
7 月 29 日 (月曜日) 

커피 한 잔의 행복 

 

 

맛있는 커피를 마실 때 

美味しい珈琲を飲むとき 

난 행복하다 

私は幸せだ 
 

혀가 있다는 것은 

舌があるということは 

내가 살아 있다는 것 

私が生きているということ 

온몸이 있다는 것 

この身があるということ 
 

눈이 있다는 것은 

目があるということは 

내가 살아 있다는 것 

私が生きているということ 

온몸이 있다는 것 

この身があるということ 
 

그대 있어 

貴方がいるから 

이 세상 살아야 할 이유 되거늘 

この世の中を、生きてゆかなければならない理由になるのだ 
 

- 이재향의《사랑으로 산다는 것은》에 실린 시 <사는 이유> 중에서 -  

  イ・ヂェヒャンの 『愛に生きるということは』 に掲載された詩 『生きる理由』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

어떤 시인에게는 

ある詩人には 

커피 한 잔이 '사는 이유'가 되기도 합니다. 

珈琲(コーヒー)1杯が“生きる理由”に、なりもするのです。 
 

저도 아침 점심 하루에 두 번, 맛있는 커피를 마시며 

私も朝・昼と 1日に二度、美味しい珈琲を飲みながら 

온 몸이 '살아있음'과  오늘을 '사는 이유'를 발견합니다. 

『この身が“生きているということ”』と、『今日を“生きる理由”』を発見するのです。 

하루 중 가장 행복한 시간이기도 합니다. 

1日の中で、最も幸せな時間でもあります。 
 

오로지 맛있는 커피 한 잔에 그날 하루의 

ただただ 美味しい珈琲 1杯の中に、その日 1日の 

행복이 담겨 있습니다.  

幸せが詰まっているのです。 

 



7 月 30 日 (火曜日) 

신문배달 10계명 

 

1. 배달을 빼먹지 말라.   ◇빼먹다…(串に刺した物) 抜いて食べる ・ (語句など) 抜かす 

 配達をサボってはならない       (授業、仕事) さぼる ・ (人の物を) くすねる、かすめ取る 

2. 늦게 배달하지 말라.  

配達を遅れてはならない 

3. 아프지 말라. 

辛くなってはならない 

4. 휴가를 내지 말라.  

休暇を取ってはならない 

5. 캠프도 가지 말라.  

   キャンプにも行ってはならない 

6. 젖고 찢어진 신문을 배달하지 말라.  

  濡れて破れてしまった新聞を配達してはならない 

7. 자전거를 고장 내지 말라.  

  自転車を壊してはならない 

8. 길을 잃어버리지 말라.  

  道を忘れてはならない 

9. 피곤해하지 말라.  

  疲れてはならない 

10. 변명하지 말라.  

  弁明(言い訳)をしてはならない 

 
- 제프리 J.폭스의《왜 부자들은 모두 신문배달을 했을까》중에서 - 

ジェフリー・J・フォックス(Jeffrey J. Fox)の 『何故、富豪達はみな 新聞配達をしたのか』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

저도 신문배달도 해보고 

私も新聞配達をしてみたり、 

아이스케키 장사도 해보아서 잘 압니다. 

アイスキャンディー売りもしてみたりしたので、よく分かります 
 

보통 어려운 일 아닙니다. 우선 입이 열리지 않습니다.   ◇보통 어려운 일…並大抵なこと 

並大抵なことではありません。 まず、声が掛けられません。(直訳：口が開きません) 
 

"신문이요~", "아~이스케키~ 어~름과자~" 

『新聞で～す』 『ア～イスキャンディー～』 『ア～イス～』 

겨우 입이 열리면, 이젠 발이 떨어지지 않습니다.  

ようやく声が掛けられても、今度は足が動きません。 
 

거의 완벽함을 요구하는 '신문배달 10 계명' 

ほぼ、完璧なことを求めている“新聞配達の十戒”. 

직업인, 전문가, 프로, 달인을 꿈꾸는  

職人、専門家、プロフェッショナル、達人を夢見ている 

당신은 지금 과연 이 중 몇 개를 지키고 있으신가요. 

貴方は今、果たして この中でいくつ守っていらっしゃるでしょうか。 



7 月 31 日 (水曜日) 

비움과 채움, 채움과 비움 

 

인생은 흘러가는 것이 아니라  

人生とは流れ行くものではなく、 

채우고 또 비우는 과정의 연속이다.  

満たしては、また空にするという過程の連続だ。 
 

무엇을 채우느냐에 따라 결과는 달라지며 

何を満たすのかによって、結果は変わり、 

무엇을 비우느냐에 따라 가치는 달라진다. 

何を空(から)にするのかによって、価値は変わる。 
 

인생이란 그렇게 채우고 또 비우며 

人生とはそうやって、満たしてはまた空にしながら 

자신에게 가장 소중한 것을  

自分にとって、最も大切なものを 

찾아가는 길이다.  

探し歩く道なのだ。 

 
- 에릭 시노웨이,메릴 미도우의《하워드의 선물》중에서 - 

エリック・シノウェイ(Eric Sinoway)、メリル・ミードウ(Merrill Meadow)の 『ハワードの贈り物』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

그렇습니다.  

そうです。 

인생은 채움과 비움, 비움과 채움의 반복입니다. 

人生は満たすことと空にすること、空にすることと満たすことの繰り返しです。 
 

단순 반복이 아니라 반복하면서 진화되고 완성되어 가는 것입니다. 

ただ単純に繰り返すのではなく、繰り返しながら進化し、完成させてゆくものなのです。 

더 깊어지고 넓어지고 높아집니다. 

更に深まり、広がり、高まります。 
 

세상만물을 더 깊이 더 잘 이해하게 되고  

この世の全てを更に深く、尚一層、よく理解できるようになり、 

사람을 더 깊이 더 잘 사랑하게 됩니다. 

人を更に深く、ますます愛すようになります。 
 

비우는 것이 먼저입니다. 

空にすることが、まず第一です。 

 

 

 



8 月 1 日 (木曜日) 

희망이란 

  

 

희망이란  

希望とは 

본래 있다고도 할 수 없고 없다고도 할 수 없다.  

元々、あるとも言えぬし、無いとも言えぬ。 
 

그것은 마치 땅 위의 길과 같은 것이다.  

それはまるで、地上の道のようなものである。 
 

본래 땅 위에는 길이 없었다.  

本来、地上には道などなかった。 

한 사람이 먼저 가고 

ある 1人の人間が先に行き、 

걸어가는 사람이 많아지면  

その内に歩いてゆく人が多くなれば、 

그것이 곧 길이 되는 것이다. 

それがまさに、道になるということだ。 

 
- 루쉰의《고향》중에서 - 

 魯迅の 『故郷』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

그렇습니다.  

そうです。 

희망은 처음부터 있었던 것이 아닙니다.  

希望は初めからあったものではありません。 
 

아무것도 없는 곳에서도 생겨나는 것이 희망입니다.  

つまり、何も無いところでも生じるのが希望なのです。 

 

희망은 희망을 갖는 사람에게만 존재합니다.  

希望は、希望を持つ人にだけ存在します。 

희망이 있다고 믿는 사람에게는 희망이 있고, 

希望があると信じる人には、希望があり、  

희망 같은 것은 없다고 생각하는 사람에게는  

希望のようなものは無いと考える人には、 

실제로도 희망은 없습니다.    

実際にも希望など無いのです。 

 
(2001 년 8 월 1 일 앙코르 메일) 

2001年 8月 1日 アンコールメール 



8 月 2 日 (金曜日) 

길 떠날 준비 

   

 

새로운 일을 시작하는 것이 두렵나요?  

新しいことを始めるのが、不安ですか？ 

자신의 내면과 외면을 바꾸는 것이 두렵습니까?  

自分の内面と外面を変えるのが、怖いですか？ 

 

하지만 길을 떠날 준비를 서두르십시오.  

ですが、旅に出る準備を急いでください。 

그리고 당신의 인생을 경험하세요. 

そして、貴方自身の人生を経験してください。 

 
- 안젤름 그륀의《머물지 말고 흘러라》중에서 -  

  アンゼルム・グリューン(Anselm Grün)の 『留まらずに流れなさい』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

갑자기 전기불이 나갔을 때 

急に電気の明かりが消えた時、 

촛불을 준비한 사람만이 불을 밝힐 수 있습니다. 

蝋燭(ろうそく)を準備した人だけが、火を点(とも)すことができます。 

 

길이 열렸을 때 준비한 사람만 바로 떠날 수 있습니다. 

道が開かれた時、まさに準備した人だけが歩き出すことができるのです。 

 

새로운 도전과 변화에 두려움을 안고 있다면 

新しい挑戦と変化に恐れを抱いているなら、 

아직 길 떠날 준비가 안돼 있는 것입니다. 

まだ旅に出る準備ができていないということです。 

 

지금이라도 서둘러 준비하십시오. 

今からでも急いで準備してください。 

아직도 늦지 않았습니다.  

まだ遅くはありません。 

 
(2009 년 7 월 6 일자 앙코르 메일)  

2009年 7月 6日 アンコールメール 

 

 

 

 

 



8 月 3 日 (土曜日) 
매주 토요일엔 독자가 쓴 아침편지를 배달해드립니다. 

오늘은 김원배님께서 보내주신 아침편지입니다. 
毎週土曜日には、読者の方が書いた朝の手紙を贈ります。 

今日は、キム・ウォンベ様から送っていただいた朝の手紙です。 
 

잘 녹는 비누 

       ◇녹다…(熱などで)溶ける、(液体に)溶ける、(体が)温まる 

 

비누는 

石鹸は 

쓸수록 닳아 없어지는 것이지만      ◇닳다…すれる、煮詰まる、(皮膚が寒さにあたり) 赤くなる 

使うほどに擦り減るものだが、        ◇닳아 없어지다…擦り減る、摩耗する 

없어지면서 몸의 때를 씻어준다.       ◇때…垢、不名誉、汚名、野暮ったい、子供っぽい 

無くなりながら、体の垢を洗い落としてくれる。 
  

잘 녹지 않는 비누는 좋은 비누가 아니다. 

よく馴染まない石鹸は、良い石鹸ではない。 

 
- 용혜원의《자신감이 있는 사람은 무엇이 다른가》중에서 -  

  ヨン・ヘウォンの 『自信がある人は何が違うか』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

군대에서 같은 군인이라도 

軍隊の中では、同じ軍人でも 

계급에 따라서 눈빛이 다른 것을 경험합니다. 

階級によって、目つきが違うということを経験します。 

 

공수부대와 일반부대 군인 사이에도 마음가짐 및 눈빛이        ◇및…及び、並びに、また、更に 

空挺師団と一般部隊の軍人の間でも、心構えと目つきが 

다름을 알 수 있습니다. 

違うことを知ります。 

 

필요할 때 잘 녹는 좋은 비누가 되기 위하여 

ここぞという時に、よく馴染む良い石鹸のようになる為に 

자신감을 갖고 열심히 다져나가는 

自信を持ち、懸命に勤めている 

그들에게 박수를 보냅니다.  

彼らに拍手を贈ります。 

 

 

 

出典 ： 고도원의 아침편지(コ・ドウォンの朝の手紙)   http://www.godowon.com/ 

翻訳 ： 風の音 / 바람소리 

(Blog：風の吹くまま、気の向くまま。～韓国語勉強中～ http://kazenomatataki.blog133.fc2.com/ ) 

http://www.godowon.com/
http://kazenomatataki.blog133.fc2.com/
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