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5.5 日韓 VISION フォーラム   

開催報告書 

2012 年 5 月 5 日 日比谷公会堂 
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  私たちが生きている今の時代は、一体この先、どんな方向に向かっていくのでしょうか。子供

たちが生きる未来の日本や世界に、感動や喜びにあふれた希望の道を指し示すことはできるので

しょうか。 

  日韓 VISION 同盟は、時代の三歩先、四歩先を見据えて、時代が向かうべきグランドビジョン

を提示し、先導する意志を持って活動しています。 

  3.11 の大震災から一年あまりを過ぎ、原発問題、大地震予測、経済危機、雇用不安、人間関係、

心の病など、日本社会に山積する問題は、私たちが生きる心の原動力すら喪失させてしまうよう

な状態です。 

  また世界に目を向ければ、終わりなき紛争や軍拡、覇権の争奪、環境問題など、地球共同体の

未来に明るい兆しはほとんど見られない現状があります。 

     

  時代の閉塞感を打ち破る突破口を、誰かが、どこからか開かなければならない中で、それが単

なる想いだけの情熱や理想論で終わらないためには、明確な方向性、ビジョン、プラン、システ

ム、そしてそれらの中核にある、新しいコンテンツが必要だと、私たちは考えています。 

  今までの歴史上にはなく、今からの時代が必要とするコンテンツ。それを発見し、道具として

開発、発明することに成功したことが、日韓 VISION 同盟が有している最大の価値です。 

  例えば、1900 年には電気、1950 年には電子、1990 年には IT の発見発明、活用によって新し

い時代へのプレートチェンジが起きたように、デジタル時代からスマート時代を迎えた今、次な

る時代への転換を引き起こす「新しい発見・道具」が必要です。 

  日韓 VISION 同盟では、16 年前から次なる時代を予見し準備してきた背景があり、2012 年の

今、時代のタイミングに呼応して、日本社会に明確に発信していく時を迎えました。 

   

  その「新しい発明・道具」とは、「イメージ言語」というものです。 

  それは、スマート時代の価値を最大化するコンテンツであり、心の時代をリードする悟りのコ

ンテンツであり、人と人の心の疎通交流の不在・枯渇を解消するコンテンツであり、人間の尊厳

性と可能性を引き出す人間機能の進化のコンテンツです。 

  また、それは日本の和心の価値を世界が認めるようになるコンテンツであり、科学、学術を補

完・進化させるコンテンツであり、国家民族宗教を越え、世界がひとつに結ばれる One World

を創建するための必須コンテンツといえます。 

 

  「イメージ言語」による新しいひとづくりから、「和の産業、悟りの産業」を広げ、日韓がまず

世界に先駆けてひとつに結ばれ、日本発の第二の明治維新、世界全体を取り込んだプレートチェ

ンジを起こす未来ビジョンを持って活動しているのが、日韓 VISION 同盟です。 

  人間が生きる力強い原動力には、希望とビジョンが必ず必要です。今ここワクワクの心を持っ

た一人ひとりの変化と出会いから、未来ビジョンでひとつに結ばれる美しい社会をぜひ一緒に創

建して行きましょう！ 

 

2012 年 5 月 日韓 VISION 同盟 

  

日韓 VISION 同盟を開催する意味と価値 
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日韓 VISION 同盟 東京支部長 ご挨拶 

 

この度、無事に盛況の中、日韓 VISION フォーラムを開催することができました。 

ゴールデンウィークの最中、これほどまでに多くの皆様にご参加いただけましたことに、スタッフ

一同を代表いたしまして、厚く御礼申し上げます。 

本会の開催にあたりましては、ゲストスピーカーの皆様を始め、多くの方々のご理解とご協力をい

ただきました。 

新しい発見と発明を土台とし、感動の未来社会を創出していく生き方を皆様と共有し、そしてその

実現を確信できた一日でした。 

私たち一人一人が歴史の主人公として新しい歴史を開くことができる「希望の共有」。この流れをさ

らに加速し、多くの皆様と今後もつながりながら、会の中で語られました「東京人権宣言」に向けて

活動を継続してまいります。 

重ねまして、本会の開催にあたりご尽力いただきました皆様、当日歴史的な一日を共有できました

皆様に心より感謝と御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

東京支部長 北出 宗治  

2011年 9月 発足記念イベント 

□第１弾 Talk Live! 小林芙蓉×Noh Jesu 2011 年 9 月 17 日（土）13:00-15:30 ホテルコムズ福岡 アーバンホール 

□第２弾 発足記念シンポジウム 2011 年 9 月 25 日（日）13:30-17:00 アクロス福岡 国際会議場 

□第３弾 発足式＆発足記念パーティー2011 年 9 月 25 日（日）18:15-20:15 Dress WEDDING AND PARTY 

 

2012年 3月 11日 飛龍昇天 3.11 Switch ON!! 100 年後の希望溢れる One Worldに向かって 

2012年 3月 11日（日）13：00～17：30 福岡天神センタービル 8Ｆ 

第一部『日韓 VISION同盟とは＆ディスカッション』 第二部『日韓 VISIONの Dreamと今後の構想について』 

◆懇親会◆ 2012年 3月 11日（日）18：30～21：00 サントリージガーバー・ラグタイム 

 

2012年 4月 1日 日韓 VISION 同盟 5.5 プレイベント「Movement of New Hope～新しい希望の胎動～」 

2012年 4月 1日（日）13：00～17：30 品川ホテルゆうぽうと 花梨の間 

 

2012年 5月 5日 日韓 VISION フォーラム 

2012年 5月 5日（土）13：00～18：00 日比谷公会堂（東京） 

◆懇親会◆ 2012年 5月 5日（土）18：30～21：00 日比谷松本楼 

 

参加者：102 名 

参加者：356 名 

参加者：123 名 

 

 

参加者：132 名 

 

参加者：45 名 

 

 

参加者：138 名 

 

 

参加者：1,261 名 

参加者：124 名 

日韓 VISION同盟 開催概要 
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日韓 VISION 同盟 日本代表 ご挨拶 

 

 この度は、5.5 日韓 VISION フォーラムにご来場いただき誠に有難うございます。また、ご協

賛いただいた方々をはじめ、昨年 9 月の福岡での発足以来、ご支援ご協力をいただきました多く

の方々に、この場で改めて感謝申し上げます。 

 時代が大きく変化する時は常に、それまでの常識のモノサシでは全く捉えきれない、大きな“観

点の転換”がありました。 

 日韓 VISION 同盟が時代のプレートチェンジに向けて提示している“新しい発見、発明、道具”

や未来ビジョンは、今の時代の常識のモノサシからすれば、ともすれば理解し難い抽象論、理想

論に聞こえてしまうかもしれません。 

 ですが私は、遠くない未来、この場にお集まりいただいたみなさま、そして日韓 VISION 同盟

に共感、興味を抱いて下さる方々が、間違いなく歴史の先駆者であったことを時代が認める日が

来ることに、200％の確信があります。 

 2012 年 5 月 5 日という貴重な歴史の現場の 1 ページを共に開かせていただけたことに心から

感謝しながら、私からのご挨拶とさせていただきます。 

日本代表 内海 昭徳  

 

 

日韓 VISION 同盟 韓国代表 ご挨拶 

 

 この度は大切なお時間を割いてご来場いただき、心から感謝申し上げます。 

 私が描いている日韓 VISION 同盟や One world の未来像は、16 年前に日本の福岡で得た観術

の悟りの「イメージ言語」と、この日本という国の底力に無限の確信を抱いているからこそ提唱

しているものです。 

 私たちは今、時代の共滅危機のただ中にあり、本当に大きな文明のプレートチェンジを起こさ

なければならないときを迎えています。  

 16 年間ずっと日本で JAPAN MISSION, JAPAN DREAM を提唱し続けてきた私の想いは、

3.11 の大震災の直後、さらに揺るぎなく深く強まりました。 

 日本が苦難と危機を乗り越えて不死鳥のごとく復興する一助となれるように、そして力強くよ

みがえった日本が偉大な歴史の使命に先んじて目覚め、日韓から世界がひとつに結ばれる世界規

模の第二の明治維新を果たすための道具となれるように命がけで取り組んで参りますので、今後

ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

韓国代表 Noh Jesu  
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参加者：フォーラム 1,261 名 

 

今回は全国から駆け

付けていただいた皆様

の中で、福岡有志によ

り前夜祭が企画され、

日韓両国の代表も参加

し、大盛り上がりでス

タートしました。 

 

 

 

5 月 5 日当日は快晴の中、全国から 1300 名近くの皆

様に日比谷公会堂にお集まりいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

▲大勢の皆様にお集まりいただきました 

5.5 日韓 VISION フォーラム開催報告 

▲5 月 4 日・「5.5 日韓 VISION フォーラム前夜祭」の様子 

100 名を超える方が参加されました 

 

▲会場となった日比谷公会堂 
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▲赤白の紙をあげ、日韓ビジョン同盟についての意見を表明して

いただきました 

まず日本代表の内海より、今回の中心テーマとして「希望の共

有」が掲げられ、会全体を通して参加者の皆様との対話をゲーム

感覚で取り入れながら、「日韓ビジョン同盟が必要か？」について

考える場となりました。 

 

 

前半は日韓ビジョン同盟に共感してくださっている各界のリーダーの皆様にご講演いただきな

がら、徐々に会場全体が希望に変化していくワクワクの場となりました。 

 

 

 

 

途中、いつも私たちの活動を応援して

くださっている行徳哲夫先生によるメッ

セージも頂戴し、日韓ビジョン同盟が未

来の希望で

あることを

力強く感じ

ることがで

きました。 

 

 

 

▲「今ここのワクワクの選択を」と語りかける 

中浦えりこ氏 

▲笑顔でメッセージを語られる 

行徳哲男先生 

▲今回は日本代表内海氏・韓国代表 Noh 氏による 

ゲスト紹介もあり、終始笑顔があふれました 

▲「魂の叫びを聞いてください」と熱く思いを語る 

末石蔵八氏 

▲著書「李藝」を手に日韓のつながりを語る 

金住則行氏 
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後半は書画家の小林芙蓉先生

によるアートパフォーマンスで

幕を挙げ、アマミ舞が舞われる

中で、「結」の字を表現していた

だきました。 

   

 

 

 

 

そして、共に活動している若者たち

との本音トークライブの形式で日韓ビ

ジョン同盟が描く未来像の実現につい

て語り合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、韓国代表の Noh Jesu より、日本の現在地と未

来戦略「Cool!! Japan」（後半に添付）が語られ、日韓ビジ

ョン同盟の土台となる観術「七大宣言」（後半に添付）をお

伝えしました。 

 

 

新しい発見・発明について語る韓国代表 Noh 氏 

▲アートパフォーマンスを彩る

「アマミ舞」 

▲魂を込めて字を描かれる小林芙蓉氏 ▲作品「結」 

▲全国から集合した次世代を担う若者たち 

▲若者代表と日韓代表との白熱したディスカッション 
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大変よい 

50.0% 

よい 

47.0% 

普通 2.0% 

悪い 0.1% 未記入 

0.9% 

フォーラムの内容はいかがでしたか? 

85 

99 

122 

149 

211 

観術に関心を持った 

一緒にムーブメントを作りたい

と思った 

日韓VISION同盟に興味を持った 

未来に希望が持てた 

新しい生き方の必要性を感じた 

どんなことを感じましたか?（複数回答） 

世界的な大変革期を迎えている時代。そして、

まったく新しい選択を迫られている日本。 

その時代的危機を解決する新しい発見と発明

があること。そして、その道具までもが開発で

きていることが語られ、日本が目覚め、時代を

主導する使命に邁進してほしいという熱い願い

が発信されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲会場外で熱い感動を交流している皆様の様子 

55 歳 女性 

熱く語って下さいまして、本当に、本気で取り組まれている強い意志に感動いたしました。 

きっと参加者の方の多くが何かを感じ取られ、立ち止まり、今後の生き方を考えられたことと思います！ 

 

25 歳 女性 アルバイト 

ビジョン、そして創造、行動、言葉。悟りの現実化への必要性を強く感じました。 

そして何より、必ずそれは可能だ!! と、確信できた一日でした。 

 

71 歳 男性 会社員 

日韓の代表者の熱い想いに共感した。 

目標を持てない若者たちの共感を呼び、多くの賛同者を得られると確信する。応援したい。 

 

41 歳 男性 会社員 

とてもワクワクすることが出来ました。 

未来への希望を日本と韓国から創っていけるということを実感しました。 

素晴らしい場をありがとうございました。絶対実現するはずです。 

 

24 歳 男性 ホテル従業員 

自分自身のことばかり考えていましたが、もっと国などのことも考えて生きようと思いました。 

他人を認めるというクセ付けをしていきたいなと感じました。 
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▲交流会の様子。170 人を超える皆様が参加されました 

 懇親会・交流会  

参加者：懇親会 124 名、交流会 150 名以上 

 

終了後の懇親会は日比谷公園松本

楼にて行われ、こちらにも多くの皆

様のご参加をいただきました。 

 

「李藝」の映画プロデューサーでも

ある㈱平成プロジェクト代表取締役

社長・益田祐美子様に乾杯のご発声

をいただき、ご来賓の皆様のご挨拶

も頂戴しながら、会場内は終始熱気

と笑顔に包まれていました。 

 

 

 

懇親会の様子 

 

 

 

また、別会場では若者を中

心として交流の場がもたれ、 

活動のジャンル、地域、年齢

を問わず、共通の VISION と

出会った仲間として、VISION との出

会いを語り合い、新たに活動の輪を広

げたりと、あっという間に 3 時間が経

過する、躍動的な場となりました。 

今ここワクワクの心を持った一人ひ

とりのつながりから、新しい時代への

突破口となる、未来への力強い原動力

が共有できる希望と出会えた、歴史に残る 1 ページとなりました。 

 

この歴史的な日から生まれたムーブメントを絶やすことなく、さらに大きなうねりとして 2013

年東京人権宣言に向けてさらに盛り上げてまいります。皆様、ともに新しいワクワクの未来社会

を私たちの手で実現させていきましょう！

▲益田様による乾杯のご発声 
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「日韓VISION同盟のグランドイメージ」

2011年9月25日
日韓VISION同盟発足日

 

100年先の未来の地球を想像しながら

日韓VISION同盟が描くVISIONは、100年先の未来の地球が
どんな世界になっているか、未来からのイメージを出発にしています。
そのために必要な大きな変化を、今この時代、日韓のパートナーシップから
産み出して行きたいと願っています。

現実的に世の中を見渡せば、ひとり一人の心
の問題や生活・仕事などの身近な問題から、
資本主義社会の問題、環境問題など、
未来への明るい材料はあまり見ることが
できず、むしろ悲観的な展望が溢れている
時代でもあるでしょう。

ですがそんな時代だからこそ、大きな変革
への跳躍のチャンスが来ているのが今の
時代のタイミングだと私たちは考えています。
100年先、世界がひとつの国のようになって
笑顔であふれている美しい時代を作るために、
文化文明、歴史、政治の大きなリセット、
パラダイムの転換を、日韓が主導して起こしていく意志で取り組んでいきます。
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未来が見えない今こそ、「VISION」の同盟を

分からない
つまらない
できない
足りない

自信がない…

自由競争経済と情報インターネット社会の海の
中で生きて行かなければならない現代人は、
自分の確固とした生き甲斐を見つけるのが難しく、
未来への漠然とした不安や人間関係の
煩わしさ、過剰な競争・相対比較や情報への
ストレスなどにさらされています。
時代の変化が激しい中で、自分の考え、感情の
整理ができず、本当に信頼できる人間関係を築
く事も容易ではありません。そんな中で、共に力
強く未来へ向かえるVISIONを描き、協力してそれ
を現実化するのはなおさら困難でしょう。

かといって、目先のことだけをただ
こなしていても、容赦のない時代の荒波は
私たちの人生に激しく襲いかかってきます。

“本来、人間の精神の価値は、未来への
DREAM,VISION,PROJECTを産み出し、
それを形にしていくことです。”
未来が見えない今こそ、自ら時代を切り開く
意志で、未来への「VISION」の同盟が必要です。

VISIONに

向かって交流
できる！

 

時代のプレートチェンジに向けたVISION同盟

農業社会

産業社会

感動社会
新しい歴史の基準軸をつくる

新しい“DREAM,VISION,PROJECT“
を産み出して生長させること

日韓VISION同盟は、欧米主導で築いてきた現代社会の秩序から、
新しい教育、新しい経済、新しい政治へと転換する、新たな歴史の基準軸をつくる

VISIONの創出と現実化へのチャレンジを目指しています。

日韓が時代の
プレートチェンジを
主導していく

農業社会から産業・情報社会へのパラダイム転換は、欧米主導で実現化されました。
今、新しい時代への歴史の波は、モノ（産業革命）、情報、（IT革命）、金（金融資本主義）
から、知識社会、心（認識革命）へと移っています。その時代の移り変わりを見定め、
それを現実化できる新しい時代のプレート創造に向かうのが日韓VISION同盟です。
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韓
国

日
本

英 仏

世界へ向けて
産業革命・市民革命

が広がった

認識革命

新しい時代への明確な規定と方向性が必要

今の世界の政治・経済の
基準軸をつくったのは、
英仏を中心とした欧米の
力による。
イギリスの産業革命や
フランス革命に象徴される
市民革命の波が、新しい
時代秩序の土台を作った。
日韓はじめ、アジア諸国は
その欧米主導の価値観や
システムに学び、今現在も
基本的には変わっていない。

産業革命では、「自然の力から機械の力へ」、市民革命では、「王の支配下から政治の主
人公へ」というプレートチェンジが起こりました。本質的に見てどちらにも共通しているのは、
「観点が変わる事、人が変わる事」です。
自然は崇拝の対象ではなく探求、解明、活用の対象へと変わり、政治は自らの意志で共同
体を運営できるようになりました。しかし、欧米秩序を再点検し、補完、進歩させなければ
ならないポストモダンの今、新しい時代への規定と方向性を提示する主体勢力が必要です。

新しい
時代への
変革の波

 

韓
国

日
本

米 欧北
朝
鮮

中
国

露

今の時代の潮流からみた日韓VISION同盟の意味

時代の潮流を一番大きく眺めれば、アメリカから中国へ、という見方が一般的です。
実際、アメリカの経済社会のカオスは深まるばかりで、ユーロ圏の経済危機や協調
体制の難しさも明らかです。
欧米主導のシステムの問題が明確になる一方、中国の経済発展は確かに大きな
パワーシフトの象徴ですが、今の中国を中心とした力による世界秩序への流れは、
歴史を発展的に前進させるものと言えるでしょうか。
中国やロシアの軍事費の伸び、北朝鮮の社会体制をみても、暴力、財力、権力に
よる強者中心の世界秩序の流れが是正され、平和と協調による時代が開かれる
とは考えにくい現状です。
欧米秩序の問題点も考慮しつつ、欧米のバックアップも受けながら、まずは日韓が
ひとつに結ばれ、新たなアジア秩序、世界秩序への旗ふり役となる道を提案します。
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1. 宇宙自然の整理・整頓
2. 歴史文明の整理・整頓
3. 今の時代状況の整理・整頓
4. 経済・産業の整理・整頓
5. 商品の整理・整頓
6. Life Styleの整理・整頓

6つの整理（ゼロ化）整頓（新秩序構築）が必要

宇宙
自然

歴史
文明

時代
状況

経済
産業

商品

Life
Style

日韓
VISION
同盟

時代のカオス（混沌）からコスモス（秩序）へ向けた
根本変化のために、6つの観点での整理整頓が必要

1.宇宙森羅万象の生滅、生成、構造の背後にあるメカニ
ズム・法則性を科学的に理解し、応用すること

2.人類誕生以来の歴史の流れと文化文明の移り変わり
を洞察し、今の時代のパラダイム転換の要点を知る

3.今の時代の世界全体の状況を俯瞰して全体像を把握
した上で、変化の方向性を規定・提示する

4.モノ作りと金融中心の産業構造が抱える通貨蒸発と信
用蒸発の根本危機を越える新しい経済モデル提案

5.供給過剰で、消費行為の選択、行動、感動の連鎖が
おきない商品の限界を突破する商品・マーケットの開拓

6.人間の根本カオスである「判断基準の問題」を解決し
た、新しい成功・幸せ・感動の生き方モデルの創造

 

1. 「あなたと私」のVISION同盟
2. 「自分と他人」のVISION同盟
3. 「物質の宇宙と意識の宇宙」

のVISION同盟
4. 「宇宙がある状態と宇宙がない状態」

のVISION同盟
5. 「生と死」のVISION同盟

「VISION同盟」の根幹にある本質的な意味

実際、VISION同盟は難しい
日本と韓国となればなおさら…

「VISION同盟」といっても、現実的には人と人が心からの信頼と揺るがないVISIONの共有で
結ばれることは、ほぼ不可能に近いくらい難しいものです。
この背景には、人それぞれが持つ全く異質な「判断基準の問題」があり、また、自分と異なる
存在や世界とひとつに和合して、なおかつ同じ未来VISIONに向かうことは理想論といっても
いいほど困難なことです。日本人どうし、身近な家族や友人でさえ難しいことを、日本と韓国
のように全く異質な民族性や価値観を持っている関係性の中で築く事はなおさら困難です。
「VISION同盟」を可能にするには、全く異質な世界、一番遠い世界どうしをひとつにさせられる
ことが求められます。あらゆる差を取ってひとつにすること、それがVISION同盟の根幹にある
本質的な意味です。そのための新しい人間教育や、それを仕事にできる新しい商品、経済の
開拓が伴って、理想的なパートナーシップ構築と日韓VISION同盟の促進が可能になります。
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新しい教育・経済・政治のモデルの規定、構築

新しいプレートをつくる勢力古いプレートの既得権勢力

「暗記言語」で知識を詰め込み、相対
比較の海で人間の尊厳性を貶める。

「戦争の脳」（分離意識と、自己中心
の判断基準からいつも無意識で他者
を責め、否定、非難し、攻撃する）を
育てる。

脳だけでなくメタ教育で心を開発し、
「イメージ言語」による人間の尊厳性
に根ざした知性、感性、直観力を磨く。

分離意識と判断基準の問題から解放
された、自由、愛、感動、創造、成就、
幸せの「愛の脳」を育てる。

実物経済のパートナーで金融経済を
育てた結果、貧富の格差が広がり

景気、雇用の低下、生活不安、少子
高齢化などが止まらない。消費煽動
するものの感動と生きる意味が喪失。

実物経済のパートナーとして認識経
済を育て、人間の可能性や尊厳性に
投資する。人間の生きる質を高め、

人が財産、人と人とのつながりが資
本となる、人本主義経済を目指す。

暴力、財力、権力による強者中心の
支配秩序。エゴ中心の所有欲と支配
欲からくる対立と競争に無駄なエネ
ルギーをかけ、全体の幸福に向かわ
ない。永遠に平和にならない。

現実的な第一段階として、意識空間
のつながりでの「心の国」で世界がひ
とつであることを共有し、国家民族宗
教の分離対立を越えた観点から全体
の幸福と平和の実現に向かう。

教育

経済

政治

 

2017年までの“Dream Design“
2012年 ワクワク場(ば)祭り Field Festival
変革へのマグマづくり
観術「イメージ言語」の可能性をより多くの人にお伝えする場として、一日で悟りを感性で感覚的に体感す
るワクワクの悟りの場をつくっていきます。

2013年 映画制作、学校運営、東京人権宣言
日本の精神性の価値、日韓の友好の絆、悟りの世界の本質をお伝えできる映画の制作と、観術を土台にした
新たな教育カリキュラムによる学校作りに着手していきます。

2014年 トータルOS タブレットPC
スマート時代の最先端であり最終勝負となる、コンテンツの付加価値を悟りによって最大化したトータル
OS、タブレットPCの開発に向かいます。

2015年 Satori教育プログラム、ゲーム化
世界全体で悟りが当たり前になる未来に向けて、より早く、より深く、より楽しく悟りの世界を獲得できる
プログラム、ゲーム開発に向かいます。

2016年 端末機世界普及 株式上場
世界へ向けたスマート時代の悟りの人づくりと、それに取り組む認識産業のパイオニアたちが新たな経済を
リードする時代を確実なものにしていきます。

2017年 エネルギー産業、ロボット産業
環境問題、エネルギー問題への新たな道を提案し、人間とロボットが調和できる産業構想の具現化へ向かい
ます。
0次産業、メタ産業によってすべての既存産業を活性化させ、新しい経済大陸に移動させる道をつくります。
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文明の危機の本質

近代革命を主導した西洋はニュートン・デカルトの合理的理性を通して、

1. 還元主義
2. 機械論的・合理的理性
3. 確実な計量化を重要視する世界観
これらを基本に学術教育体系を確立し、
科学技術文明を創建してきた。

自然征服や生産力増大を通して、希望の未来を約束したが、
20世紀二度の世界大戦、核兵器の量産、自然資源枯渇、環境汚染、貧富格差、
青年失業率増加、生きる質の低落（鬱、自殺増大）、インターネット情報知識の爆発による
教育現場崩壊（先生の権威喪失）、疎通交流の断絶、
共同体破壊、長期景気沈滞（バブル経済）にはまりこんでいる。

文明の危機と直面して、人類は絶壁の上に立っている状態で、
人類の前には二つの道がある。

A.この文明の危機を克服できないまま人類全体の破滅に向かう道。
B.この文明の危機を解決し、感動、歓喜があふれる夢の未来に飛躍していく道。

A

B

 

文明の危機の問題と解決策

多くの人は、科学技術が進歩すればこの文明の危機が突破できると漠然と思っている。
しかしこの危機は、科学技術の水準が足りないからくる危機ではなく、

科学技術を使用する人間の認識能力、道徳哲学能力のアンバランスが問題
である事を気づいていない。

科学技術は、終わりなきイノベーションをし続けているが、人間の精神能力・認識能力は
かなり低いレベルの自己中心性（エゴ）にとどまっていることが問題の本質である。

今まで精神能力を高めてきた代表は宗教だが、いくつかの根本問題が解決されていない。

1. 自己中心的な神頼み、依存心理。ドグマ化された教理体系、信念体系を信じ込む。
2. 数学、物理学を中心とした学術体系との疎通、交流が不可能。
3. 宗教紛争をつくり、閉鎖的な自分の宗教の中だけの精神能力の修練にとどまる。

この、いままでの精神能力、認識能力を高める文化の限界を突破して、
数学物理学の学術体系はもちろん、あらゆるジャンルのドグマ体系や信仰世界とも
疎通・交流が出来る認識技術はこの時代の要請であり、歴史文明の要求である。
日韓VISION同盟は、「観術」という認識技術を中核に、この文明の危機の解決に向かう
道を提案する。



- 16 - 

 

日韓VISION同盟では、これから多くの方々との出会いと交流を通して、皆様の
経験や知恵、スキルと活かし合い、融合させて行きながら、より多角的なVISION
構築ができることを願っています。
ここでは、現時点での日韓VISION同盟の根幹を支える新しい技術、「観術」
について簡単な紹介をします。

日韓VISION同盟の核、「観術」について

観術は、日韓VISION同盟韓国代表のNoh Jesuが来日後の1996年に日本で発見した、
次元上昇した無意識のHITOTSUのイメージをもとに、以来16年間日本人と力を合わせて
開発してきた、これまでにない新しい教育技術です。
西洋から世界に広がった学術教育の問題点を補い、西洋科学が最終的に目指している
宇宙森羅万象の統一法則と、東洋精神の深い悟りの世界を、「イメージ言語」という新しい
理解方式で融合させ、かつ日常生活への応用範囲が非常に広い、実用的なメタ教育と
いえます。
脳科学や物理学の見地からもいえるように、21世紀は人間の脳、物質、意識、宇宙など
の本質的な世界を誰もが深く理解するようになる、いわば「悟りが一般常識になる時代」
とNoh Jesuは提唱しています。
この新しい人間教育の技術があるからこそ、一見不可能そうにも思える日本人と韓国人の
深いパートナーシップとVISIONの共有に対しての揺るがない確信の根拠にもなっています。
観術とこれまでの教育、思想、哲学、宗教、科学、悟りとの違いをご理解いただくためにも
このたび観術を学べる無料感謝チケットをお渡ししていますので、ぜひご活用ください。

 

1

新しい発見・発明（New things）

1900年、「電気」の発見発明、活用
1950年、「電子」の発見発明、活用
1990年、「IT」の発見発明、活用
2010年、「？」

歴史的大発見・発明
イメージ言語による観術時代到来！！

異質な力の発見

未来社会

牛や馬などの道具

「イメージ言語」
などの道具

産業社会

エンジンなどの道具農業社会

自然の力の発見

機械の力の発見
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Cool!! Japan
～ 最先端道具 および 世界戦略 ～

１．中国の急浮上 と 文明孤立国家日本の選択
（便乗 ・ 牽制 ・ 主導）

２．普遍的で21世紀的共通文化的背景を育てていく
日韓の教育同盟

３．全世界をイノベーションしていく日韓流の竜巻胎動

４．新しい希望共有で、新しい未来を創る

 

 

１．NewThings 胎動 <発見発明> （新しい感動・幸せ・成功パターン）

【七大宣言】

２．科学を包越する哲学（Super Science）時代胎動

３．宗教・カルト・洗脳の世界を超える、
個性大爆発時代胎動

４．日韓流で歴史最高の専門職誕生時代胎動

５．日韓流でアジアルネサンス
世界水準の第2の明治維新時代胎動

７．2013東京人権宣言（和心・悟り時代宣言）

６．2021年日韓連邦国到来時代胎動（教育同盟）
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日韓VISION同盟のより具体的な内容は、今後随時
ホームページ上でも文章や図式資料としてアップしていく予定です。

ぜひ今後とも興味をもってご覧頂ければ幸いです。

また、韓国代表Noh Jesuの公式ホームページ上において、
この活動をご理解頂くための背景となる沢山の情報が掲載されて

おりますのでぜひあわせてご覧下さい。
10月以降、日本代表の内海昭徳が務める観術総合研究所の

ホームページ上でも、時代情勢への分析を含めた
各種情報がアップされていく予定です。

皆様とともに新時代創造のチャレンジが出来ます事を願っています。

日韓VISION同盟 http://www.japan-korea.org
Noh Jesu公式サイト http://www.noh-jesu.com
観術総合研究所 http://www.kanjutsu.jp

 

 

 

 

 

 

 

5.5日韓 VISIONフォーラムへのご協賛 

 

 

日韓 VISION 同盟は、多くの方々のご協力・ご協賛をいただいて活動しています。心より感謝

申し上げます。 

今回の 5.5 日韓 VISION フォーラムにも、多くの方からのご協賛をいただきました。 

 

協賛件数：81 件 

協賛金額合計：1,580,000 円 
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日韓 VISION 同盟より 
 
日韓 VISION 同盟発祥の地、福岡で創業 100 年以上の歴史をもつ老舗企業であるキシヤ様。地域密着の企業精神
から多くのことを学ばせていただいております。世界が One Worldに結ばれるときまで、一緒に歴史をつくって
いきましょう。ご協賛ありがとうございました。 
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日韓 VISION 同盟より 
 
ご協賛ありがとうございます。お掃除を通して、すっきり感動をお客様にお届けするクリンピア様。 
One Worldへ向けて「すっきり革命」を、日本、韓国、そして全世界でおこしていきましょう！ 
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日韓 VISION 同盟より 
 
やわらカイロプラクティック様、応援ありがとうございます。松本院長先生の人柄、スタッフの皆様のつくる
お店にいつも癒されます。これからも多くの方々の癒しサロンでいてください！ 



- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

日韓 VISION 同盟より 
 
応援してくださってありがとうございます。人類歴史の叡智と最先端知識を統合し、新しい人づくりから、 
素晴らしい未来を創っていきましょう！ 

日韓 VISION 同盟より 
 
日韓 VISION 同盟への応援ありがとうございます。グローバル時代の今こそ、世界に誇れる日本文化の根底に
ある「わびさび美学のセンス」を世界へ発信していきましょう。 
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日韓 VISION 同盟より 
 
ご協賛をいただきありがとうございます。心のかよう人との繋がり、これからの時代にとても必要なことで
す。愛と信頼の繋がりを共に広げてまいりましょう。 
 

応援メッセージ 

日韓 VISION同盟を応援しています。 

日韓 VISION同盟より 

いつも応援ありがとうございます。皆さまと VISION 同盟を組め

たことに時代の後押しを感じます。共に One Worldを創っていき

ましょう。 
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応援メッセージ 

昨年、私たちの意識がワンネス・ひとつに向かっ

ていく最初のきっかけが韓国と日本の意識が一つ

になる。そのビジョンを観ています。私もその未

来を共同創造しています。 

 

日韓 VISION同盟より 

応援ありがとうございます。繊細で感性豊かな日本を回復させ、

その良さを韓国、アジア、世界へと伝播させましょう。 

 

日韓 VISION同盟より 

応援いただきありがとうございます。自然のもつ本来の力と人間の

もつ本来の力を合わせて、共に希望溢れる未来を創っていきましょ

う。 

日韓 VISION同盟より 

いつも応援ありがとうございます。One Worldに向けて、共に日本を

刷新していきましょう！ 
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日韓 VISION同盟より 

応援いただきありがとうございます。ハートでつながる社会を共に

創建しましょう！ 

日韓 VISION同盟より 

いつも応援ありがとうございます。一緒に One Worldを実現しまし

ょう！ 

日韓 VISION同盟より 

いつもご協賛いただきありがとうございます。共に明るい未来を創

っていきましょう。 

 

日韓 VISION同盟より 

いつも応援ありがとうございます。One Worldへ向けて、共に前進

していきましょう。 
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応援メッセージ 

新しい時代、新しいビジョン、新しい方向性を原動力とした日韓ビジ

ョン同盟。ピースプロダクションはその目指す人づくり産業を応援し

ていきます。 

 

日韓 VISION同盟より 

いつも応援ありがとうございます。日韓をつなぐパートナーシップを

築いていきましょう。 

日韓 VISION同盟より 

心から人を大切に思い、接してくれる千家さん。沖縄の地に日韓

VISION同盟を届けたいです。いつも応援ありがとうございます。 

 

日韓 VISION同盟より 

応援ありがとうございます。VISION同盟から世界を元気にしていきま

しょう。 

応援メッセージ 

九州・福岡の地で 2011年 9月に発足した日韓 VISION同盟も、今回東

京での開催となりました。回を重ねるたびに大きく充実していき、嬉

しい限りです。これからも日韓 VISION 同盟を応援していきます。共

にがんばりましょう! 
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応援メッセージ 

“もともと１つ”がどうして分離したの

か？異なる者と出逢い、新しく創造するた

め、日本と韓国の恋物語、目が離せません。 

 

日韓 VISION同盟より 

ご協賛ありがとうございます。日韓 VISION 同盟発祥の地、九州から

応援をいただき、とても心強く感じております。共に明るい未来を目

指していきましょう。 

日韓 VISION同盟より 

ご協賛ありがとうございます。体と心の健康を広げていきましょう。 

日韓 VISION同盟より 

応援ありがとうございます。一人ひとりの意識の変化から希望の社

会を創っていきましょう。 

 

日韓 VISION同盟より 

いつも応援ありがとうございます。One Worldに一歩ずつ近づいて

います。これからも宜しくお願いします。 

日韓 VISION同盟より 

変わらぬご支援ありがとうございます。愛と信頼あふれる未来に向け

て、今日もがんばります！ 
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   日韓 VISION同盟より 

いつもあたたかい応援ありがとうございます。どんな時も変わらない心

遣いをいただき、感謝の思いでいっぱいです。これからもよろしくお願

いします。 

 

応援メッセージ 

いつも新潟から応援しています。 

 

 

 

応援メッセージ 

人と人のパートナーシップを超え、これからの時

代、国と国のパートナーシップの必要性を強く感

じます。日韓 VISION同盟、応援しています！  

 

 

応援メッセージ 

100年後の希望溢れる One Worldに向かって、日

韓ひとつになってワクワク感動の場を拡げてい

きましょう♪ 

 

 

 

日韓 VISION同盟より 

応援いただきありがとうございます。感動あふれる未来社会を共に

目指していきましょう。 

日韓 VISION同盟より 

いつも応援ありがとうございます。富士山を振動させるような感動パワ

ーを日本中で生み出していきましょう。 
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日韓 VISION同盟より 

いつも応援ありがとうございます。一人ひとりの可能性を引き出して

くれる AZURE さんのようなサロンを、日本・韓国・世界に展開してく

ださい！ 

日韓 VISION同盟より 

いつもありがとうございます。お母さんの笑顔をみると嬉しくなりま

す。そんな笑顔があふれる日本、世界を創っていきます！ 

 

日韓 VISION同盟より 

どんな時も見守ってくれてありがとうございます。いつまでも明るく、

健康でいてください！ 

 

 

応援メッセージ 

薩長同盟の現代版・エジプト革命のように、日本と韓国から国を越え

た“One World革命”をみんなで一緒につくりましょう！ 

応援メッセージ 

日韓 VISION同盟をきっかけに、国家民族の壁を溶かしてココロつなが

って、世界に、時代に愛される、韓国と日本が HITOTSU になることを

応援します。 

応援メッセージ 

食と人、私とあなた、日本と韓国、まったく違うものが繋がる“和”

の世界。そんな日韓 VISION 同盟、素敵だと思います。私もこれから

も応援します！ 
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応援メッセージ 

5 月 5 日日韓 VISION フォーラム応援しています。一緒に盛り上げてい

きましょう！！ 

 

 

応援メッセージ 

超高齢社会の中で、人間の尊厳性を取り戻す新しい教育に魅力を感じて

います。今ここ無限に楽しめる社会創造を目指して、介護業界も立ち上

がりました。私達は日韓 VISION同盟を応援しています。 

 

 

応援メッセージ 

今の混沌とした時代。誰かのせいにしたり、気付かないふりをしたり

しながらも、希望の光を探している。『日韓 VISION 同盟』希望そのも

のです！！ 

 

 

応援メッセージ 

私たちは One World へむけた時代の変革をおこすきっかけとして日韓

VISION同盟を応援しています。 

 

 

応援メッセージ 

関西の地からも、日本と韓国の新しい関

係性の胎動を感じています！共に美しい

未来をつくりましょう！ 

 

 

株式会社 I Grand Home 

日韓 VISION同盟を応援しています！ 

 

いいね！読書倶楽部 代表 山田智之 

読書から広がる人との繋がりつくりのお手伝い。いいね！読書倶楽部

は日韓 VISION同盟を応援しています。 

 

 

ご協賛いただいた皆様より応援メッセージ  

(50音順・敬称略) 
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   asis 株式会社 代表取締役 北出宗治  

   株式会社鴻乃池 代表 戸賀敏行  

   塩見敦子  

   谷口大輔  

   Talk Field 青木まどか・平井志津香  

   人とつながる新しいものさし   

   松岡千春  

   一般社団法人シニアリング  

   Salon Allura 川村知奈美  

   ステキ女子の朝活＠渋谷  

   つながりカフェ 堀内正陽・直子  

   中谷靖子  

   平井麻理  

   カフェ・コミューン 大重雄進  

   佐藤雅志  

   ZERO INNOVATION 多田隈祐司  

   登坂幸子  

   畑地美紀  

   facebook 朝活 園田誠一郎・鈴木久美子  

池田美江子 

日本の大和魂を日韓 VISION 同盟の新しい息吹で蘇えらせる瞬間の

日となる事を信じています。開催おめでとうございます！ 

 

教育を語る会 西勝譲・森島亮太 

新しい時代を拓く日韓 VISION 同盟を心から応援しています！若者

同士が団結して、新しい時代を日韓 VISION 同盟と共に創っていき

ます！！ 

 

札幌メンバー一同 

未来に希望が持ちにくい今だからこそ、日韓 VISION 同盟は時代の

希望になると感じています。このきっかけから日韓が繋がり新しい和

でアジアから新しい世界を創りましょう！ 

 

白木祥子 

日韓 VISION 同盟、開催おめでとうございます。韓国と日本が一つと

なることで One Worldに向けての胎動が始まると思います。とても楽

しみにしています。 

 

Smile の和 福田美穂 

心ひとつにほどけて、希望と感動あふれる新たな時代を、今ここから

創造していきましょう！魂の尊厳から生まれる Real Smile で世界が

満ちあふれますように。 

 

チームセブン 

これから新しい光の世界が、日韓 VISION 同盟からひろがります。

ワクワクドキドキです。私達も北九州からエールを送ります。 

 

東京 NRG 有志 

(石塚雅子・熊倉恵子・塩見典子・鈴木伸幸・竹内あかね・永池雅子・西尾佳子・

mache・宮崎羊子・渡邊香奈・渡部瞳) 

100 年後の One World を共に創っていきましょう♪ 

 

永山勇一 

日韓の新しい出会いを創る日韓 VISION 同盟を応援します。 

 

宮川旅人 

新しい時代を切り開くみなさんを応援しています。 

 

宮崎まき子 

日韓 VISION 同盟は。人類の希望です！ 

 

本村朗 

ついに世界のパラダイムシフトのチャンスがやってまいりっした！

世界の再スタートの起点となる日本の無限の底力とプライドを感じ

ます。 

 

そのほかご協賛いただいた皆様 (敬称略) 

応援メッセージ 

未来を創るのは今この瞬間。一人ひとりが蓄積していく Peace Power

の拡大によって、個人の心の変化から社会の変化を共に創造してい

きましょう！ 
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 150 年前、日本をとりまく植民地帝国主義の時代の荒波の中で、幕末も諸藩も、古いパラダイ

ムのままでは共に滅びかねない“共滅危機”におかれていました。 

その危機をチャンスに大反転させ、日本をひとつにした明治維新の成功は、薩長が VISION によ

って結ばれた“薩長 VISION 同盟”なくしては不可能でした。 

世界をとりまくあらゆる危機的状況が、地球の“共滅危機”を予見させる今、“日韓 VISIO 同盟”

は世界レベルの明治維新を起こし、時代の危機をチャンスに大反転させることを目指していきま

す。 

明治維新によって、藩の境界線を越えた“ひとつの日本”が生まれたように、国の境界線を越

えた“ひとつの世界”、One world へ向かう VISION を掲げながら、100 年先の未来の地球がど

んな世界になっているのか、未来からくるイマジネーションで、今の時代が必要とする現実的な

変革へ取り組んでいきます。 

 

 

 

 

次回 日韓 VISION同盟イベント 

「アジアの価値で新時代を開く日本文明の底力」 

2012 年 6 月 16 日（土） アクロス福岡 国際会議場（福岡） 

にて開催決定！ 

 

当日のご参加・ご協賛、共に活動する実行委員を募集しております。詳しくは下記までお問い

合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日韓ＶＩＳＩＯＮ同盟とは 

ご参加・ご協賛・実行委員 募集中! 

＜お問い合わせ先＞ 

日韓 VISION 同盟 

日本本部 

福岡県福岡市中央区天神 5-7-5 ベスト北天神ビル 5F 

TEL：092-732-6933  FAX：092-474-7177 

 

東京支部 

東京都渋谷区桜丘町 13-9 クリエート桜丘センチュリー２１ 

TEL：03-3770-5399  FAX：03-3462-5134 

 

http://www.japan-korea.org 


