
 

- 1 - 

 

 

1)韓鶴子お母様は真のお父様の御言と原則を変えることができる権限があるのか? 

 

家庭連合ではお母様は完成したエバであるので、誤ることはないと主張します。そして、

真のお父様と一体になった方であるので、お母様のされることは真のお父様がされるこ

とと同じであると主張しています。真のお父様が霊的にお母様と共におられると言って

います。したがって、何をしても正しいという主張です。ですから、食口たちはたとえ

理解できないとしても、食口たちに絶対信仰、絶対愛、絶対服従で従えというのです。

家庭連合の食口たちは韓鶴子お母様は真のお母様であるので、皆が従順に従わなければ

ならないという教育を受けています。したがって、お母様は真のお父様と一心同体であ

り同等権を持っておられるので、御言と原則に対して修正と変更ができる権限があると

主張しており、お母様は真のお父様の御言を守らなくてもよいという立場をとっていま

す。  

 

天聖経をはじめとする八大教材教本を修正、編集することができ、真のお父様が決めら

れた多くの原則と制度(家庭盟誓、天一国歌、成婚問答、主体-対象の格位、聖地売却)

をお母様の決定により勝手に変更することができ、いくら後継者であってもお母様に従

順に従わなければ、後継者を他の人に交替することができるというのです。それだけで

はなく、三代王権を廃棄してお母様の意志に従って天一国最高委員会を設け、これから

はそこで後継者を選んで支持するという立場をとっています。このように、真のお父様

が残して下さった御言だけでなく、制度と原則が全面的に変更されています。 

 

このようなことは話になりません。一心同体とは何でしょうか? 心と体が完全に一つ

になったという意味ではないでしょうか? 御意と目的と方向と行動が完全に一致する
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という意味ではないでしょうか? 真のお父様が成されてきたことを否定し変えて新た

に作っているにもかかわらず、なぜ一心同体というのでしょうか?  

2000年代に入ってから、真のお父様はお母様が真のお父様のおっしゃることに従わない

ととても心配され、お母様に指摘されました。 真のお父様は生前に御意に逆うお母様

をひどく叱られ、離婚するとまで警告されたそうです。 

このような御言の根拠を家庭連合に提示すれば、彼らは口をつぐんで論争を避けます。

ただ、食口のみを取り締まればよいと思っているのです。しかし、それが可能でしょう

か? 一時的には家庭連合の食口たちの目と耳を塞ぐことができるかもれませんが、真

実は永遠に葬り隠すことはできませんし永遠に食口を取り締まることはできないので

す。完全に縛りつけることができるのは、犯罪者と精神病者以外にはありません。 

 

 

2) 八大教材教本を廃棄 

 

家庭連合では真のお父様が残された御言(八大教材教本)を廃棄し、三大経典を前面に出

しています。 

八大教材教本はメシアが人類に残された遺言だと強調されたにもかかわらず、むやみに

これらを廃棄し三大経典(改訂版天聖経、平和経、真の父母経)を前面に出しました。  

真のお父様は御言の文字一つでも直せば天罰を受けると警告されました。  

しかし、御言を全体的に廃棄してしまいました。改訂版天聖経では、原本天聖経の70%

以上の内容を変更しました。  

メシアが人類に残された御言を削除、修正、編集しました。  

敢えて、経典が必要であったのならば八大教材教本はそのまま保存し三大経典を出すと

いう方法もあるのに、真のお父様が遺言だと言われた八大教材教本を廃棄してしまった

事実はどうしても認めることができません。 

真の御父母様は御言の実体であられます。御言を削除、修正するというのは真の御父母
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様を否定する行為です。 

 

天聖経 p.1564 

原理講論を修正することができる主人公は、私(真のお父様)しかいません。 

お父様の説教集を中心として行かなければなりません。先生を愛しているのなら、八大

教材教本を先生よりも愛さなければなりません。(2009.11.19) 

 

平和神経解説 p.811 

神様と先生が祝福して、印を押した文書を勝手に変造することができますか? 絶対視

しなければなりません。皆さんの子孫、数千万代までも愛して敬うことができる内容が

入っています。(2007.2.27) 

 

平和神経解説 p.841 

お父様の御言の中で、誰かが御言に手を加えることは望まれません。もし毀損(きそん)

される時にはあの世に行って、審判を避けることができない讒訴条件にひっかかります。

したがって、手を加えてはいけないのです。(2005.4.26) 

 

(説明）家庭連合では、2009年に真のお父様が「直さなければならない御言がたくさん

ある。」と言われたので、それを根拠に修正、編集してもいいと主張しています。しか

し、真のお父様は2010年2月7日午前5時に天正宮の訓読室で「全て成した! 億万歳太平

聖代！ 億万歳」と参席者たちにも続けて唱えるように言われながら＇神様の八大教材

教本＇を天の前に奉献されました。真のお父様は奉献式典で「この全ての教材教本を天

の前に奉献し、億千万歳、真の父母の完成、万王の王一体理想、蕩減復帰、解放釈放、

統一天宙の全ての代わりをすることができる教材を奉献いたしますのでお受け取り下

さい! お受け取り下さい! お受け取り下さい! 感謝いたします!」という奉献祈祷を

捧げられました。 メシアが神様の前に奉献されたのにもかかわらず、家庭連合の幹部
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たちが御言を直すのは原理的な行為ですか? 非原理的な行為ですか? 正しいと主張す

るのなら答えてみて下さい!  

 

真のお父様は、御言に絶対に手をつけるなと強く言われました。＂私が糞だと言ったら

そのまま糞と書き、こぶしだと言ったらこぶしだと書きなさい。＂そのように厳命され

ました。真のお父様は、眠る時間も惜しまれながら、御言をわざわざ何回にも渡って訓

読され、御印（王様が押される印）を押されました。御言を天に奉献されました。  

しかし、御言を直しました。たとえ、そのまま保存しなさいと語られなかったとしても、

メシアの御言は絶対、勝手に直したりしてはいけないのです。  

もし、直したことを信じることができないというのなら、原本の天聖経の御言と改訂版

天聖経とを見比べてみて下さい。  

原本の天聖経を70%以上を直しました。 

確認してみて下さい。嘘なのかどうか...  

＂天地人真の父母定着実体御言宣布天宙大会＂で語られた原稿の御言の中には真のお

父様の生涯の日記が入っており、天一国がこの中に入っていると説明されながら、御言

のバインダーを公の場または訓読会の御言として語られながら、いつでもまたどこに行

かれる時でも常に持ち歩かれ、聖和される直前まで大事にされていました。 

44ページ以下を見れば、八大教材教本は人類のための遺言として準備したものであると

語られました。地上にいるときだけでなく、霊界に行ってもこの御言を訓読し勉強しな

ければならないとはっきりと語られたにもかかわらず、聖和以後、八大教材教本は公式

機関の(成和社を含む)どの場所でも、購入することができないのが現実です。  

家庭連合では、御言を既に相続したので問題がないと偽っています。 

 

 

3) 天一国歌変更 
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家庭連合は、真のお父様が天一国歌として定められた＂栄光の賜物＂を無くし代わりに

新たに編集された聖歌を天一国歌と決めましたが、勝手に変えても大丈夫だと思います

か?  

国歌には国の建国理念が入っており、愛国の精神を悟らせてくれるための歌です。  

＂栄光の賜物＂は、真のお父様が興南収容所の苦難を勝利され、作られた賛歌です。 

したがって、天一国歌は真のお父様の苦難と勝利の路程が表現されており、統一家の食

口が天一国歌を歌う時は、厳粛に感謝の心で復帰の道を歩いて来られた時のその苦難の

心情を賛美しながら歌う歌です。  

したがって、天一国歌を提唱する時は苦難の復帰路程を思いながら、神様と真の御父母

様に対する忠孝の心情を持って歌詞の意味を心に刻むのです。  

真のお父様が＂栄光の賜物＂を天一国歌として定められた理由は、真のお父様の生涯が

歌に表現されているからだとはっきりと語られました。  

このような意味があるということを考えれば、どうして天一国歌にむやみに手をつける

ことができますか?  

新たに変更された天一国歌には、どんな建国理念がありますか?  

天の心情から去った天一国歌には、何の意味もありません。  

＂聖霊の新しい歌＂の歌詞は、韓鶴子お母様を高めようとする歌詞で改詞して、天一国

歌を作ったのでしょう。天一国歌から、真のお父様の苦難と勝利の復帰路程は消えてし

まいました。ただの歌だからと意味を考えないで歌うので＂何だっていいんじゃない?

＂ となるのです。  

 

 

4) 成婚問答変更 

 

堕落人間の救いは、サタン分立の路程を通してアダム、エバが成長した基準、すなわち、

長成期の完成級まで復帰した型を備えた基台の上で、真の父母から祝福を受けることに
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より重生(原罪清算)され堕落以前のアダムとエバの立場を復帰した後に、メシア、すな

わち真の父母に従ってさらに成長完成し完成実体になれば神様の直接主管圏内に上が

ることができるのです。したがって、完全な救いは真の御父母様の祝福を通してのみ可

能であるのです。アダム、エバが堕落した長成期完成級で、メシアの祝福により原罪を

清算しなければなりません。これが私たちが理解している祝福の意味です。 

 

しかし、堕落の血統を持った人間の立場では、長成期完成級まで到達するのは極めて難

しいことです。したがって、私たちが受けた祝福は真の御父母様の大きな恩恵の下に位

置的な祝福を受けたというふうに理解されていると思います。私たちは祝福を受けるに

値する心霊的基準に到達することができなかったので、位置的祝福を受けて更に成長し

その位置に到達しなければならない責任が残っているのです。故に、祝福家庭が脱線し

たりあるいは祝福を壊したとしても祝福は個人にして下さったのではないので、他の人

が代わりにその責任を果たしその位置を埋めれば良いのです。  

すなわち、真の御父母様は長成期の完成級に到達することができない私たちに、成婚問

答により誓約したので祝福を許諾されたのです。 

真のお父様は、祝福式に参加した善男善女たちに4項目の成婚問答による誓約をされ、

それを条件にして祝福を許諾して下さいました。 

 

したがって、祝福式に参加した善男善女たちが真のお父様が質問される4項目の成婚問

答に対して「はい!」と大きな声で返事をし誓約することで、真の御父母様は神様に成

婚のための祝祷をされ、成婚を宣布して下さることができたのです。  

すなわち、真のお父様は4項目の誓約を通して「はい!」という約束を受けられて、それ

を条件にして祝福の恩恵を下さいました。つまり、長成期完成級まで到達することがで

きなかった新郎新婦が誓約し、真のお父様はその約束の返事を条件にして祝福をして下

さったということをはっきりと知らなければなりません。上の4項目の誓約をしなけれ

ば、堕落人間として神様と真の御父母様から祝福の許諾を受けることはできないのです。 
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しかし残念ながら、真のお父様の聖和以後に、4項目の祝福の成婚問答が無くなりまし

た。代わりに、新しい成婚問答は形式は似ていますが、内容の全く異なった1項目だけ

の成婚問答が祝福の条件として変更されました。  

 

文姸進、文情進、真の家庭の成婚式の成婚問答を見て下さい。基元節以後、統一家の祝

福行事では変更された成婚問答を使っています。  

＂天の父母様を中心に侍り、絶対信仰、絶対愛、絶対服従する真の家庭を築きますか?

＂と、このように1項目の約束に変更されました。  

 

成婚問答は、一般の結婚式で主礼が新郎新婦に儀礼的に大まかに約束をするそんな内容

のものでしょうか? 絶対に変えてはならない神様と真の御父母様との約束です。  

真のお父様が決められた誓約で祝福を受けなければならないのに別の誓約の内容が入

れば、それは真のお父様の祝福ではありません。真のお父様が決められた成婚門答で誓

約をすることで祝福家庭になるのです。 

他の内容で誓約をすれば堕落家庭になるのです。これも理解できないですか? 

 

成婚問答が、ただ、意味もなく作られたのではないのです。私たちは創造原理から成婚

問答の意味を探すことができます。文章の最後に＇約束しますか?＇という言葉を入れ

たからといって成婚問答ではないのです。内容が創造原理に合っていなければなりませ

ん。私たちは結婚の祝福式以外にも天一国入籍祝福式や王権即位式など真のお父様の在

世時に祝福式に何回か参加しましたが、いつも同じ成婚問答をされました。そして、そ

の度ごとに「はい!」と大きな声で返事をしました。何の意味もなく、儀礼的に成婚問

答をしたのですか? 真のお父様は徹底しておられる方です。祝福家庭に対し、約束を

したことを条件に祝福をしてくださいました。  

基元節以後の祝福式に参加した家庭連合の食口たちは、真のお父様の主管される祝福家
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庭として戻って来るために偽の祝福式を受けたことを悔い改めて、＂真のお父様の権限

圏に戻って来る祝福＂を再び受けなければならないのです。 

 

考えてみて下さい! 長成期完成級まで到達できていない新郎と新婦が神様の御意の通

りに生きるという約束をせず、どうして神様が祝福をしてくださることができるでしょ

うか? それも、神様ではない他の存在に誓約をしてしまったのに... 

神様と真のお父様がどうして祝福を認めて下さることができますか? あり得ないこと

です。基元節の祝福(2013年1月13日)は神様と真のお父様とは何の関係もない祝福であ

り、創造原理にも合わない祝福です。天の父母様という名前の天使長の祝福です。  

原理的にみてもこのような祝福はあり得ないのです。誤った祝福です。 

基元節以後、祝福を受けた全ての家庭は真のお父様が下さった聖酒ではなく、天の父母

という存在が与えた聖酒を飲んで新しい祝福を受けました。したがって、以前、メシア、

真の御父母様から受けた祝福は無効になりました。そして、真のお父様と全く関係のな

い天使長の祝福家庭に変わってしまったのです。恐ろしいことが起きてしまいました。

しっかりしなければいけません! したがって、現在の家庭連合の組織の中には祝福家

庭がありません。過去には祝福家庭であったかもしれませんが、今は神様と真の御父母

様の祝福とは関係のない立場に堕ちてしまったのです。2世もいないのです。  

 

文亨進様がなぜそんなにも家庭連合の食口を咎められるのか、これで理解できました

か? 文亨進様は、自分でも知らないうちに誤った祝福を受けた家庭連合の祝福家庭を生

かして下さるために、２年近く皆さんを呼び続けられたのです。皆さんが再び真のお父

様のところに戻って来るようにと、喉が張り裂けんばかりに叫ばれました。  

文亨進様は、なぜ、家庭連合の指導者たちに向かって「詐欺師だ。」と怒られるのか、

まだ理解できませんか? なぜ、皆さんに向かって「馬鹿だ、愚か者だ。」と叱りつけ

られるのか、まだわからないですか? 
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＂真のお父様の権限圏に戻る祝福式＂を受けなければ、天使長は絶対に家庭連合の食口

たちを放してはくれないでしょう。天使長の聖酒を飲むことにより、血統が変わってし

まったからです。 

文亨進様は真のお父様から代身者、相続者として祝福を受けられ、万王の王の戴冠式を

通して満天下に真のお父様の後継者であると宣布されました。それだけでなく、真のお

父様から真の家庭の祝福、2世祝福、1世祝福、既成家庭祝福、霊人祝福の権限まで委譲

されたことを知らなければなりません。したがって、文亨進様を除外し行われる祝福は

あり得ないのです。 

 

皆さんは、偽の祝福を受けました。真のお父様の代身者から再び祝福を受けなければな

りません。お母様がお一人でされる祝福は、祝福ではないのです。祝福は神様を中心と

して代身者、相続者夫婦が行って下さるのです。  

したがって、文亨進様が行って下さる祝福だけが本当の祝福であり、それ以外の祝福は

全て! 全部が! 偽物です。誰が聖酒を造ることができますか? 真のお父様がおられ

るのなら別ですが、聖和以後は代身者、相続者だけが聖酒を作ることができます。聖酒

には天の血統が入っています。家庭連合が与える聖酒は、天使長が与える聖酒です。過

去に真のお父様が下さった聖酒ではないのです。 

 

 

5) 献金の強要 

 

家庭連合は、この世の中にあるどの宗教よりも多くの献金を要求しています。  

もちろん真のお父様の在世時にも、莫大な献金摂理があったことは否定しません。真の

お父様の在世時には、天文学的な資金が摂理の一線に投入されましたね。政治、経済、

マスコミ、社会、文化、芸術、教育、救護、奨学、ピースカップ、宗教統一運動、世界

平和運動、南北交流、韓日海底トンネルなど…とても目覚ましく摂理の進展が成されま
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した。アメリカのような大きな国家でもすることができないほどの摂理的プロジェクト

が推進されました。  

しかし聖和以後、真のお父様が推進された世界的摂理活動の大部分が縮小や中断されま

した。現在も続けて推進されている摂理事業では、何が残っていますか? しかし、献

金摂理は今もなお、拍車に拍車がかけられています。  

真のお父様の聖和以後に、韓鶴子お母様は＇中断なき前進＇を宣布されましたが、実際

にはほとんどが中断されました。しかし、献金摂理だけは＇中断なき前進＇を続けてい

ます。  

 

家庭連合のように献金をたくさん要求する宗教は、この世の中にはないでしょう。つい

この間も、日本の食口たちに8月30日まで一家庭あたり21万円、伝道3人、祝福1人(献金

140万円含む)を勝利するよう言いました。献金が戦争ですか? 献金を納めれば勝利す

ると言っていますね。笑わせます。それだけでなく、献金をたくさんして親孝行賞をも

らいなさいと言っているそうです。献金できなければ孝行者ではないということです

か? そしてまた、別の名目で献金するようにと献金のノルマをずっと与えています。

侍墓(じぼ)献金40万円、真のお父様の聖和三周忌献金12万円など、いちいち列挙しにく

いほど多様な献金のノルマが次から次へと出されています。(侍墓...昔、父母の喪中に

その墓のそばに小屋を建て3年間暮らしたこと）  

また、献金精誠というのもあるんですね。亨進様がお母様の所に戻って来られるように

献金で精誠を尽さなければならないそうです。そして、食口の各家庭別に面談までする

そうです。いくらまで出すことができるかを調べる面談でしょう。あるものは全て根こ

そぎ...という意味ではないでしょうか?  

一体、＇文亨進様のために＇という名目で集めた献金は文亨進様に送るつもりなのでし

ょうか? 今年(2016年)6月には＇四大聖物の下賜＇という名目でまた献金をするように

言いました。本当に大した組織です。  
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真のお父様が南北統一のために運営されていた平和自動車が真のお父様の聖和以後に

北朝鮮政権に献納したという話を聞きました。裏事情については全く知ることができま

せん。平和自動車は、南北統一を目標にした経済協力のために莫大な公金を投入して設

立した工場です。統一はまだ遠いにもかかわらず、現在運営をあきらめて献納した背景

を食口たちは全く知ることができないのです。可哀相な家庭連合の食口たちに、摂理の

ためであるという名目で途方もなく莫大な献金ノルマを課しながら公的財産運営につ

いて、なぜ知ってはいけないのでしょうか？ 

そして、連日のように聞こえてくる公職者の公的資産に関する疑惑については、どのよ

うに受けとめなければならないのでしょうか? 

 

日本の食口の中には、献金の借金のために家を失い、親戚らにも村八分にされ、住む所

がなく、路頭に迷うような境地に陥った人もいると聞きました。日本のある2世は、一

日一食だけの食事を学校で提供する無料給食に依存するという話も聞きました。食口た

ちを絞りに絞り出しさらに絞り出して、血まで全て絞り出してもまたさらに絞り出そう

としているのではないですか? 摂理のためですか? 食口たちを金融債務不履行者や

乞食にさせる摂理とは、一体どんな摂理でしょうか? 

一体、現在成されている摂理に対する活動には何がありますか?  

この度、鮮鶴記念館を建てるために九里の水沢里聖地は売却されることになりました。

九里の水沢里修練所は、統一家のほとんどの食口が原理修練を受けた所であり、信仰の

故郷のような場所です。 

食口たちは投票で反対の意志を明らかにしたにもかかわらず、これを無視して再び投票

をするよう強制し、結局、売却することに決めたのです。これが民主主義による選挙方

法だといえますか? これでも、食口たちの意見を聞いて決めたといえるのですか? 本

当にひどい話です。アメリカのニューヨーカーホテルも、ボストン教会も他人の手に渡

るそうです。歴史的に保存しなければならない聖地と建物を全て売却処分し新しくやろ

うとしている事業とは、鮮鶴記念館の建物ですか? 一体、聖地を売って何を記念しよ
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うというのでしょうか? 

 

食口たちは献金摂理に動員され、神宗族メシア活動をするようにと街頭でチラシを配り

歩き...結婚できない農村の独身男性を伝道し原理修練もきちんと受けさせないで、す

ぐ祝福を受けさせます... 祝福献金がいくらですか? 祝福の為の献金が600万ウォン

(60万円)ですか? 日本は1400万ウォン(140万円)だそうです。祝福式のどこにそのよう

な多額のお金がかかりますか? 自分が指輪、背広、ネクタイ、ベールまで全て準備す

るじゃないですか? そのようにすることが天一国の主人だとでもいうのですか?  

率直に言って、まるで天一国の僕か奴隷ではないですか? 家庭連合の指導者に聞いて

みたいです。日本の食口たちは献金摂理に動員され、家を売って献金すれば福を受けま

すか? 家を担保にし退職金まで捧げ借金して金融債務不履行者になって、路頭に迷っ

てもいいというのですか? 家庭連合では、献金が限界に達すると食口が家を担保にし

て銀行からお金を借りることもあるそうです。家を担保にしてお金を借りれば、後で利

子と元金を返して担保を解除してあげなければいけないのではないですか? 解除して

あげたことはありますか? 私は解除してあげたということは聞いたことがありません。

お金がなくて、解除してあげられなかったのですか？しかし、幹部は贅沢な暮らしをし

ていますね。本当にひどいです。 

亨進様は、家庭連合の指導者たちが公的資産を全て売る前に、全て処分して日本の食口

たちの献金による借金を返してあげるよう指示されました。  

 

財団理事長の文国進様と後継者の文亨進様は、なぜ急に免職になりアメリカに行かれた

のか、食口たちは何も知りませんでした。  

文亨進様と文国進様は教会を建て直すために貪欲な教会指導者たちと妥協せずに真っ

向から闘われたせいで免職にされたのではないですか?  

 

 


