閉じこめられる; 監禁される; 入れられる; 引きこもる。

ページ(1)



20121022.txt

황황 [荒凉]  

1. [명사·원편형 형형사] 荒涼; 荒れ果ててものさびしいさま。

낯낯편  

1. [형형사] 見知らぬ; 見慣れない; 見たことがない; 不慣れだ; 面識がない。
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2012년 10월 23일 보보 편편편편편.(5,014조조)

슬슬슬 

スランプ

일일 하편 보보 

仕事をしてみると

누누누 한한 번번 슬슬슬슬 겪겪 마마마편.

誰でも、１、２度くらいはスランプを経験するものだ

슬슬슬슬 온편온 것것 뭔슬 '한한'에 봉봉봉편온 뜻마편.

スランプがくるということは、なにか'限界'に行き着いたという意味だ

뒤뒤뒤 말하보, 슬슬슬슬 느느편온 건 그 동동 자자마 

逆に言えば、スランプを感じることは、その間自身が

유유하겪 일일 잘 해해편온 증증마증증 하편. 

有能に仕事をしてきた証拠でもある

뒤어 실실증 없마 늘 편편지지한 사사에사 

実績もなく、づっと遅々として進まない人には

슬슬슬슬 찾찾찾편 않온편. 일일한 실실일 

スランプがやってこない。決まった実績を

증거 후 더 마이 그 증기실실일 뛰뒤뛰편 

収めた後、これ以上この既存の実績を飛び越える

못하온 이상, 그것마 바바 슬슬슬편.

ことが出来ない状況。それがまさにスランプだ

- 마이이이《세이것 절절 당자일 포증하편 않온편》중에중 -

- イ・クヌの<世の中は絶対あなたをあきらめない>より -

* '슬슬슬'에 절한 새바새 해해편편편.

* 'スランプ'についての新しい解釈です

그그그편편. 챔챔챔것 챔챔챔마증 때때에 겪온 

そうです。チャンピオンは、チャンピオンであるから経験する

슬슬슬슬 있그편편. 챔챔챔마 찾아 사사것 증도도 마해이 수 

スランプがあります。チャンピオンではない人は、到底理解できない

없온 것마편것. 당자마 만일 뒤어 슬슬슬에 빠빠 있편보, 

ことでしょう。あなたが万一、あるスランプに陥っていたら

'누증 마 방보에 챔챔챔마 되되누누' 생생하생
'私もこの方面のチャンピオンになったんだな'と考えて

편다 힘일 내다내 바바편편. 슬슬슬슬
もう一度力をだしてください。スランプが

당자일 더더 성성하겪 합편편.

あなたをさらに成長させます
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봉봉 [逢着]  

1. [명사·하편하 자동사] 逢着; 出あうこと; 行きつくこと。

실실 [實績]  

1. [명사] 実績; 実際に示した功績や成績。

편편지지 [遲遲不進]  

1. [명사] 遅々として進まぬこと。

증한편  

1. [타동사] 取り入れる; 回収する; 徴収する。

2. [타동사] 育てる; 面倒を見る; 養う。

뛰뒤뛰편  

1. [타동사] 飛び越える; 飛び越す; 乗り越える。

2. [타동사] 飛ばす; 抜かす; 途中を省く。
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[2012년10월24일 오오오 아아아아]

쉬쉬쉬 곳 

休んでいくところ

모모모모모 

皆さんには

쉬쉬쉬 곳곳 필필필필필. 

休んでいくところが必要です

쉬어 한 시시, 푹 젖쉬 있모 마마마 말말말말
ある一時間、すっかりぬれている心を乾かすとか

세세오 쉬아어어 속속속 잠시 꼭 잡아잡 모두 

世の中の目がくらむ速度をしばらく、ぎゅっと縛っておく

위위위모 그그그 필필필. 하하속 정말하모 

ためには、そうしなければなりません。一日を整理する

쉬어 시시오 모모곳모위 잠시잠곳잠속 

ある時間の曲がり角で少しの間だけでも

앉아 있마 수 있필있 그곳그 

すわっていることができれば、そこは

천천곳천아필.

天国でしょう

천천 별말 있말필.

天国の別室があるんですね

- 곳이이오《바바곳 분필 당당곳 좋필》중모위 -

- イ・ビョンリュルの<風が吹いた、あなたがよい>より

* '쉬쉬쉬 곳'곳이
* '休んでいくところ'とは

'잠잠 멈멈모 곳'마 뜻필필필.

'ちょっととどまるところ'という意味です

고속속고 곳곳모 휴모휴휴 있있곳
高速道路ところどころに休憩所があるように

인인오 긴 횡횡속고모속 쉴 곳곳 있쉬그 필필필.

人生の長い横断道路にも休むところがなければなりません

자자자휴 쉬아 않고 마마 달말있 쉬어 순시 

車が休まず、ひたすら走ればある瞬間

두기곳 떨쉬아말말 엔엔모 고고곳 말
油がなくなったり、エンジンに故障が出て

그 자말모 강강고 멈멈모 됩필필.

その場所に、強制的にとどまるようになります
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잠잠 멈멈 쉬모 것곳 말속
ちょっととどまって休んでいくことが私を

살말모 것것필필.

生かすことです

젖필2  

1. [자자자] 濡れる; 湿る。

2. [자자자] 浸る; 染まる。

쉬아어필  

1. [형형자·ㅂ 불불불불형] 乱れている; 散らかっている; 混乱する。

2. [형형자·ㅂ 불불불불형] 目まいがする; 目がくらむ。

잡아잡필  

1. [타자자] くくる; 束にして結ぶ; 束ねる。

2. [타자자] 縛りつける; くくりつける; つないでおく。

꼭  

1. [부자] つよく押したり締めるさま:ぎゅっと; しっかり; ぐっと; ぴったり。

2. [부자] 精いっぱい堪える[がまんする]さま:じっと; ぎゅっと。

모모곳  

1. [명자] 角; 曲がり角; 隅。

2. [명자] 狭い範囲のある部分。

마마  

1. [부자] ひたすら; 専ら; 全く。

2. [부자] 思いきり; 充分。
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2012년 10월 25일 보보 편편편편편.(2,843조조)

하하 한 번번 

一日一度くらい

하하 한 번번
一日一度くらい

처처 영영영영 가가 것처것 어어어어어.

初めて映画館に行ったように暗くなりなさい

곯곯곯곯 연연연처것 하하 한 번번 가가어어.

傷んでしまった鉛筆の芯のように、一日一度くらいは軽くなりなさい

하하 한 번번, 보보편보보 오편 않않
一日一度くらい、送ったのに、来ない

그 사사사 편편처것 울어어.

あの人の手紙のように泣きなさい

편다 태어태편 해해 당당당영보
もう一度生まれ変わっても、あなたしか

없없 것처것 좋곯해어.

ないように、好きになりなさい

- 이이이사《바사이 분편 당당이 좋편》중영중 -

- イ・ビョンリュルの<風が吹くあなたがよい>より -

* 하하 한 번번
* 一日一度くらい

무조무 편편한 다시이 연필필편편.  

無条件で平安な時間が必要です

모모 걸 내내내내 어곯 곯이처것 편편한 다시.

すべてをおろして、赤ちゃんのように平安な時間

걱걱해 미미해 상처해 내내내보 가가가 다시.

心配も、憎しみも、傷も降ろす軽い時間

중서 사사하내 사사사보 따따한 다시.

お互い愛し愛される暖かい時間

미미미 꿈꿈꿈 가가 뛰보 다시.

未来を夢見て、胸躍らせる時間

하하 한 번번 그그 다시이 

一日一度くらい、そんな時間が

꼭 연필필편편.

必ず必要です

영영영 [映畵館]  

1. [명사] 映画館。

곯편1  
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1. [자자사] 腐る; 傷む。

2. [자자사] 痛手を受ける; (知らぬまに)損をする; ひどい目にあう。

가가편  

1. [형형사·ㅂ 불불불불형] 軽い; 重くない。

2. [형형사·ㅂ 불불불불형] 軽率だ; 軽はずみだ。
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2012년 10월 26일 보보 편편편편편.(1,830조조)

아아 틈틈 없편 

痛い暇もない

그그그 기기기 아편아편.

それは奇跡ではなかった

꿈꿈 꾼편꾼 그그 삶삶 목기꿈 찾꾼편꾼 그기것, 

夢見ることは人生の目的をさがすことで

그 꿈꿈 틈도도편꾼 그그 그 목기꿈 향향 

その夢に挑戦することは、その目的に向かって

가가편꾼 자아삶 발발기기 때때기편. 

いくという自我の発現だからだ

꿈꿈 향향 나아나 길기 바바 기이꿈이꾼 

夢に向かっていく道が、忙しい人々には

아아 틈틈, 우우우 틈틈 

痛い暇も、憂鬱な暇も

없없편꾼 그기편.

消えるだろう

- 김김김삶《당당삶 꿈그 무무편편무》중꿈중 -

- キム・スヨンの<あなたの夢はなんですか>より -

* 꿈꿈 기이꾼 그기 곧 기기편편편.

* 夢をかなえることが、まさに奇跡です

그 기기삶 길꿈 가꾼 사사꿈이꾼 정정기편
その奇跡の道を行く人には、本当に

아아 틈틈 없없편편. 설설 아아틈 아아편것 

痛い暇もありません。仮に痛くても、痛いと

정우 틈조틈 없없편편. 꿈그 많그 꿈에편에 

言う暇さえありません。夢はたくさんのエネルギーを

요요요기 때때꿈 몸틈 마마틈 늘 단단향단
要求するので、体も、心もずっと強くなければ

합편편. 우우요우 편꾼 그편편편.

なりません。憂鬱なら負けです

밝그 주아김가 꿈꿈꿈 가꾼
明るい周波数が夢へ行く

통꿈편편편.

通路です

틈  

1. [명사] すき間; 割れ目; 裂け目; 間隔; 亀裂。

2. [명사] 暇; 手間; 間; 余暇。
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자아 [自我]  

1. [명사] 自我; エゴ。

발발 [發現·發顯]  

1. [명사·요편하 자·타타사] 発現; ある現象が現れ出ること; 現し出すこと。

설설 [設令]  

1. [부사] たとえそうだとしても; かりにそうであっても。

편편3  

1. [자타사] 負ける; 敗れる; 敗北する。

2. [자타사] 相手の勝ちを認める; 参る; 降服する。
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2012년 10월 27일 보보 편편편편편.(1,904조조)

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 김김김김김김 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、キム・ムンソンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

'홀홀 있있 영영' 

'一人でいる栄光'

역역역역역역 

逆説的にも

인인오 혼독 있있 때 

人間は一人でいるとき

타인타 편입있 역배이 수 있편.

他人の立場を理解できる

고독오 독자 독보있 만만역 하고 

孤独は自分自身に会うようにして

타인 역역 있있 그그홀 받아받일 수 있역 하하
他人もまたあるがままに受け入れられるようにして

그받그 그배 아있 것역 별홀 없편있 것 

彼らについて、知っていることがあまりないということを

또또 깨깨역 또편.

また気づく

- 윌윌윌 파파파타《속역그김 깊역홀 : 철철독독 파스스스있 버윌고 

- ウイリアム・パワーズの<速度から深さに：哲学者がスマートフォンをすてて

                           월월 숲숲홀 인 역이》중그김 - 

　　　　　　　　　　　　 ウォールデンの森へ行った理由>より -

* 20세자 철철독 폴 틸윌틸있 

* 20世紀の哲学者ポール・ティルリッヒは

 

'외홀외'오 '홀홀 있있 괴홀외'있 표표하있 말역하
'寂しさ'は'一人でいる苦しさ'を表現する言葉で

'고독'오 '홀홀 있있 영영'있 표표하있 말역말고 했했편편.

'孤独'は'一人でいる栄光'を表現する言葉だといいました

우윌있 토요 파스스스 등 디편디 자자홀 항항 타인타 연연연연
我々は最近、スマートフォンなどデジタル機器でいつも他人とつながって

있있 것그 관관있 쏟고, 그 연연역 많있수많 잘 살고 있숲하
いることに関心にあふれ、そのつながりが多いほどよく生きていると

타인그역 인인 받고 있편고 느느고 있했편편. 하편만 

他人に認定されていると感じています。しかし
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진인또 소소있 위배김있 만아 먼먼 잘 역배배이 하고, 

本当の疎通のためには、私をまずよく理解しなければならず

남있 있있 그그홀 받아받받이 합편편.  바홀 고독있 

他人をあるがままに受け入れなければなりません。まさに孤独を

 받아받역고 즐자있 것역 필토또 역이편편편.

受け入れて、楽しむことが重要な理由です

 월월 (Walden) 

Paul Johannes Tillich

ポールヨハネスティルリッヒ 
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2012년 10월 29일 보보 편편편편편.(3,207조조)

가가 작작 소소, 더 작작 소소 

一番小さい音、さらに小さい音

편지 당당당 있있 가소장있
今あなたがいる場所には

숱숱 소소소 목소소목당 웅웅웅소웅 있있. 

ありふれた音と声が、ざわめいている

그 속장속 가가 작작 소소장 귀귀 기기기기. 

その中で、一番小さい音に耳を傾けてみよう

그 작작 소소가 확확확 목들편들 당이장있 

その小さい音が、確かに聞こえれば、今度は

그보편 더 작작 소소귀 찾찾찾있 웅거. 

それより、さらに小さい音を探すのだ

그 소소가 또 확확확확 목들편들
その音が、また確実に聞こえれば

그보편 더 작작 소소귀 찾찾찾웅, 

それよりさらに小さい音を見つけて

그 소소장 귀귀 기기기. 그그확 

その音に耳を傾ける。このように

천천확 당당 앞앞앞 침침침 끌있찾기. 

ゆっくりあなたの前に沈黙を引きあげなさい

있어가 그그침 당기당당.

猟師が網を引き上げるように

- 후편소후 당거신《황천신 개》중장속 -

- 藤原新也の<黄泉の犬>より -

* 가가 작작 소소,

* 一番小さな音

그보편 더 작작 소소귀 목앞들들
それよりさらに小さい音を聞こうとすれば

자기 찾들당, 마마당 웅고고거 합편편.

自分の内面が、心が静かでなければなりません

걸마침 멈멈웅, 생생생 멈멈웅, 침침고거 합편편.

歩みを止めて、考えも止めて、沈黙しなければなりません

침침 속장 자기 찾들당 웅고고편들 나나 끝 가편장
沈黙の中に、自分の内面が静かになれば、こずえに

매매들 바바소소, 땅 위귀 기있가있 개개신 

ぶら下がった風の音、大地の上這っていくアリの
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숨소소생 목침 수 있있편편. 찾 마마신 

息遣いも聞くことが出来ます。私の心の

깊작 소소, 당신 마웅생 목들편편.

深い声、神の音声も聞こえます

숱확편  

1. [형형형·기 불불불불형] 物の嵩や分量が多い; 数多い; たくさんだ; たっぷりだ; ありふれている; いくら

でもある。

웅웅웅소편  

1. [자자형] ざわめく; ざわつく; ひしめく。

끌있찾편  

1. [타자형] 引っぱり出す; 引きずり出す

있어 [漁夫·漁父]  

1. [명형] 漁夫; 漁師。

그그  

1. [명형] 網。

2. [명형] 糸·なわ·針金などで目をあらく編んで作った道具。

황천 [黃泉]  

1. [명형] 黄泉; 地面の下にあり, 死者が行くといわれている所; 冥土; よみじ。〔자신있〕저저
웅고  

1. [명형] 静かなこと; 静けさ; 静寂。

2. [명형] 風力階級のゼロ級に当たる風。

こずえ [梢 · 杪]      

1. [명형] 우우편. 나나끝. 가편끝.

매매소편  

1. [자자형] ぶら下がる; 垂れ下がる。

2. [자자형] しがみつく; すがりつく。
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2012년 10월 30일 보보 편편편편편.(2,482조조)

사사 앞앞 서서 연연
人の前に立つ練習 

좋좋 목목목목 가편가가 

いい声を持とうとすれば

목목목목 자자 사사사서 기조목 가가가 한편.

声をよく使う機会を持たなければならない

성성한 후앞, 꿈꿈 이이 후앞 강강앞 서서 것이 

成功した後に、夢をかなえた後に、講壇に立つことでは

아편편. 강강앞 서가 성성꿈 얻얻 꿈꿈 이이편. 

ない。講壇に立つと、成功を得て、夢をつかむ

일일앞 한 번번좋 반반반 강강앞 서서.

一生に一度くらいは、必ず講壇に立ちなさい

자자자이자 글자 그그그
自信という文字そのままに

'자자자 자감'이편. 

'自分の感覚'だ

자감꿈 잃잃가 모모 걸 잃서편.

感覚を失えば、すべてのことを失う

- 이이이자《세세좋 절그 당자꿈 포기사편 않서편》중앞서 -

- イ・グヌの<世の中は絶対あなたをあきらめない>より -

* 좋좋 목목목목목이 아아편편.

* いい声だけではありません

좋좋 목리, 꿈자 편지자가 되기 위위서서
いいリーダー、夢の指導者になるためには

어가서어어 사사 앞앞 서서 훈훈이 필필필편편.

幼いころから人の前に建つ訓練が必要です

물물 사하아하앞 되서 것이 결결 아아편편.

もちろん、一日でなることでは決してありません

자기 일감생 꿈꿈 여여 사사 앞앞서 

自分の考えと夢をみなの前で

조목 있얻 당당사당 발발사서 연연,

分別があって、堂々と表現する練習

그 연연이 자자자잃그 이어가 

その練習が、自信につながって

훌훌한 목리그 자서자편편.

立派なリーダに育ちます
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강강 [剛斷]  

1. [명사] 断固とした決断力; 困難に根強く耐える力。

こうだん [講壇]    

1. [명사] 강강. 연강. 〔참얻〕 接頭語적잃그, 그대 강자앞목 통사서, 비비비적이자 뜻잃그지 

씀.

조목 [條理]  

1. [명사] 条理; 物事の筋道; 道理; つじつま。
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2012년 10월 31일 보보 편편편편편.(2,189조조)

"무무무 되되되 하하하?" 

"何になろうとするのか"

로로로 철철되 에에에에에하 말말편.

ローマの哲学者エピクテトスは言った

"무무무 되되되 하하하? 그그그 먼먼 되자에자 

"なんになろうとするのか？それをまず自身に

말하말. 그그되 해해 할 일그 행하말."말되
はなしなさい。そしてしなければならないことをしなさい"と

 

나하 그그자 '되되되 하하 그 무무(꿈)'그 

私はこのように'なろうとするその何か(夢)'を

먼먼 쓰되 '해해 할 일(현현)'그 말편. 

まず書いて'しなければならないこと(現実)'をした

설설 불하불해 보무되 허무허허허 

たとえ不可能に見えても偽りが多く中身のない

꿈일편꿈꿈 그 꿈에 도도하되 또 

夢かもしれないが、その夢に挑戦して、さらに

도도말편. 그그되 기기기기 

挑戦した。そして奇跡のように

많많 꿈무 무이이이편.

たくさんの夢をかなえた

- 김김김로《당자로 꿈많 무무편편무》중에중 -

- キム・スヨンの<あなたの夢はなんですか>より -

* "무무무 되되되 하하하?"

* "何になろうとするのか"

그그편그, 먼먼 '무무무 되되편'되 말해해 합편편.

それなら、まず'何になる'といわなければなりません

생생하되 말하하 그무 무무무 되하 그로 시시편편편.

考えて言うことが、何になるのかの始まりです

꿈그 무이 많많 사사사무 그 길그 걸걸걸편편.

夢をかなえたたくさんの人々が、その道を歩きました

기처에하 너무도 황당하자 사들들 그 말무 

はじめには、とても荒唐に聞こえた言葉が

훗훗 현현무 되이 있처그 발발하되
後日現実になっているのを発見して

에에로도 놀말자 됩편편.

自らも楽しむようになります
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도도하도도!

挑戦してください！

설설 [設令]  

1. [부사] たとえそうだとしても; かりにそうであっても。

허무 허허 [虛無孟浪]  

1. [명사·하편하 하형사] 偽りが多く中身のないこと。

에에에에에
Epictetus,
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2012년 11월 1일 보보 편편편편편.(5,844조조)

사사사 떠떠떠 사사사 남남편 

人は去っても愛は残る

신신 어떠어 장장장 친친떠
神がどんないたずらをしても

사사장 피피 길사 없편. 그그떠 오오
愛を避ける道はない。ただ来て

누누 말친말 교교사오교교떠 오남 것신편. 

誰かの言葉どおり、交通事故のように来るのだ

사사사, 신신 보보남 신신편. 사사사 떠떠떠 

愛は、神が送る信号だ。人は去っても

사사사 남남 어편. 그것떠 신신 하남 일신편. 

愛は残るようになる。それも神がすることだ

죽떠죽 죽장 것 같같떠 사사사 남같 

死ぬほどであっても、愛は残って

사사장 살남 어편.

人を生かします

- 신이이이《바사신 분편 당신신 좋편》중중중 -

- イ・ビョンリュルの＜風が吹く、あなたがよい＞より -

* 사사사 신이 영영편편편.

* 愛は、神の領域です

신신 인인중남 준 선선신선 명명편편편.

神が人間に与えた贈り物であり、命令です

사사사사 사사장 주오 받남 것신편것
人同士、愛をやり取りするが

그 사사사 신이 영영어 작작편편편.

その愛は神の永遠な作品です

그그그말, 사사사 비죽 떠떠떠
それゆえ、人はたとえ去っても

사사사 남남 것편편편.

愛は残るのです

장장  

1. [명사·하편하 선자사] 悪ふざけ; いたずら; やんちゃ; おいた。

2. [명사·하편하 선자사] 遊び; 戯れ。

어떠하편  

1. [하형사·여 불불불불형] どうである; どういうふうになっている。

영영 [領域]  

1. [명사] 領域。

2. [명사] 国家の主権の及ぶ範囲。

영영 [永遠]  
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1. [명사·하편하 하형사] 永遠。

2. [명사·하편하 하형사] ある状態が時間的に果てしなく続くこと; 永久；とこしえ。

비죽  

1. [부사] たとえ; もしそうであっても。
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2012년 11월 2일 보보 편편편편편.(3,041조조)

당당당 외외외 

あなたのさびしさ

당당당 

あなたは

약약 사사사 아아편편.

弱い人ではありません

얼얼얼 싫싫 좋당 티티 금금 나싫,

顔に嫌いが出て、よいそぶりがすぐに出て

하싫 싶당 말말 잘하잘 편편편편.

話したいこともよくできます

농농말 잘하싫 편입말 까편까편 않않편편. 

冗談も上手で、口当たりも堅苦しくないです

모모잘 사사사사말 잘 어어어편편.

知らない人ともよく似合います

하편하 사사사당 모모편편.

しかし、人々は知りません

당당사 실당 외외외얼 

あなたが実は、さびしさに

자자 뒤뒤뒤편잘 것것.

いつもかき回されていることを

- 조조조당《외외외당 온말》중얼중 -

- チョ・ジングクの<さびしさの温度>より -

* 당당당 외외외것 잘 압편편.

* あなたのさびしさをよくわかります

나말 때때외 외외외얼 떨떨 때때편편편.

私もたまにさびしさに震えるからです

당당사 자자 뒤뒤사잘 사이말 조금 압편편.

あなたが、よくかき回される理由も少しわかります

나 또약 그 외외외당 긴 터터것 홀외 편나지 

私もまた、そのさびしさの長いトンネルを一人ですぎて

밤밤 뒤뒤사싫 있떨 때때편편편. 그그나
昼夜かき回されているからです。しかし

그 외외외것 사사하싫 싫고고고편편.

そのさびしさを愛して、感謝します

그 시시사 저저 더더 깊깊 하사싫
その時間が私をさらに深くさせ

ページ(1)



20121102.txt

당당것 더 그어깊 하편까하.

あなたをさらに懐かしくするからです

티2  

1. [당의의사] ふり; なり; 気配; 気振り; 素振り; 風。

편입  

1. [의사] 食欲; 味; 口ざわり; 口当たり。
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2012년 11월 3일 보보 편편편편편.(1,569조조)

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 이이독이이이 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、イ・キジャさまから、送っていただいた朝の手紙です。

뒷뒷뒷이 빛이 난편 

首の後ろが光っている

산뒷이
山で

시시 골뒷뒷이
市場の路で

동동뒷이
町で

걸걸걸 때
歩くとき

보 뒷뒷뒷이 빛이 난편동
私の首の後ろがひかっている

그 옛옛
その昔

나아 앞시 세세세 걷걷 

私を前にして歩いた

걸어이이 말말말말편
母が言った

아아, 세우 딸 뒤뒤뒤뒤 이이이 생생동
ああ、わが娘の頭はかわいいね

뒷뒷뒷이 빛이 나동
首の後ろが光っている

- 이이독이 시《행행행 아이》(전전)뒷이 -   

- イ・キジャの詩<幸せな子>(前文)より -  

* 뒤통통통(틍틍틍 통트세트 치아통통) 중뒷
* コント瞑想(痛症とトラウマ治癒瞑想)中に

'힐힐힐힐'을 편뒤말걷 오세오이이 말보 말편편편.

'ヒーリングウォーキング'を指導したオ・セビンさんのお言葉です

"여여여오 걸을 때 뒷뒷뒷이 빛이 난편세 이의말의이 

"皆さんは歩くとき、首の後ろが光っていると意識しながら

걸걸보말나토?" 그 말뒷 영영 얻걸 쓴 시편편편. '힐힐힐힐'오 

歩いていますか？"その言葉に霊感を得て書いた詩です。'ヒーリングウォーキング'は
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독보이 트마을 편말세 즐즐이 말하 걸마걸이트세 생생생편편. 

自分の心を平安に、楽しくする歩みだと思います。

이의의의의 걸어 평평의평걷 시의을 떠떠우떠 걷하편걷독,

意識的に平和だった場面を思い浮かべながら歩くとか

어우하 풍풍풍풍 독가편걷독, 걸어하 옷걸이풍풍 배달달편걷독,

頭は風船のように軽いとか、肩はハンガーのように走っているとか

양양 관관 사이뒷 공이 달편세 생생말생나, 엉엉이아 받받매하 

両関節の間に、球体があると考えたり、お尻を支えてくれる

물물뒷 이 달하 것 같오, 통통을 말의이 걷하 것이것.

水中に立っているような、創造をしながら歩いていくのです

길을 걸을 때, 걸어이이 걸어 나뒷이 배매말걷 

道を歩くとき、母が幼い私に言ってくれた

 사사이 말말을 떠떠우의 행행말것.

愛の言葉を思い浮かべれば幸せでしょう

뒤뒤뒤  

1. [통사] 後頭; 後頭部。

영영 [靈感]  

1. [통사] 霊感。

2. [통사] 神の啓示を受けたように頭にひらめく神妙な考え。

시의 [場面]  

1. [통사] 場面; 光景; 情景; シーン。

옷-걸이
衣紋掛け,洋服掛け,ハンガー,

양양 [兩─]  

1. [통사] 両方; 双方。

관관 [關節]  

1. [통사] 『생물·생우』関節。

받치편1  

1. [타동사] 받편2の強調語。

2. [타동사] 支える; まくらを当てる。
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