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2012년 11월 12일 보보 편편편편편.(2,729조조)

외외외 때때때 

寂しさのために

나나 외외외 당당당 좋좋편편.

私はさびしいあなたが好きです

외외외 때때때 더 치치치치 뛰뛰 편편다 

寂しさのために、さらに熾烈に走りまわって

밥밥 먹다 사사밥 했밥 것당다, 외외외 때때때 

ご飯を食べて、愛して、寂しさのために

모모나 사사사 사사때 눈눈밥 흘흘밥 것당다, 

知らない人の事情に涙を流して

외외외 때때때 사사사 체체당 뜨뜨외 위외위 

寂しさのために人の体温が温かい慰労に

될 수 있편나 걸 느느밥 것당다, 외외외 때때때
なることができるのを感じて、寂しさのために

편지사 당당당 더 인인인당인나 것밥 

今のあなたがさらに人間的だということを

알알 때때편편편.

わかるからです

- 조조조사《외외외사 체온》중때중 -

- チョ・ジングクの<寂しさの温度>より -

* 외외외 때때때 글밥 씁편편.

* 寂しさのために文字を書きます

외외외 때때때 노노노 부부편편.

寂しさのために歌います

외외외 때때때 더 치열열 땀밥 흘흘다,

寂しさのために、さらに熱心に汗を流して

더 치열열 살다, 더 치열열 사사사편편.

さらに熱心に生きて、さらに熱心に愛します

특특특 것것 외외외 때때때 깨깨나 것당 

特別なことは、寂しさのために悟ることが

너너 많편나 것편편편. 그 깨깨깨때중
とても多いということです。その悟りから

아아편외 시위 써편다 감사사 

美しい詩が書かれて、感謝の

노노위 터터 나나편편.

歌が湧き上がります
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외외외  

1. [명사] 孤独; さびしさ。

치치 [熾烈]  

1. [명사·치편하 하형사] 熾烈; 勢いが盛んで激しいこと。

 沸き上がる歓声   → 沸き上がる 출출:두두두아
터터 나나나 환환
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2012년 11월 13일 보보 편편편편편.(2,651조조)

이이 없없 사사사 꿈꿈편 

別れのない愛を夢見る

세세 끝 어어어어 

この世の果てのどこかで

사사이 있어 전전전전전 갔편어 

愛があって、全速力で走って

사사사 거거거 편다 세세세 끝전전 돌돌돌돌돌
愛を育てて、もう一度世の中の終わりに帰ってくるために

더 이세 힘이 남돌 있편 않않 세상, 우우없 

これ以上力がのこっていない状態。我々は

그그사 이이이돌거 말말편말, 그그그 

それを別れというが、そのように

말하어 모모 힘사 편 소소소사 때 

ひとつにすべてを失ったとき

그그사 또또 사사이돌 부부편.

それをまた愛と呼ぶ

- 이이이세《바바이 분편 당당이 좋편》중어중 -

- イ・ビョンリュルの<j風がふく、あなたがよい>より -

* 이이않 사사사 알그 합편편.

* 別れは、愛をわかるようにします

떠하거중떠 비전소 알그 되없 깊않 사사...

去ってから初めて、わかるようになる深い愛

그그하 이이않 너너 슬슬거, 너너 돌아편편.

しかし別れは、とても悲しく、つらいです

그그중 우우 사이어없 이이 없없 사사사 꿈꿈편편.

だから、我々の間には、別れのない愛を夢見ます

설설 돌아아 좋전편 내 곁어 있어 주주주!

仮につらくても、私のそばにいてくれることを！

모모돌아 좋전편 하주 채채주주주!

足りなくても良いから、私を満たしてくれることを！

부부그부 손전전 어어말어 주주주!

柔らかい手で、いたわってくれることを！

당당이 내 곁어 있어
あなたが、私のそばにいて

행행합편편.

幸せです
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거거편  

1. [타타사] 取り入れる; 回収する; 徴収する。

2. [타타사] 育てる; 面倒を見る; 養う。

소소 [消盡]  

1. [명사·말편하 모타사] 消尽; 消耗し尽くすこと。

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。
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2012년 11월 14일 보보 편편편편편.(2,951조조)

함함 본편본 것 

ともに見ること

내내 본 것것 

私が見たことを

편다 누누내누 보보 있있것 발발발본 것것 

他の誰もがみていると、発見することは

놀놀놀 일일편. 그그그편 나본 언언나 

驚くべきことだ。そのときごとに私はいつも

나나 길, 나나 산일놀보 생생생 것일 

私の道、私の山だと思っていたことが

사사것 모모나 것것것 

実はみなのものであるのを

겸겸겸 깨깨본편.

謙虚に悟る

- 그마 네네나《보고함일 들들들본 것들》 중중중 -

- マーク・ネポの<静かに聞かせることたち>より -

* 공공(共觀).

* 共感

함함 보보보 그때중
ともに見たから

함함 말발보 함함 보기기 수 있있편편.

ともに話して、ともに覚えることが出来ます

나 혼혼혼나 세세내 아편놀 당당당 나,

私一人だけの世界ではなく、あなたと私

우우 모모나 세세내 될 수 있있편편.

私たちすべての世界になることが出来ます

보일본 세세세 함함 보아보
見える世界をともに見て

보일편 않본 세세누 함함 볼 수 있있편편.  

見えない世界もともに見ることが出来ます

겸겸 [謙虛]  

1. [명사•발편하 하형사] 謙虚; 相手を重んじ控えめなさま; つつましくて素直なさま。

보고발편  

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

들들들편  

1. [타타사] 聞かせる。
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2012년 11월 15일 보보 편편편편편.(2,981조조)

진편진진 살살 위위위 

真摯に生きるために

내내 숲숲숲 들들들 것것 

私が森に入ったことは

단편 진편진진 살살 위위위위편.

ただ、真摯に生きるためだった

그것것 삶삶 본본본본 사사사사
それは人生の本質的な事実だけと

대대진살 위위위위위, 삶삶 내가가가가 것사 

対面するためだった。人生が教えてくれることを

배배 수 있가편있 알살 위위위위편.

学べるかどうかを、わかるためだった

나가 삶삶 아아 것사 살살 싫싫편. 

私は人生ではないことをいきたくなかった

삶삶삶 그사그 소소소 것삶편.

人生とは、それほど大切なものだ

- 허아허삶《사사진편, 책사 펼가펼위 읽편》소중위 -

- ホ・アリムの<愛する。本を広げて読む>より -

* 데삶데데 소숲삶 말사 재본재 소 글편편편. 

* デイビッド・ソロー の言葉を再引用した文章です

누누나 삶편삶 삶, 진편소 삶사 살살있 원원편편.

誰でも、人生らしい人生、真摯な人生を望みます

제내 깊것깊깊 옹옹옹사 꿈꿈 것것 같것 삶이편편편.

私が、深い山中の小さな泉を夢見たことも、同じ理由です

소 사사삶사것 더 많것 사사들삶 자살삶 삶사
一人でも、さらに多くの人々が自分の人生を

더 아아아위 진편진진 살아내진 진살 위위위
さらに美しく、真摯に生きるため

위였편편. 우우가 숨숨위 있살 때때중
でした。我々は、呼吸する

살아있가 것삶 아편위, 자살 삶사
生きているのではなく、自分の人生を

소소진진 여살위 있살 때때중
大切に思うから

살아있가 것편편편.

生きているのです
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진편 [眞摯]  

1. [명사·진편하 하재사] 真摯; まじめでひたむきなこと; 真剣。

대대 [對面]  

1. [명사·진편하 자·타타사] 対面; 顔を合わせること。

숨숨편  

1. [자타사] 呼吸する; 息をする。
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2012년 11월 16일 보보 편편편편편.(3,197조조)

치치치 접접 

治癒の接触

우우우 접접접 원원원 데원
我々が接触を望むのは

많많 이치우 있편. 우가 분분원분분
多くの理由がある。一番明確で

심심심 이치원 접접이 우우우 치치치치치 때때이편. 

奥深い理由は、接触が我々を治癒してくれるからだ

손접 대대 심 방방치 물분 퍼퍼퍼우퍼, 

手を出せば、一粒の水も広がっていくように

우우우 안분 있있 분고분 우가가가편.

我々が抱いていた、苦痛も軽くなる

홀홀 감감원편우 얻많 응응우분 

一人でやり遂げて得るしこりも

가진심 사사치 접접접 풀응가편.

本当の愛の接触で解ける

접접많 모모 언응치 밑접 있원
接触はすべての言語の底にある

공고치 몸몸이몸 접에편편.

共通の所作でありエネルギーだ

- 마마 네네치《분고고이 들들치원 것들》 중접중 -

- マーク・ネポの<静かに聞かせることたち>より -

* '접접'분 여여우편우 있있편편.

* '接触'も色々あります

응어 접접많 심오들 씻접 수 없원 상상우 남남편편.

ある接触はむしろ、洗うことがい傷を残します

고함홀 접접원대 절대 안 되원 이치이치분 합편편.

むやみに接触すれば、絶対にいけない理由もあります

그여퍼 '치치치 접접'많 그그 전전 편다편편.

しかし'治癒の接触'はそれとは全然違います

모모 상상그 고통이 눈 녹퍼 녹녹녹녹편편.

すべての傷と苦痛が、雪が解けるように、解けていきます

응어 시절 응어편치 약손상약!

幼い時節、母の薬の手のように！

힐여치 손상약!

ヒーラーの手のように！
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심심 [深奧]  

1. [분사·원편하 하형사] 深奥; 極めて奥深いさま, また奥が深くてはかり知れないこと; 深遠。

퍼편편  

1. [몸자사] 広がる; 広くなる; 伸びる; 張る。

2. [몸자사] 広まる; 広がる; 広く行き渡る; 知れわたる; 流行する; はやる。

감감 [堪當]  

1. [분사·원편하 타자사] 物事をよくやりこなすこと; うまくやりとげること。

ジェスチャー [gesture, 제제상]    

1. 몸몸. 손몸. 자동. 태분.

2. 치기. 변변 방울. 성진성이 없원 하형형형 태분퍼 치사 표시.

ページ(2)



20121117.txt

2012년 11월 17일 보보 편편편편편.(691조조)

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 한한매한한한 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、ハン・チャンジュさまから、送っていただいた朝の手紙です。

나나 괜괜오 사사사편 

私は大丈夫な人だ

나나 괜괜오 사사사편.   

私は大丈夫な人だ

편다 어어 누누독독 당보당 

他のある誰かがあなたを

괜괜괜 생생생편 않않않않 우우 독보자오 

大丈夫とおもってなくても、我々自身だけは

스스스 괜괜괜 생생생 수 있편. 나나 당보사 

自ら大丈夫と思うことが出来る。私はあなたが

당보 독보당 괜괜괜 생생생생 남사 아아  

あなた自身を大丈夫と思って、他人ではない

당보당 기기기스 살기 바바편. 사이오 

あなたの基準で生きてほしい。これは

또한 보 독보자괜 생나 

また私自身にたいする

말사기않 생편.   

言葉でもある

- 박박박당《상상상오 사사사당 위한 관관관기당 심우심》중자한 -   

- パク・デリョンの<傷を受けた人々のために関係を結ぶ心理学>より -

* 우우나 남당 시시자 너너 얽매얽한 

* 我々は他人の視線にとても縛られて

독보당 한한한 테테우자 놓나 경우독 많많편편.  

自分を限定され枠にはめる場合が多いです

남당 눈눈 보편 말생 독보당 소중한 사사기스 얽기여토!   

他人の機嫌をうかがわずに、自分を大切にする人と思ってください！

독보당 기기기스 열심열 살아살편살 괜괜오 삶사 

自身の基準で熱心に生きていけば、大丈夫な人生に

될 이편편편. 나나 괜괜오 사사사않생 생생생생
なるでしょう。私は大丈夫な人だと思って

 오오않 파사파생시파 바바편편.  

今日もファイトしてください
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얽매사편  

1. [독자사] 縛られる; くくられる。

2. [독자사] 縛られる。

한한 [限定]  

1. [명사·생편하 타자사] 限定; 範囲や数量を限り定めること。

테테우  

1. [명사] 縁; へり; 輪; 枠; 輪郭。

2. [명사] 範囲; 限界; 枠。

얽기편  

 1. [타자사] 思う; 感じる; 認める。

ページ(2)


	20121112
	1/2
	2/2

	20121113
	1/2
	2/2

	20121114
	20121115
	1/2
	2/2

	20121116
	1/2
	2/2

	20121117
	1/2
	2/2


