
aspiration.” “The greater hope, the 
more value and worthwhile one’s 
life is.” This was the philosophy of 
This man, and he tried to solidify this 
philosophy to the students. There was 
a motive for This man to find a way 
not to die with a great aspiration. It 
came from that everyone does not like 
to die, regardless of who they are.

Where did the idea of disliking 
death come from? It came from 
our parents. Life is also inherited 
from one’s parents, and the heart of 
disliking death clearly came from 
one’s parents. Parents are inherited 
from one’s grandparents, grandparents 
came from great grandparents, tracing 
back, great great grandparents, and 
later Adam and Eve, the ancestors of 
mankind.

All our genetic factors come from 
Adam and Eve. As originally, Adam 
and Eve, the ancestors of mankind 
were the bodies of eternal life, so 
our life inherited from them dislikes 
death. He concluded that as Adam and 
Eve were to die due to the Forbidden 
Fruit, sin, if we remove the Forbidden 
Fruit, sin, we can live forever.

It is clear that if one solves the 
problem of sin, one can not die. This 
man realized this fact in his youth 
and he struggled not to commit 
sin. Having a bad mind was sin, he 
struggled with his heart. Anyone who 
is in puberty feel strange when they 
just look at the bottom of girls’ skirt. 
So This man looked down at the land 
not to look at the woman’s skirt. He 
tried and tried not to commit sin in his 
heart. Although nobody taught him, 
when he told a lie unintentionally, it 
was uncomfortable, so he prayed all 
night long repenting to God.*

Translation : Angel Kim

(This man refers to the Vitor 
of  the Victory Altar.)
The Garden of  Eden has alrea 
dy been restored
The seed that God has found for 
6,000 years is truly precious to God. 
After searching for 6,000 years, God 
found the seed (the seed of eternal 
life) and a way to live eternally, and 
you have finally obtained eternal 
life, due to your being laziness of 
obeying God, the work of heaven 
should not be delayed or should not 
fall into an unfavorable condition. 
Then there will be a situation that 
God should finish the work of heaven 
due to the dangerous situation that the 
whole work of heaven goes wrong. 
So, as it is now, there was a precise 
preliminary instruction to follow that.

Restoring the Garden of Eden was 
the will of God, only if God found 
Adam and Eve, the Garden of Eden 
was completed, so God did not need 
to labor any longer. 

God looked for a Victor in a 
difficult situation which God did not 
have a land and even God would be 
destroyed if there was not a Victor. 
Thus, through the heavenly kingdom 
that God has just made, the Victor, 
God, has worked to save millions of 
people in this world. 

God was surprised that people do 
not know that how precious the work 
of immortality is.

This man has thrown away all 
things, such as honor, property, 
relatives, and everything to gain 

eternal life, to be saved. For This man, 
only eternal life is the most precious 
thing in the world, and because 
he has the highest value in eternal 
life, he was able to throw away 
everything. So, God in This man who 
was expecting you to be the same 
persons as This man, has been greatly 
disappointed.

If I die, what are the needs of my 
family, what are the needs of my 
family, and what do my relatives 
need? Everything is useless after I die.

Yesterday, This man saw on a  
highway a man being killed by a car. 
He must have ruthlessly died at the 
front line of life with a living plan that 
would live well with the family. His 
dream was shattered at the moment. A 
person is worthless if he dies. People 
are precious when they are alive, if 
they die, they are no more valuable 

than insects. In spite of that, it is 
pitiable that people do not know how 
valuable immortality is.

This man calls out eternal life 
everyday, but foolish people laugh at 
him,“What, the way of immortality 
comes out?, where is it?, Do not say a 
crazy word”, that is pathetic. Because 
those people are ones whose values 
are not properly formed, they lack 
all the conditions to be saved. When 
a person dies, he leaves everything 
behind. And after death, there is 
nothing left behind. How happy 
it would be if there is a chance of 
another resurrection after the death, 
but with only one death, everything 
is over. If one dies, all things are 
finished. Although one sees such a 
miserable and terrible destiny in their 
lives, they do not know the value 
of eternal life, This man is really 

This man attempted suicide at the 
age of 19. There was a reason for this 
man's extreme behavior. The reason 
is that everyone lives at best 100 
years and dies. Besides, nobody lived 
happily for less than 100 years.

Because he knew that everyone 
grows old, catches diseases, lives a 
tough life, and dies finally. However, 
This man knew that the attempting of 
committing suicide by drowning into 
the Han River was failed due to the 
will of God, he was actively seeking 
the path of eternal life. He tried 
suicide because there was no hope of 
eternal life, but the reason that God 
saved seemed to teach there is a way 
of immortality somewhere, so This 
man had a strong desire for eternal 
life after the suicide attempt.

You must endure to the end 
any situation of  death. 

If This man had no hope of eternal 
life, he would have died. This man 
has made a very cool judgment that 
he did not need to live. Living ten 
years, living one hundred years, and 
dying now, people die anyway. If This 
man die now, he would suffer less 
hardship. So he decided it’s a wise 
thing to die. 

However, as This man has known 
that there is a way of eternal life, he 
has endured in the situation of death 
risking his life. This mam has lived 
with a great perspective since his 
childhood. This man taught students 
when he was young, “Have a great 

disappointed. Life without hope for 
eternal life is like the life of a dog 
or a pig. It is a frustrating matter to 
God that there is nothing to give such 
people.

As human beings are thinking 
creatures, they should be able 
to concentrate and discern.

Humanity is a thinking existence. 
Therefore, we have to think deeply 
and broaden our view of the future. 
However, God feels stifling when he 
sees that people do not have thoughts 
and do not have an ability to look at 
the future. As it is now, a person is 
living with a destiny that he or she 
will die of diseases, die by a disaster 
or die in an unexpected accident. 
But how amazing is it that there is a 
way not to die! But why are people 
not surprised? Everyone does not 
want to die, but they had to die, if 
there is a way to live forever, is it 
normal to be surprised? Those who 
are not surprised are not ones who 
are equipped with normal mental 
conditions. Although this is about 
human life, if people are not interested 
in it and do not have thoughts about 
it, their lives are like dogs’. 

You need to think about this 
in this time.

Anyone who has lived a limited life 
must listen to the secret of eternal life. 
And you have to practice it. You have 
to devote your life to practicing this 
secret.

私が、 遠大な抱負、 前を見通す眼目を持
ち、 死なない道を探す動機がありました。
それは、 人なら誰に限らず死を嫌うこと
に着眼したのです。
果たして 、死を嫌がる思いはどこからき
ているのでしょうか。 それは親からきた
のです。 生命も親から遺伝されたもので
あるが、 死を嫌がる心も親から遺伝され
たことは確なのです。 
親はおじいさんとおばあさんから遺伝さ
れ、 おじいさんとおばあさんは曾祖父か
ら、 そして、 さらに遡れば高祖父、 そのよ
うになればアダムとイブ、 すなわち、 人類
のに先祖まで遡ります。 私たちはアダム
とイブから遺伝されたものです。 もと、人
類の先祖アダムとイブが死のうとしても
死ぬことができない永生体であったので、
それから遺伝されたわれわれの人間が死
を嫌がるようになったのです。

アダムとイブが 「善惡を知る木の実」(罪）
によって死ぬようになったので、 我々の
人間が 「善惡を知る木の実」(罪）から抜け
出すことができれば、「永生」 を得ること
になるのは確かだという結論に至ったの
です。 罪さえ解決すれば、 人は死のうとし
ても死ぬことができないことは確かなの
です。 
私は、 若い時にこれを悟り、 罪を犯さない
ために死闘をはじめたのです。 心を悪く
もつのも罪になるので、 心で死闘をはじ
めたのです。
誰でも思春期には女性のスカートだけ見
ても心が変になります。 だから、 わたしは
女性のスカートを見まいとして地面だけ
を見て歩きました。 心でも罪を犯すまい
と心を砕いて努めたのです。*

編集者注
飜訳 尹金玉 勝師

「エデンの園」 はすでに回復した
六千年間捜してきた 「永生の種」 は神様に
は本当に大切なものでした。 六千年間捜
し迷った果てに、その 「永生の種」 を捜し
当て、そしてまた、 「永生の種」 を受け取る
方法が分かり、とうとう 「永生」 を得るこ
とになったというのに、皆さんが従順の道
を怠り、天地公事を遅らせ、不利な条件に
陥ってはいけないのです。
そにようになれば、 神様のみわざそのす
べてが危うい状況になるので、 しかたな
く終わらなければならない神様の事情が
ありました。 
従って、 それによる 周到綿密な事前指示
があったのです。

「エデンの園」 を回復すること、 これだけ
が神様のみむねだったので、アダムとイブ
を探せばこれが神様のみ旨であり、 「エデ
ンの園」 が完成されたから、 これ以上神様
は苦労をなさる必要がない立場に立たれ
ることでした。
勝った枝、 即ち、 勝利者の体がなければ立
つ地がなく、 神様さえも滅亡を余儀なく
されるそのような困苦の事情の中で神様
は勝利者を探されたのでした。 
そして、 神様がようやく成し遂げられ据
え置かれた天国、 やっと成し遂げられて
立たれた勝利者を通してこの世の多くの
人々を生かすためにみわざをおこなって
おられるが, この 「永生」 のみわざがどれ
ほど貴重なものであるかを人びとが知ら
ないことをご覧になって神様は驚いてお

られるのです。
私は 「永生」 を得るために、 救いを得るた
めに、名誉も、 財産も、 親戚も、 すべての
ものをごみのように投げてしまったので
す。 私には、 ひたすら、 「永生」 だけがこの
世の中で最高に貴重なものだったので、最
高の価値観を 「永生」 に置き、 全てのもの
を投げ捨てることができたのでした。
皆さんもやはり、 私と同じだと思って期
待しておられた私の中の神様は大きく失
望なさったのでした。 
自分が死んでしまえば自分に財産が必要
であり、 家族がなぜ必要であり、 親戚 が
なぜ必要なのでしょうか。
自分が死んだ後、 自分には何もいらない
のです。
昨日、 私は高速道路を走っていたとき、あ
る人が高速バスに跳ねられて死ぬ 光景を
見ました。 その人は、 家族と共にに良い暮
らしをしてみようという生活設計を抱い
て飛び 回っていながら、 無惨に死んでし
まったことに違いありません。 
彼の夢 は 「しまった」 という瞬間にバラ
バラになってしまいました 。

人間は死んたら何の価値もないのです
生きている時が大切であり、 死んでから
は微物の昆虫よりも劣るものが人間なの
です。 どころが, 人びとはどうして 「永生」 
の大切さが分からないのかと残念で息 苦
しいのです。
私は毎日 「永生」 ついて叫んでいますが、

人々は、 “なに？ 死なない方法が現れた?” 
“そのようなものがどこにあるんだ、 狂っ
た話をするな！” といいながらあざ笑っ
ています。 本当に情けない事です。 そのよ
うな人びとは価値観がきちんと形成され
ていないのであり、救われる条件が整って
いないということです。
人は誰でも死ぬときになれば、 自分が持
っていたものをすべて置いて死んでいき
ます。 そして、 死んだ後には何もなく空し
さばかりです。 死んだ後、 再びある再起の
機会があるなら、 どれほど幸なことであ
るか、 げれど、 ただ一度の死ですべてのこ
とは終わってしまうのです。 まことに、人
は死んでしまえば終わりなのです。
そのように、 悲慘で残酷な運命を目前に
置いて暮らしながら、 「永生」 に対する価
値を知らずにいることを見る時、私は真に
胸が張り裂ける気持です。 「永生」 に対す
る希望がない 「生」 というのは、犬や豚の 

「生」 と 何ら変わらないのです。そのよう
な者達に何を与えるかが、まさに神様の苦
しい事情なのです。
人は考える存在です。 だから、 深く考えて
将来に対する眼目を広けなればならない
のです。

人間は考える存在であるが、 余りにも考
えがなく、 眼目が短いのを見る時, 神様は
重苦しいのです。
人というのは時間が流れれば病気を患っ
て死んだり、 災害によって死んだり、 事故

でした。 “誰でも少し長生きすれば、老け、
病んで、 苦労だけ沢山して死ぬ” という事
がわかるようになったからでした。
しかし、 漢江に自分の身を投げた私は神
様のみむねで生き返るようになった事を
知り、 その後は積極的に 「永生」 の道を探
すことになったのです。

「永生」 の希望がなかったので、 自殺を試
みたが、 神様が生かして下さったのは、

「永生」 の道がどこにあるかということを
知らせてくださったように感じたので、 
私は自殺を図った後、かえって 「永生」 の
希望を強く抱くようになったのです。
私に 「永生」 の希望がなかったら私はつ
いには死んでしまった事でしょう。 その
当時、私はこの世でいきる必要がないと
冷靜に判断したのです。１０年経て死ぬが、
１００年経て死ぬが、 今死ぬが、 死ぬとい
うそれ自体は同じです。 いま死ねば、 苦労
でも減って死ぬ事になるから、 むしろ賢
明なやり方であると判断したことです。
ところが、 人が死なずに 「永生」 を得る道
があるということを知ったので、 私は命
をかけて死の境地にも耐え抜いたのです。
私は幼いころから遠大な眼目を持ってい
たのです。 若いとき、 私は教え子にも “遠
大な抱負を持て”  “希望が大きければ大き
いほど、 その人の生の価値と生がいはい
っそう光るものである” といいました。
これは私の哲学であったし、 このような
哲学を成長する学生達にもしっかり植え
ようと努めたのです。

で死ぬそうような運命を持って暮してい
ます。 ところが、 死なない方法が出たとい
えば、どれほど驚くべきことですか。 なの
に、 驚かないとは何事ですか。
人は誰でも死ぬことを嫌がるが、 でも死
ななければならなかった。 だから、 死なな
い方法があるといえばびっくりする方が
正常ではないでしょうか。 人間の生命に
対することなのに、 関心も持たず考えも
及ばないから、 犬にも及ばない人間であ
ると言わなければならないでしょう。 こ
の点について、 この時間に皆さんはじっ
くり考えて見る必要があります。
限定された 「生」 を生きてきた人であれ
ば、誰でも死なずに 「永生」 得る道、まちが
いなく、 死なない秘訣を聞かなければな
らないのです。 
そして、 その秘訣のとおり実践しなけれ
ばならないのです。 この秘訣を実践する
ところにこそ生命を傾けなければならな
いのです。

死の境地でも最後まで耐え忍ばなけ
ればならないのです
私は19才の時に自殺を企てて実践に移し
たことがありました。 私がそのような極
端な行動をするには自分なりの理由があ
りました。 その理由は、 “人というのは誰
でも生きて行くが、１００才以内には間違
いなく死ぬ。 それだけではなく、 人類歴史
の中で誰も１００才未満を生きながら幸せ
に暮らした人がいなかった” と言うこと
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There is no more value than being alive

生命のお話 生命よりもっと価値のあるものなど無いのです
藤田多惠子 勝師 監修


