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[2013년1월14일 오오오 아아아아]

에에아 창창창 

エネルギーの創造法

기기오 양양 오늘늘늘 

機運の量を増やしたり

새새 창창창기 위위 매일 할 수 있있 것것것 있있. 

新しく創造するために、毎日できることがある

심심심심 명명양 창하, 감감오 마마양 품하, 

深呼吸と瞑想をして、感謝の心を抱いて

좋아창있 일양 창있 것것 기기양 오늘있 

好きなことをすることが、機運を増やす

방창것것있. 당당당 또또 당당오 기기양 

方法です。あなたはまたあなたの機運を

하고고고하 그 보보보양 줄것있 행행행 

枯渇させ、その保有量を減らす行動も

할 수 있있. 늘있 당당에당 

できる。私はあなたに

당당오 몸양 소소소 

あなたの体を大切に

여기여하 권또있.

思いなさいと薦める

- 메늘 J.새로오《생생생늘》소에중 - 

- メアリー・Ｊ・ローの<思考管理>より -

* 에에아에 얻있 창.

* エネルギーを得る方法

밖에중 얻얻얻얻 또한한 있있있있.

外から得ようとすれば、限界があります

퐁퐁퐁 솟아늘있 샘샘샘샘 안에중 만것로아하
こんこんと湧き出る泉のように、中から作られて

창창창로창 합있있. 그있아 로어아 않있있있.

創造しなければなりません。そう難しくありません

좋당 샘, 좋당 공기에 마고하, 기행행 창하
よい水、よい空気をすって、行動をして

명명행 창하. 열심소 감사창하...

瞑想もして、熱心に愛して・・・

반반창있 우늘오 일명 속에
繰り返す我々の日常の中に
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에에아 창창오 샘샘것
エネルギー創造の泉が

깃것로 있있있있.

宿っています

권창있 [勸―]  

1. [타행감·여 불불불불불] 勧める; 勧告する。

퐁퐁  

1. [부감] 狭い口から水が勢いよく出る音:どくどく; じゃあじゃあ。

2. [부감] 詰まっていた空気などが一気に吐き出される音:ぱっぱっと; ぽんぽんと。

깃것것있  

1. [자행감] 巣をつくる; 巣をかける; 巣ごもる; 宿る。

2. [자행감] 宿る; 留まる。

메늘 J.새로
Mary J Lore
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2013년 1월 15일 보보 편편편편편.(2,796조조)

'열열열 뛴 당당, 잠잠 멈멈멈 괜괜괜괜' 

'熱心に走ったあなた、ちょっと止まってもいいですよ'

끊끊끊끊 새새새 일끊 

絶えず新しいことが

일일일일 끊 세세세일 '멈멈'끊 끊편.

起こるこの世は'止まり'がない

역역역역새 들들들편들, 선선선 시시시 

逆説的に聞こえるが、選択と時間を

보편 효효역역새 관들관관 위위위일 반반시 

より効率的に管理するためには、必ず

멈멈멈 한편. 그 멈멈멈 시시 동동 우들일 

止まらなければならない。その止まる時間の間我々は

자관 자당자 물물 동동일 고고시
自分自身は、もちろん同僚や、顧客を

돌괜돌 수 있고, 주주멈 멈도선
振り返ることができ、周りの挑戦と

관조기 새새새 시시역새
機会を新しい視覚で

바바돌 수 있편. 

眺めることができる

- 보낸 길길길멈《당당, 잠시 멈멈멈 괜괜괜》중세위 -

- ネンス・ギルマーティンの<あなた、ちょっと止まっても大丈夫>より -

* '멈멈'멈 철철끊 

* '止まり'の哲学が

점점 우들 동세 깊끊 낸스들고 있있편편.

徐々に、我々の中に染み入っています

제제 쓴 '잠잠멈멈'시 비비관비 혜혜낸혜멈 책
私が書いた'ちょっと止まり'をはじめとして、ヘミン師匠の本

'멈멈멈 비새비 보끊일 것' 등끊 많자 사사들멈
'止まればようやく見えること'などが沢山の人々の

사사시 받일 것멈 끊 시시 특특한 현세역새 읽읽읽편편.

好評を得ることも、この時代の特別な現象で読まれます

그들그 모모제 열열열 달들관들 했편일 뜻일 겁편편.

これほど皆が熱心に走ってばかりだったという意味でしょう

잠잠 멈멈멈 큰일일일 줄새 생시관고 살편들
ちょっと止まれば、大きな問題になるかもと思って生きるが
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정정 큰일자 멈멈 줄 모기 때 찾괜찾편편.

実際、問題は止まることができないときにやってきます

앞들 보고 열열열 달달달 당당, 끊제일
前だけ見て、熱心に走ってきたあなた、これからは

잠잠 멈멈멈 괜괜있편편.

ちょっと立ち止まっても大丈夫です

끊끊끊끊  

1. [부사] 絶え間なく; ひっきりなしに; 続々と; 間断なく; 引きも切らず。

낸스들편  

1. [자동사] 染みる; 染み入る; 染み込む。

읽열편1  

1. [타동사] 읽편の使役:読ませる。

정정  

1. [부사] 本当に; 実際に; いざ; まさに。

2. [부사] 本当; 本物。

Nance Guilmartin
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2013년 1월 16일 보보 편편편편편.(2,053조조)

좋좋 팔팔팔 

いいフォロー

아아아아 하편 않않 아, 

何もしないこと

즉 전전 관관하편 않않편않 아좋
すなわち全然関与しないことは

나나 팔팔팔팔 되않 아것편. 좋좋 리리, 

悪いフォローになのだ。いいリーダー

즉 효효효것효 아도효도 리리리 편편하않 아좋
すなわち効率的で、道徳的なリーダーを支持することは

좋좋 팔팔팔팔 되않 아것편. 좋좋 리리, 즉 

いいフォローになのだ。いいリーダー、すなわち

효효효것효 아도효도 리리리 반반하않 아좋
効率的で、道徳的なリーダーに反対することは

나나 팔팔팔팔 되않 아것편.

悪いフォローになのだ

- 바바바 켈켈켈켈《팔팔팔팔》중리중 -

- バーバラ・ケラーマンの<フォロワーシップ>より -

* 머리리 퉁 치치 하않
* 頭をドンとうつような

'팔팔팔팔'리 반대 새팔새 해해편편편.

'フォロワーシップ'に対する新しい解釈です

좋좋 리리팔 되되 전리 좋좋 팔팔팔팔 되되되 합편편.

いいリーダーになる前に、いいフォロワーにならなければいけません

사사사 것이효이 하하 사사사 따따않 법법법
人を引っ張っていこうとすれば、人に従う方法から

익전되 합편편. 좋좋 리리, 좋좋 멘멘리 만나, 

慣れなければなりません。いいリーダー、いいメンターにあって

그리 편편하효 존존하효 잘 따따편 보하
彼らを支持して、尊敬して、ちゃんと従ってみると

언언팔 이자아 좋좋 리리켈 이리리 

いつか自身もいいリーダーのいすに

올바올않 모모사 발발하치 됩편편.

登った姿を見つけるようになります

퉁2  

1. [법사] うつろな木や大きい太鼓をたたく音:どん。〔작좋작〕통
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따따편1  

1. [이자사•타자사] 従う。

2. [이자사•타자사] ついて行く; 追う。

익익편  

1. [타자사] 익편の使役。

2. [타자사] 煮る; 炊く。

익편2  

1. [형형사] 慣れる。

2. [형형사] 見覚えがある。

Barbara Kellerman
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2013년 1월 17일 보보 편편편편편.(5,843조조)

과과 

過食

현현현현 생생생 고고고고 때 

現代人の生活を考慮するとき

육육육육육육 아편아아 세 끼끼 모모 

肉体労働者でなければ、3色すべて

챙챙 먹먹 것 육육육 과과과아고 할 수 있편. 

きちんと食べること自体が過食だと言える

현인육 살아살 300만 년 중 299만 9950년과 

人類が生きてきた300万年の間の299万9950年が

공공과 기아현 역역역먹역 현현 들들들 

空腹と飢餓の歴史だったが、現代に入って

"아아과 되되되편되", "점점때육 됐되편", 

"朝になったから"、"昼食の時間になったから"

"저저 먹생 시시과 되들들"아아들 

"夕食を食べる時間になって"と

습습습되습 위위 안생 음과음습 

習慣的に胃腸の中を飲食物で

꽉꽉 채채고 있되편 말과편. 

ぎっしりに満たすからだ

- 과시이아 유유현《몸과 원이먹 위수장장》중중들 -

- 石原結實の<体が望む長寿療法>より -

* 공공과 기아현 세월생 편지
* 空腹と飢餓の年月を過ぎ

과이먹 오오고 과과과 문이편편편.

いまはむしろ、過食が問題です

'세 끼 육육육 과과'과아먹 말말 그만그 

'三食自体が過食'という言葉は、それほど

채우육 매 끼끼편 많과 먹고 산편먹 뜻편편편. 

我々が、毎食ごとに沢山食べて生きているという意味です

못 먹들들 고위지먹 것과 아편아, 너너 먹들들
食べることができず、故障するのではなく、食べ過ぎて

탈과 지먹 과 '행공행' 시현중, 육기 소소소소현
病になる'幸せな'時代に、事故消化能力の

85%만 채채먹 것과 건건현 비비편편편.

85％だけ満たすことが、健康の秘訣です
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습적 먹고 많과 움움과움시오.

少なく食べて沢山動いてください

공공 [空腹]  

1. [명역] 空腹; 腹がへること; 空きっ腹。

꽉꽉  

1. [부역] 幾度も強く押しつけたり, かたく縛るさま:ぎゅうぎゅう。

위수 [長壽]  

1. [명역·이편하 육육역] 長寿; 長生き。

장장 [療法]  

1. [명역] 療法。

탈 [頉]  

1. [명역] 事故; 変事; 故障。

2. [명역] 病気; 病。
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2013년 1월 18일 보보 편편편편편.(3,376조조)

인인 기기 

人生の技術

수수수 기기기기 

数多くの技術が

나나나편 사사편사 요요, 

現れては消える今日

결결 살살살사 것수 우우 곁곁곁 우우 삶삶 

結局生き残るのは、我々のそばで我々の人生を

더더 인인인기인 풍요풍풍 해해사 기기기기편.

いっそう人間的で、豊かにしてくれる技術だ

기기기 문문문 되사 순인 

技術が文化になる瞬間

기기수 우우 삶삶 

技術は我々の人生の

동동동문 된편. 

同伴者になる

- 진진진, 정정정삶《수은은 욕욕삶 엿보사 크크크 season2 》진곁곁 -

- ジン・ジュングォン、チョン・ジェスンの<隠密な欲望をうかがうクロスseason2>より -

* 볼볼볼 조기사 기기,

* ボルトを締める技術

문가 단순해 보기편보 그풍 잘잘되잘
一番単純に見えるが、それが間違えれば

인고 기기삶 우해우고 공진곁곁 폭폭해 버버편편.

高度技術の宇宙船も空中で爆発してしまいます

내문 문진 것기 바바기사잘 그 작수 바바 하나문
私が持ったのが針ならば、その小さな針のひとつが

나볼 찌찌기고 하인 걸작삶 보기기고 합편편.

私を突き刺したり、傑作を作ったりします

볼볼 하나, 바바 하나 잘 편다사 것기
ボルトひとつ、針ひとつちゃんと扱うことが

동기 삶삶 풍요풍풍 보만사
自分の人生を豊かにする

인인 기기편편편.

人生の技術です

수은 [隱密]  

1. [명사·하편하 하형사] 隠密; 考えや行動などを隠しておくこと, またこっそり行なうさま:内密; 内緒。
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욕욕 [慾望]  

1. [명사·하편하 나동사] 欲望。

크크크 [cross]  

1. [명사] クロス。

2. [명사] 十字形。

엿보편  

1. [나동사] 盗み見る; のぞく。

2. [나동사] ねらう; うかがう。

ボルト [(프프크) volte, 볼볼]  

『펜펜』

1. 칼칼삶 정재우 피하사 동작.

조기편  

1. [나동사] ⇒죄편1

죄편1  

1. [나동사] きつく締める。

2. [나동사] 引き締める。〔동삶동〕조찌편.

공진 [空中]  

1. [명사] 空中; 大空の中; 空; 大気中。

바바  

1. [명사] 針。

찌찌편  

1. [나동사·찌 불불불불형] 突き刺す; 刺す; 突く。

2. [나동사·찌 불불불불형] さし込む; つっ込む。

걸작 [傑作]  

1. [명사] 傑作。

2. [명사] すぐれたできばえの作品; 名作。

편다편  

1. [나동사] 扱う; 取り扱う; 処理する; さばく; 受けつける。

2. [나동사] 扱う; 操作する。
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2013년 1월 19일 보보 편편편편편.(4,576조조)

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 고편고고고고 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、コ・ダウンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

아아아 편다다다 

朝を治めよう

아아아 편다다다 독다 

朝を治める者は

인인아 편다다편. 

人生を治める

인인아 다다스 다배리고 싶편싶 

人生を自らリードしたければ

아아아 편다다 수 있있있 한편. 

朝を治めることができなければならない

아아아 편다다 수 있편다 

朝を治めることができるという

'의편'아 독가있 리다 것것편.

'意思'を持たなければならないのだ

- 사것사 히스히의《인인아 두 배스 사다 아아아 인인》중중고 - 

- 税所弘の<人生を2倍に生きる朝型人間>より  -

* 2013년년년 편히 한 번 

* 2013年からもう一度

확확한 아아아 인인것 되있있되편고 편다배 봅편편.

確実な朝型人間にならなければならないと決心をしました

원원년년 일일 일있일다 편것편 리편하 것 책아 읽읽싶고 

もとより、早く起きるほうだが、この本を読みながら

아아의 중토중아 더더 절확히 알알 되되되편편.

朝の重要性をさらに、切実に判るようになりました

아아아 잘 편다다있 한한한 저저한 

朝をちゃんと治めて、真昼も、夕暮れも

 잘 편다다 수 있아 테편테토.

ちゃんと治めることができるからです

편다다편  

1. [타타사] 治める; 統治する; 支配する。

2. [타타사] 治める; 鎮める；収拾する。

한한  

1. [명사] 真昼; ひるひなか; 白昼。

저저  

ページ(1)
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1. [명사] 夕; 夕方; 宵; 日暮れ。

2. [명사] 夕飯。

ページ(2)


	20130114
	1/2
	2/2

	20130115
	1/2
	2/2

	20130116
	1/2
	2/2

	20130117
	1/2
	2/2

	20130118
	1/2
	2/2

	20130119
	1/2
	2/2


