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1) 真のお父様聖和後のお母様の主張 

 

＜2014年 10月27日＞ 

私を教育した人は誰もいない。独生子と独生女は同等です。独生子が独生女を教育した

とは言えない。 

 

<2014年 9月12日 文妍進様、文情進様の聖婚式直後の韓鶴子お母様の主張> 

「ところで皆さんは聞いたかも知れないが、私は天の父母様の保護圏で育った。母胎か

ら堕落した人間たちとは分離されたのだ。それを知らなければいけない、皆さん。それ

故、誰かが私に原理を一言も語らなくても私は自らこれが私の行くべき道であるなら行

く。私一人によって天の父母様が解放され人類が解放されるという強迫感だ。」 

「これ(堕落の血統を脱ぐこと)は誰でも出来ないのだ。独生女しか出来ない。 独生女

確定者。お父様はイエス様が現れてご自身が成すことが出来なかった使命を果たして下

さいと言われた時、そのようにスイッチされた(血統が切り替わった)のだ。分かった?

天は始まりと終わりが同じ。独生子というのは二人存在しないでしょ。一人だ。一人。

だけど独生女はいなかったじゃない...だから私じゃないとだめなのだ。私以外は誰も

出来ない。それを知らないといけません。皆さん。皆さんはみな祝福受けただろう?」 

 

(説明) 私(独生女)は母胎から堕落人間と分離、即ち血統が転換された..血統を脱ぐこ

とは独生女しか出来ない。独生女以外は救いを与えることは出来ない。 

真のお父様はイエス様に出会ってスイッチ、即ち血統が転換されたと主張しています。

イエス様に出会う前までは堕落の血統だったということです。真のお父様がメシアであ

ることを否定し、自分が独生女メシアであり自分を通してのみ救われると主張している
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のです。 

 

それ以後、韓鶴子お母様は真のお父様の御言とは逆行する主張をし続けました。 

「私もメシアだ。」 

「お父様は原罪のある血統だ。」 

「私は独生女だ。」 

「私は神だ。」 

その後、韓鶴子お母様の態度は更に変わり、真のお父様を無視し消してしまおうとする

行動を何のためらいもなく行い続けました。公式の場でも真のお父様のお写真を撤去し、

椅子も真のお父様の位置に座ったと思いきや、今ではお父様の椅子さえも無くしてしま

ったといいます。これは真のお父様とは赤の他人として別れたことをはっきり宣言する

行為であり、思慕や懐かしさ、尊敬心などは消えてしまいました。 

 

 

2）お母様に対する真のお父様の御言 

 

(1）90年代前半 

 

〈1992年 7月30日 御言選集 233巻 p.87> 

お母様は聖神です。聖神を裏切ったら許されません。再び生きる道がないというのです。

許そうとしても元も子もないのです。お母様は生命を復活させる方です。再び産んで祝

福するのです。 

 

〈1993年 10月15日 御言選集 250巻 p.340 済州国際修練院〉 

もし先生が死んだらどうなりますか? お母様がされます。お母様でしょう? 先生が霊

界に行くといってもお母様が地上にいれば霊界と地上界の統一圏が生じるので、いつで
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もお母様がいる地上に来て一緒に住むことが出来るのです。 

 

〈1994年 3月17日 御言選集 258巻 p.138〉 

韓国やアメリカで「文先生は80のお爺さんだから後継者、二代教主は誰になるのか? 

準備しなければ統一教会は滅亡し流れてしまうのに...」と心配しています。そんな心

配はするなというのです。お母様を二代教主にしても充分な女性として確実に準備して

いるのです。 

 

(説明)この時は御子女様(国進・亨進様)がまだ幼く、当時お母様は絶対対象の位置を守

っておられました。 

しかし90年代後半に入ると、真のお父様はお母様の不足さに対して心配をたくさんされ

ながら、お母様に絶対信仰、絶対愛、絶対服従をしなければならないと警告されました。 

 

(2) 90年代 後半以後 

真のお父様は真のお母様に対して叱責もされ、責任を果たさなければならないと警告の

御言をたくさん語られました。責任を失敗したらお母様も変えられると言われました。 

 

<1999年 10月 15日 御言選集 312巻 p.177 祝福を通じた摂理(ウルグアイ)> 

お母様も絶対信仰、絶対愛、絶対服従です。自分を中心にしてお父様に絶対信仰、絶対

愛、絶対服従ではありません。それまでお母様は絶対に従って来なければなりません。

（中略） 

それでここにいるお母様は自分の考えを持って巣を作る(自分勝手にする)ようになっ

たら、問題が大きいというのです。先生はそこに引っ掛かりません。本当にそうなった

らそれを乗り越えます。山を再び作るということです。 

今、完成時代に入ってお母様が責任を果たせなければ、お母様の後継者はいくらでもい

るというのです。 
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(説明) お母様が真のお父様に従わず自分の考え通りにすれば、お母様を捨て新しいお

母様を立てることもあるという御言です。 

 

<2000年11月11日 御言選集 456巻 p.465 家庭連合時代 主要儀式と宣布式>  

父と息子が直系に連結されるのです。ここには母が必要ありません。 

母子協助時代と父子協助時代は違うのです。絶対服従しなければいけないのです。この

御言はお母様に対する御言です。 

 

<2002年 10月 8日 御言選集 393巻 p.318 決意大会と八段階完成の道>  

お母様も知りません。お母様が知ればお母様が復帰するのか? お父様から学ばなけれ

ばいけません。お母様は絶対信仰、絶対愛、絶対服従しなければいけません。最近、お

母様は世界のどこに行っても歓迎されるけれど、真のお父様を忘れてはいけません。そ

うなるにつれ、私は最高に上がってお母様を最高に立てるとしたらお母様は地獄の底に

下りて行かなければなりません...分かりますか?「はい。」 

 

(説明) 真のお父様はお母様は復帰摂理に対して知らないと話されました。それ故にお

母様は真のお父様に絶対に従って来なければいけないという御言です。もしそうでなく、

お母様が自ら高くなろうとすれば、お母様は地獄の底に行くという御言を語られました。

韓鶴子お母様は真のお父様聖和後、学ばなくても元々全て知っていたと言いました。真

のお父様から学んだことはないと言いました。真のお父様の御言と韓鶴子お母様の主張

が完全に反対です。では、二人のうち一人は嘘をついていることになります。お母様は

地獄の底に下りなければならないと話されました。皆さんには想像も出来ない御言です。

お母様が絶対対象にならなければ、お母様は地獄に行かねばならないと明らかに語られ

ました。文亨進様がお母様を叱責されるのは親不孝だから言われるのではありません。

真のお父様の御言なのです。 
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<2009年 1月 24日 御言選集 607巻 p.11-12 順理の天国に通じる解説法> 

それだから、先生には何もありません。今回は一銭一文も私の財布にありません。お母

様に預けましたが、お母様はぎゅっと握ってお金を自分勝手にしようとしているのです。

思い通りにするというのです。「あなたはあなたの行きたい通り行き、私は私が行きた

い通り行く。」と言ったのです。私が朝どれだけ深刻だったか。日が昇る前に日がなく

真っ暗な世界、電灯が砂浜を照らすかの様なそんな気分で明け方出てきました。 

今日は大変革を起こすというのです。お母様は勝手にしろというのです。 

 

（説明）お母様が真のお父様の御意と反対の方向に行っているという心配の御言です。

真のお父様は悲惨な心情を吐露されました。 

 

<2000年 3月 6日(月) 漢南国際研修院> 

最後にはお母様が問題になります。お母様が堕落したので抜けるのです。それで父子時

代に入るのです。息子がお母様を呼んで立てることもできるし、お父様もお母様を呼ん

で立てることも出来るのです。今まで復帰されませんでした。お母様に対して息子がそ

の様に出来なかったし、お父様がそのように出来なかったけれど、今、堕落したエバを

中心にこれを離れなければいけません。母子協助時代を過ぎ今頃になって…。母子協助

時代には未だ国がありません。国を立てるなら父子協助時代に入らなければならないの

です。お母様を見たら血統が違います。血統として残るのは父子が残るのです。分かり

ますか、何のことか?「はい。」お母様は畑です。畑。種は畑だけあればどこに植えて

もいくらでも実るのです。それ故に父子関係は血統が連結されているということなので

す。堕落によって血統が間違ったことを否定しなければいけません。お母様を中心にし

て出た母子協助時代が父子協助時代に入ることにより、天の国の伝統的な基準、個人基

準、家庭、氏族、民族、国家基準が設定されれば全て終わるのです。 

今そういう時代なのです。そこに自分の所有権や何かはありません。父子の関係が成さ
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れる前には所有がありません。自分の所有は何ですか? 

堕落した時代時代において、お母様を通して間違ったサタン圏を造成した全ての所有は

否定しなければいけません。それ故にお母様がいなくてもお母様をいつでも探して来る

ことが出来るのです。 

何のことか分かりますか? 母が責任を果たせなくなれば、息子と父だけいれば母はい 

くらでもいるということなのです。アダムだけいれば母のエバは創造出来るでしょう?

アダムの息子が堕落しない血統になれば、女性はいくらでもいるのです。いくらでも探

し出せるということなのです。 

 

(説明) 最後には母が堕落すると言われました。真のお父様と息子が一つになれば、母

が間違ったら母を叱責することも出来るし、責任を果たせなければ他の女性を探し立て

ることも出来ると語られたのです。 

 

<御言選集 613巻 p.178> 

母の行く道は何ですか? 母が「あなたはあなたの行く道を行き、私は私の道を行きま

す。」とは出来ないのです。母は息子、娘の尻を捕まえて父を捕まえなければならない

立場にいます。 

 

(説明) 母の行く道というのは、真のお父様と息子に従わなければなりません。血統に

従わなければならないということです。 

 

<御言選集 613巻 p.50> 

先生に対して釘打ちし傷つけた人（心を深く傷つけた人）を誰が許してあげますか? 

お母様でも許しがないというのです。そんなお母様は天国に連れていけず、そんな息子

娘は天国に連れて行けないというのです。ためらうことがありますか? 65億だけでな

く、数千億を中心に私の言うことを聞くか聞かないか、既に決めて出てきたというのに。 
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(説明) 真のお母様と真の御子女様だとしても真のお父様の御旨に背信したら、真のお

父様とは関係がないという御言です。 

 

<2009年 6月5日 御言選集 613巻 p.149 真の父母の行く道と歴史を生かす組織> 

先生の家庭がどれだけ複雑な家庭でしょうか。立つ場のない家庭です。その傷を全て隠

して天宙安息圏の絶対性、愛のお父様の精子が定着出来る先祖の地に定石を置かねばな

らないのに、定石を置くことが出来ませんでした。(中略) 

2013年1月13日が過ぎるまでお母様自身が位置を掴めなければ大変なことになるのです。 

それだから、お母様を解放してあげました、断食もさせませんでした。 

 

(説明) お母様が位置を掴むという御言は何のことでしょうか? 自分の位置、即ち絶対

対象の位置を最後まで守る事です。メシアであられ、万王の王であられる真のお父様の

御言と宣布と御旨を絶対的に守ること以外に何があるでしょうか？ 

 

<2009年 7月 13日 御言選集 614巻 p.95-96> 

父子協助時代宣布は知っている食口が多くないということを知らねばなりません。 

逆に母権時代に摂理が後退しているのです。お母様を再び作らなければいけません。再

び作ろうとするので、90歳になった今まで育てているよ。あと3％残っています。 

 

(説明) お母様は完成されたのではなく、責任がまだ残っているという御言です。 

 

<2004年 7月19日 御言選集 461巻 p.26 家庭盟誓の完成と真の父母に侍る生活>  

皆さん、お母様は生まれつき姫のように生まれ、お母様のように再臨主の妻として生ま

れたのだと思いますか? 言ってみなさい。堕落した血統を持って生まれました。園の

真ん中に汚水が出ていて、石の間から流れ出るわき水の一滴よりも大きい女性になった
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かと問うた時、返事が出来ません。 

 

(説明) 真のお母様は堕落した血統だということを明らかに語られました。 

 

<2010年 7月 1日(陽)統一世界2010年 7月 神様の祖国と故郷は韓国(麗水)> 

天暦2010年5月15日 その日が重要です。早朝3時25分、これがお母様とお父様が最後に

宣言した秘密文書です。それは夜昼の神様も知りません。 

天暦2010年5月15日早朝3時35分は何か? この時を中心にここ韓国と今後の方針を秘密

裏にお母様と約束した、お母様は間違いなくお父様と一致して行くというその約束をし

たのです。それ以前はお母様が父母様と一つになって行くという約束をしませんでした。

神様と地と世界に公布することが出来ませんでした。 

…堕落した世界の終幕前においてお母様、お父様、神様を中心に約束をしますが、3時2

5分、これが天暦2010年5月15日の早朝3時25分の出来事です。 

…「したがって、旧約、新約、成約時代の完成、完結、完了の時代を迎え、真のお父様

と真のお母様との最終一体圏を完成、完了した全体、全般、全権、全能の時代を奉献す

る事を表する!」 

 

(説明) これはとても重要な御言です。2010年5月15日早朝3時 25(35)分にお母様は、真

のお父様と絶対的に一つになるという約束をされたといい、これを最後に宣言した秘密

文書だと言われました。お母様はお父様と間違いなく一致する、一つになって行くとい

うその約束の土台の上で真のお父様と真のお母様が最終一体圏を完成、完了した全体、

全般、全権、全能の時代を奉献すると言われました。明らかにそのようになっています。

しかし、もしお母様がその約束を守らなければ、即ち、真のお父様と一致して行かずに

お母様が主体になって別の道に行かれたならどうなるのでしょうか？ 

真のお父様がお母様と最終一体圏を完成、完了した全体、全般、全権、全能の時代を奉

献したことはどうなるのでしょうか? 真の御父母様の御名によって神様に奉献したの
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で、失敗にはならないのです。しかし、約束をしてしまったお母様はその場から退かな

ければならないのです。 

 

<2010年 9月 3日 統一世界 2010年 10月号 p.10 天地人真の御父母様の御言 真の父

母実体御言宣布の意味(天正宮)> 

先生が生涯、立ち向かいながらあらゆる冷遇を受けても耐えたけれど、13年まで耐える

力がありません。文総裁が下に下がる道がありません。どんなに行こうとしても回って

も反対に行く道がないので、私は私の行く道を離れざるを得ない宣布式（※お母様と最

終一体宣布式）をして発たなければならないのです。 

今も亨進は父母様をつかんでいます。手をつかむなと言っても手をぎゅっと握って 

「アイゴー、 アッパ(父さん)! 私が手をつかんだら放せと言わないで下さい。私はこ

の手を放したら死にます。」と言うけれど、その通りです。私が手をぎゅっと握ってあ

げるのです。「私をつかんで行け!」こうなのです。50の峠を越えなければいけません。

そう、謙遜なんです。何処に行っても自分を立てることを知りません。  

 

＇天国を開く門 真の家庭＇ ＇平和の主人、血統の主人＇が何ですか? 家庭ではない

ですか? 誰の家庭ですか? 父母様の家庭！お母様と私と完全に一つになったという

最終一体圏の上で服従するという宣言の下でことが全て始まるのです。…(中略) 

皆さんは座ってもつかまって立ち上がらなければいけません。お母様もそうです。お母

様も私がつかんであげるのです。私をつかまなければいけません。私をつかめというの

です。私は倒れません。私をつかんで最後まで信じるなら共に行くことが出来るのです。

そのことを決定する瞬間に、歴史の宿命的決定の時間であり宣布の日として神様も待た

れて来たので、その日を今朝宣布しました... 

 

(説明) ⑴ 悲しいことに、真のお父様はご自身が基元節以前に聖和されることを既に語

られました。2013年まで耐えられないという御言です。そこで真のお父様は宣布式(真
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の父母様の宣布式)をされて逝かれるという御言です。それで約束のもとに最終一体を

宣布されたのです。それ故、お母様は真のお父様に絶対対象として最後まで残らねばな

りません。したがって、真のお父様の責任はありません。お母様の責任が残っていまし

た。 

⑵ 真のお父様は亨進様と一つになるということを予め御言として下さいました。亨進

様の手を握って下さるということです。真のお父様が主管して下さるという約束です。

最後まで真のお父様をつかんで行けと語られました。真のお父様に似ていると言われま

した。 

⑶ 再度強調されました。全てのことはお母様は真のお父様と完全に一つになったとい

う最終一体圏の上で全て始まると語られました。お母様は必ず真のお父様との約束を守

らなければならないのです。お母様が真のお父様を最後まで信じてつかまらなければな

らないのです。何故その様な御言を語られたのでしょうか? つかまらずに離れる可能

性があったから語られた御言だと考えられます。服従するという宣言を守らなければど

うなるのか? 一体になることが出来ません。文亨進様は今アメリカでお母様に言われて

いる御言の内容をみると、真のお父様から離れるなと警告されているのです。 

 

<2011年10月10日(天暦) 統一世界 2011年 12月号 p.5 祝福の日、栄光の日> 

その時は特に、神様お父様、夜の神様、昼の神様が結婚する前に文総裁が三度目の真の

父母の結婚式をしなければならないというのです。真の父母の結婚式が出来ませんでし

た。D-dayの日は真の父母の三度目の結婚式をするのです。一度目、二度目、二度目ま

でして三度目が最後です。その時は王の神様、真の父母になるので、夜の神様、昼の神

様を…独自的な面で天下に君臨することの出来る祝福の日が次に訪れる D-day に真の

父母の名を持った結婚式の日なのです。 

 

(説明) 真のお父様は最後である三度目の真の父母の結婚式が残っている。真の父母の

結婚式が出来なかったと言われました。その位置が全てのものを成した完成の位置では
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ないでしょうか? これがずれたら完成でないということです。基元節に真の御父母様

の３度目の結婚式がありましたか? ありませんでした。韓鶴子お母様の女王の即位式

だけがありました。 

 

<御言選集 38巻 p.257-258 人生の行く道  議政府地区巡回集会での御言> 

宗教の中で最高の宗教がどんな宗教か? 宗教の中で神様を主人だと呼ぶ宗教がいいで

すか、神様を父と呼ぶ宗教がいいですか?「父と呼ぶ宗教がいいです。」この世の天地

には宗教が多いですが、私たちは神様を主人と呼ぶ宗教でなく神様を父と呼ぶ宗教を探

していかねばなりません。では、数多い教祖たちの中で「私は神様の息子だ。息子の中

でも独生子だ。」と叫んで出てきた人がいるかというのです。息子も多数だと気分が悪

いというのです。「神様の前では私しかいない。独生女もいらない。私は神様の愛を丸

ごと独占した独生子だ。」と主張するその様な教祖がいたなら、その人は教祖の中でも

王の教祖です。 

 

(説明) 神様の前では独生子しかいないという御言です。神様の愛を丸ごと独占するこ

とは独生子だという御言です。独生女もいらないということです。 

真のお父様も独生女という御言を語られましたが、今、家庭連合で主張する独生女理論

とは全く違う御言です。真のお父様が語られる独生女は天を代身した独生子の精子を受

けて罪のない子女を誕生させる任務を持った独生女です。したがって、メシアの血統を

受ける真のお母様の位置は聖別された過程を経なければならないのは明らかです。しか

し原罪のない血統はメシアであられる真のお父様しかいません。最近、韓鶴子お母様が

語られる独生女は独生子よりも上にいる摂理の主役になる独生女です。即ち、女性のメ

シアだというのです。真のお父様に対して主体格に立とうとしている独生女です。これ

は原理に違背します。真のお父様が認定された独生女ではありません。お母様は明らか

に堕落の血統から厳格な聖別の過程を経て選択された方です。したがって、韓鶴子お母

様は真のお父様の血統を高め敬わなければならない立場です。真のお父様の血統を原罪
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があると否定し韓氏の血統を純血な血統だと前面に出し、真のお父様の血統を否定し追

い出すことは真のお父様の御旨に逆らい、原理を破壊する行為です。 

 

<2000年 3月 6日(月) 漢南国際研修院で 真のお父様の御言> 

最後にはお母様が問題になります。お母様が堕落したので抜けるのです。それで父子時

代に入るのです。息子がお母様を呼んで立てることもできるし、お父様もお母様を呼ん

で立てることも出来るのです。今まで復帰されませんでした。お母様に対して息子がそ

のように出来なかったし、お父様がその様に出来なかったけれど、今、堕落したエバを

中心にこれを離れなければいけません。母子協助時代を過ぎ今頃になって…。母子協助

時代には未だ国がありません。国を建てるなら父子協助時代に入らなければならないの

です。お母様を見たら血統が違います。血統として残るのは父子が残るのです。分かり

ますか、何のことか?「はい。」お母様は畑です。畑。種は畑だけあればどこに植えて

もいくらでも実るのです。それ故に父子関係は血統が連結されているということなので

す。 

堕落によって血統が間違ったことを否定しなければいけません。お母様を中心にして出

た母子協助時代が父子協助時代に入ることにより、天の国の伝統的な基準、個人基準、

家庭、氏族、民族、国家基準が設定されれば全て終わるのです。 

それ故に、お母様がいなくてもお母様をいつでも探して来ることが出来るのです。 

何のことか分かりますか? 母が責任を果たせなくなれば、息子と父だけいれば母はい

くらでもいるということなのです。アダムだけいれば母のエバは創造出来るでしょう?

アダムの息子が堕落しない血統になれば、女性はいくらでもいるのです。いくらでも探

し出せるということなのです。その言葉が分かるか、郭錠煥(カクジョンファン)?「は

い。」 

 

(説明) 真のお父様はお母様を堕落したエバだと言われました。最後にはお父様や息子

がお母様に命令出来るという御言です。家庭連合の人たちは全く悟ることが出来ずにい
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る御言です。どうするのですか? また御言を否定しますか?  

最後にお母様が問題になり得るという警告の御言です。お母様が失敗したらお母様は新

しく作ると言われました。御言の意味をはっきりと知らねばなりません。 

アダムの息子が堕落しない血統にさえなればお母様は重要ではないという御言です。現

在の状況を全て見透かされているかのように語られました。家庭連合の食口の皆さんは

言い訳が出来ません。 

真のお父様は基元節を思われ、2012年1月19日にお母様に警告されました。「お母様が

お父様と別の道を行っている。お父様の御言を聞かずお母様が自分の言うことを聞けと

言うのはルーシェルよりもっと恐ろしい存在だ。そんなお母様に従う者は鬼だ。」と言

われました。そしてお母様を前に立たせられ、その後ろに石俊淏(ソクジュノ)、尹晶老

(ユンジョンノ)、黃善祚(ファンソンジョ)、金孝律(キムヒョユル)の４名を立たせ、絶

対服従を誓う儀式をさせたというのです。  

 

(説明) 真のお父様はお母様にルーシェルよりもっと恐ろしい存在になり得ると言われ

ました。ルーシェルが誰ですか? 人間の先祖を堕落させ天の摂理を滅ぼしたサタンで

す。真のお父様が何故こんなにもひどい御言をお母様にされたのでしょうか? アダム

とエバは未完成期に堕落しましたが、お母様が堕落する様になったら真の父母の摂理を

台無しにすることになるためです。ルーシェルよりもっと酷い存在になるという話しで

はないですか? 

 


