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標題

「統 一協 会に関 する 日韓教 会フ ォーラ ム」

韓国側 標題

「日 ・韓 教会連 合異 端似而 非対 策セミ ナー 」

韓国 側受 入

韓 国長 老会統 合派 （PCK）

日本 側参 加

教 団 9 名、聖 公会 1 名、 カト リック 3 名 、バプ 連 1 名、日 福 1 名
弁 護士 2 名、 家族 の会 4 名、 計 21 名

プロ グラ ム
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釜 山 着、麗 水市 へ
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日 韓 教会フ ォー ラム（ PCK 全国異 端似 而非対 策委 員会、麗水 異端似 而非 委員会 と
日本側 代表 団との セミ ナー）
発題
韓国側

「 統一協 会の 麗水へ の浸 透」卓志一（タ クチイ ル）教授（ 釜山長 神大 教 授 ）

日本側

「 日本に おけ る統一 協会 の現状 」竹 迫

日本側

「 裁判所 を通 じた被 害救 済につ いて 」弁護 士

之 （教 団白河 教会 牧師）
渡辺博 、李

「 証言」 高橋 朝子（ 脱会 者）
韓 国側

「麗 水市へ の統 一協会 の浸 透と反 対運 動」麗 水異 端似而 非委 員長
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麗 水 万博（ 海洋 博 2012 年 ）会場 視察 と統一 協会 買収地 の視 察
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帰国

概要
「統 一協 会に関 する 日韓教 会フ ォーラ ム」 が韓国 ・麗 水市（ 釜山 から約 200km の 都
市）で 4 月 18 日～ 19 日に開 かれ 、福音ル ー テルか ら私 平岡が、東 教区社 会部 の支援 で
出席し て来 ました 。日 本から は NCC 加 盟教 派の代 表と カトリ ック 中央協 議会 、およ び
弁護士 、家 族の会 、総 勢 21 名 。 韓国側 は 100 名を 越 える参 加で 、この 問題 の深刻 さが
伺える 会議 となり まし た。前 回 第 1 回 （ 2007 年 1 月 ）のと き、 日本側 から は、合 同結
婚して 韓国 に嫁い だ日 本人女 性 6500 人の 相 談窓口 設置 の件を 協議 しまし た。
今回 は、韓国側 から 、2012 年 開 催予定 の韓 国の都 市

麗水市 で開 かれる 麗水 万博（ 海

洋博）に合 わせて 、統 一協会 が 300 万 坪と い う広大 な用 地を買 収し ている こと につい て、
韓国教 会の 憂慮が 協議 の内容 でし た。
麗水 市の 人口は 約 30 万 人、 教 会数 500、 クリス チャ ン人口 9 万 人、人 口の 3 割 と韓
国でも 特に クリス チャ ン人口 の多 い町で す。 万博会 場の 2 万 6000 坪に対 して 、統一 協
会の買 収用 地は 300 万 坪なの です 。写 真は 、その買 収地 です 。山の 反対側 も買 収され て
います 。こ こに巨 大な 70 階建 て ホテル 、レ ジャー 施設 、ゴ ルフ 場 などが 建設 されま す。
この お金 の出所 が問 題なの です 。日本 の統 一協会 信者 や一般 市民 から詐 欺的 に巻き 上

げた金 銭が 投じら れて います 。ま たこの 巨大 な施設 が何 のため に用 いられ るか も問題 な
のです 。一 件、高 級ホ テルで 巨大 なレジ ャー 施設の よう に伺わ れま すが、日本 で勧誘 さ
れた人 が韓 国・麗水 に 送られ、そ こで統 一協 会の教 育を 受けさ せる ための 施設 という こ
とを韓 国側 から報 告さ れまし た。
統一 協会 は、そ の資 金力（ 日本 からの ）で もって 、一 つの町 を飲 み込も うと してい る 、
そのこ とに ついて 、日 本側も 統一 協会対 策を しっか り進 めるよ うに との韓 国側 の要請 が
ありま した 。今後と も 日韓の 教会 が協力 して 統一協 会問 題を共 有し 、取り組 ん で行く こ
とに非 常に 有意味 な会 議であ りま した。

2012 年麗 水万博 （海 洋博） 会場 予想図

300 万坪 の 統一協 会買 収地

統一協 会の 海洋レ ジャ ーラン ド完 成図

