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1.　Introduction

　 Most　 everyone　 wonders　 about　 God　 and　 about　 how　 He　 controls　 our

lives.S血ce　 timei㎜emo醐,men　 have　 con輌1ated　 ths　 question

and　 have　 raised　 so　 many　 ideas　 and　 beliefs,　 especially　 collcerning

maI1's　 behavior　 and　 destiny.　 Based　 on　 the　 various　 contentions　 of

religious　 leaders,　 of　philosophers,　 of　scientists,　 and　 of　the　 Unification

Thought,　 this　paper　 Will　answer:

　 in　effect,　 the　 paper　 will　 show　 that　 no　 religion　 can　 now　 claim.　 their

own　 is　an　 undisputed　 concept　 of　God　 and　 of　His　 purpose.　 Therefbre,　 to

achievehamonyandpeace,religiousleadersneedtOunderstandthe

beliefs　 of　others,　 cooperate　 with　 each　 other　 in　promoting　 love　 among

all　people,　 and　 realize　 that　 no　 religion　 has　 a　monopoly　 of　God's

affection.

　 Primitive　 man　 has　 conceived　 of　a　Creator?　 Supreme　 Ruler　 in

various　 fbrms　 and　 has　 designed　 rituals　 to　worship〆appease　 Him.　 As

nationsdeveloped,peopleconceivedofaGodwhoruledoverthemand

just1振e　 the　 Jewish　 God　 Yahweh,　 the　 gods　 of　the　 other　 religions　 held

sway　 over　 the　 lives　 of　their　 believers,　 prescribillg　 values,　 morality,

pmis㎞ents　 and　 rewards　 as　well　 as　response　 to　con伍cts.　 The　 other

existing　 religions　 prescribed　 the　 way　 of　life　among　 their　 members,

thereby　 influencing　 man's　 behavior　 and　 destiny

　 Itwould,ofcourse,bepresumptuousofanyonetodescribeordefine

God,　 but　 that　 is　exactly　 what　 has　 proliferated.　 Many　 prophets,

mystics,　 etc.　 deigned　 to　imagine　 the　 structure　 and　 image　 of　God

thro㎎h　 revelations,　 mystical　 experience　 and　 by　 induction,　 i.e.　derived
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丘om　 what　 has　 been　 observed　 or　what　 might　 be　the　 essence　 of

　 God.　 The　 Egyptians,　 the　 Greeks　 and　 the　 Norwegians　 fashioned

their　 own　 gods.　 So　 with　 the　 Assyrians,　 the　 Hindus,　 the　 Middle　 East

nations　 and　 many　 others.　 Because　 all　of　the　 myriad　 Viewpoints　 about

God　 ca皿ot　 present　 collclusive　 evidence,　 some　 philosophers　 have　 even

regarded　 the　 concept　 of　God　 as　only　 one　 of　man's　 creation.　 In　any　 case,

some　 85%　 of　the　 world's　 people,　 Judeo-Christian-Muslim,　 Hindu-

Buddhist,　 etc,,　believe　 in　a　Creator-Ruler　 who　 decides　 the　 destinies　 of

man.

II.　Religious　 Beliefs

　 Let　 us　 first　 examine　 the　 various　 religious　 beliefs　 regarding　 the

existence　 or　non-existence　 of　a　God.

　 1.　Monotheism　 -　 In　 Judaism,　 Yahweh　 is　a　personal　 and

emotional　 being　 with　 wholn　 they　 have　 a　covenant,　 a　belief　 that　 seems

to　be　 the　 fbremost　 origmal　 and　 orderly　 concept　 of　God.　 Ch五stianity

perceives　 the　 Supreme　 Being　 based　 oII　the　 Jewish　 Bible　 and　 includes

Chnst　 and　 the　 Holy　 Spirit　 in　a　T血ity　 of　3　persons　 in　one　 God.　 Islam

also　 draws伽m　 the　 Bible　 and　 worships　 Allah　 as　the　 True　 God　 with

Mohammed　 as　His　 prophet.

2.　PolytheisIn　 -　 Hlnduism　 regards　 the　 Brah皿anastheSllpreme

Being　 who　 is　ruling　 over　 several　 other　 gods.　 The　 early　 Egyptians,

Greeks,　 and　 Norwegialls　 also　 subscribed　 to　a　supehor　 God　 holding

sway　 over　 the　lesser　 gods、

　 3.　Pantheism　 -　 (iod　 is　the　 whole　 universe.　 AU　 its　parts,　 including

human　 beings,　 are　 a　manifbstation　 of　God　 who　 created　 and　 govems

all.

4.　Agnosticisln　 -　 God　 is　un㎞own　 and　 un㎞owable.　 Man　 cannot

㎞ow　 the　 first　 truths,　 the　 ultimate　 causes,　 and　 anything　 beyond

material　 phenomenon　 aIld　cannot　 be㎞owledgeable　 beyond　 one's　 own

experlence・

　 5.　Atheism　 -　 rejects　 the　 idea　 of　a　divine　 order　 and　 of　the　 existence

of　God,　 which　 cannot　 be　 proved　 or　disproved,　 nor　 of　its　purported

in且uence　 on　life　and　 conduct.
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　 6.　Major　 religions　 in　Asia　 -　 Buddhism,　 Shintoism,　 Taoism,　 and

Confucianism,　 although　 partially　 monotheistic,　 are　 more　 of　a

philosophical,　 mora1,　 and　 contemplative　 nature.

皿Philosophical　 Viewpoints

　 Philosophers　 have　 proposed　 several　 viewpoints　 on　 the　 image　 and

structure　 of　(おd.　 Aristotle　 regarded　 (弛d　 as　 pure和 ㎜,without　 any

matter,　 all　spirit.　 St.　Augustine　 and　 St.　Aquinas　 claimed　 that　 God

produced　 matter　 ffom　 nothing　 and　 created　 the　 world,　 thus　 giving

more　 impOrtance　 to　the　 Spirit　 World,　 i.e.,　life　after　 death　 depends　 on

salvation.　 The　 Chinese　 Li-C抗theory　 involves　 spirit　 and　 matter　 with

Li　 as　 the　 intangible　 substance　 involving　 laws　 of　heaven　 and

humallity.　 G.　 F.　Hegel　 claimed　 that　 the　 universe　 arose　 from　 God,　 the

Absolute　 Spirit.　 Hegel's　 philosophy,　 hinging　 on　 pantheism　 and

atheistic　 humanism　 provided　 a　fbundation　 fbr　 the　 rise　 of　struggle

theories,　 such　 as　Marxism.　 Schopenhauer　 opposed　 Hege1's　 rationality

With　 his　essence　 of　an　 irrational　 world　 of　pain.　 Nietzche,　 on　 the　 other

hand,　 established　 the　 concept　 of　a　Smperman　 as　 an　 ideal　 image

embodyingWilltOpower.ProclaimingthatGodwasdead,hecriticized

Christian　 morality　 as　a　type　 of　slave　 morality　 Hitler　 and　 Mussolini

adopted　 his　 ideas.　 Karl　 Marx　 raised　 the　 essence　 of　a　material　 world

that　 develops　 through　 a　struggle　 of　opposites,　 such　 that　 social

transformation　 can　 only　 be　 achieved　 through　 Violent　 class　 struggle,

leading　 tO　communism.

　 While　 St.　Aquinas　 accepts　 human　 individuality,　 along　 with　 the

humanists,　 communism　 on　 the　 other　 hand,　 considers　 the　 human

being　 as　 merely　 a　highly　 evolved　 animal　 that　 underwent　 change

through　 the　 social　 environment　 and　 institutions.

　 Oriental　 philosophy,　 on　 the　 other　 hand,　 holds　 that　 all　things　 are

either　 substance　 or　attributes　 in　regard　 to　〕血 ㎎and　 Yin.　 Unification

Thought,　 the　 philosophical　 viewpoint　 of　the　 Unification　 Church,

however,　 regards　 }包㎎and　 Yin　 merely　 as　 attributes　 (masculine　 and

免m㎞e),　 not　 as　substance.

　 Westem　 Philosophy　 and　 Oriental　 Philosophy　 have　 never　 been

successfUlly　 united,　 but　 Unification　 Thought　 (UT)　 now　 claims　 to　have

blended　 them　 into　 a　unified　 culture,　 by　 b血ging　 up　 the　 idea　 of　"whゾ

God　 created　 man　 and　 the　 universe.　 Unification　 Thought　 contends

that　 God　 created　 man　 to　bring　 joy　 to　the　 Creator　 and　 that　 man　 is　the

individualized　 Universal　 Image　 (God),　 in　direct　 likeness　 to　God　 while
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theothercreatedthingsaremerelyofsymboliclikenessiX)Him.

　 Only　 UT,　 through　 its　Heart　 Motivation　 Theory,　 has　 claimed　 to

sensibly　 explain　 why　 God　 created　 the　 universe;　 that　 is,　He　 created

man　 in　 his　 own　 image　 as　 hiso切ect　 of　love.　 Other　 religions　 and

philosophies　 just　 assumed　 that　 the　 creation　 is　a　realit)L　 no　 reason

given.　 Both　 Chnese　 Philosophy　 and　 Christian　 Theology　 just　 explain

the　 way　 God　 created　 the　 universe.Although　 God　 is　love　 in

Christianit)1　 it　has　 not　 been　 presented　 as　the　 reason　 fbr　creation.

　 Thus,　 unless　 the　 reason　 fbr　man's　 creation　 (why?)　 is　clarified,　 God's

existence　 can　 be　 doubted　 and　 fbr　 atheism　 to　rise」n　 fact,　 Ludvig

Feuerbach　 had　 claimed　 tha七it's　 man　 who　 created　 God.　 He　 asserted

that　 man　 worshipped　 the　 ideal　 of　the　 human　 species　 Within　 them　 and

o句ect茄edthemtOcreateaGod,1eadingtoatheismandMarXism.

Certain　 reasons　 have　 been　 asserted七 〇justifybelief士ntheexistence

of　God:

　 1)　OntOlogical　 -　 Anselm　 of　Canterbury　 claimed　 that　 a　perfect

being　 eXistS　 to　hold　 the　universe　 in　perfect　 harmony.

　 2)　Cosmological　 -　 Thomas　 Aquinas　 held　 that　 a　First　 Cause　 must

have　 begun　 the　 fbrmation　 of　the　 cosmos,　 such　 as　 the　 enormous

explosion　 of　packed　 materials,　 1eading　 to　the　big　bang　 theory

3)　TeleologicaトImmanuelKantbelievedthattherewoUldbeno

皿iversal　 and　 perfect　 order　 if　such　 has　 not　 been　 designed　 and　 ordered

by　a　DiVine　 CreatOr,　 as　shown　 in　humanitys　 inherently　 moral　 nature.

　 4)　Philosophica1　 -　 Plato　 and　 Aristotle　 postulated　 that　 God　 is　a

transcendent　 and　 impersonal　 being　 that　 manifbsts　 itself　in　the　 world,

as　in　man's　 moral　 nature,　 in　mysticism,　 and　 in　the　 rational　 pattem　 of

the　universe,　 of　materialism,　 and　 of　skepticism

IV.ScienceVriews

　 In　 as　 much　 as　 science　 depends　 on　 evidence　 and　 proof,　 it　can　 not

postulate　 on　 the　 existence　 of　a　God　 as　being　 With　 form,　 structure,

character　 or　 attributes.　 At　 most,　 it　can　 only　 observe　 and　 synthesize

what　 religion　 and　 philosophy　 have　 advanced　 as　 to　the　 creation　 and

regulation　 of　the　 universe.　 As　 such,　 we　 can　 examille　 its　 views

regarding　 God's　 eXistence　 and　 purpose　 for　man,　 based　 on　the　 theory　 of

evolution(oremanation)andthetheoryofcreation.

　 Ancient　 Greek　 Philosophy　 (science　 evolved　 from　 philosophy)

regarded　 matter　 as　the　 root　 of　all　things　 -　 fire,　water,　 air,　and　 soil

and　 regarded　 the　 fUndamental　 particle　 as　 the　 "atom".　 The　 ancient

Chinese　 referred　 to　matter　 as　 the　 Ch'i,　 also　 considered　 as　the　 Great
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Ultimateandoriginoftheuniverse.

　 Modem　 Science.　 -　 Modem　 science　 regards　 matter　 as　composed　 of

atoms,　 which　 in　tum,　 are　 composed　 of　elementary　 particles.　 Atoms

arenotsolidandconsistmostlyofspaceorvacuumwhiletheparticles

themselves　 are　 also　 mostly　 vacuum,　 thus　 casting　 doubt　 on　 the

existence　 of　any　 rea1　 "solid"　 matter.　 If　so,　then　 everything　 in　this　world

is　energy,　 which　 assumes　 a　̀ `form"　 or　matter　 depending　 on　 the　 energy

vibration.　 Man,　 himself　 can　 then　 be　 perceived　 as　consisting　 merely　 of

energy　 fermed　 With　 Vibration　 -　 induced　 energy　 which　 is　commonly

regarded　 as　 matter.　 Aristotle,　 St.　 Augustine,　 and　 St.　 Aquinas

regarded　 God　 as　 pure　 activity　 without　 fbrm　 and　 as　 creating

everything　 (or　matter)　 from　 nothing.　 Modem　 science　 regards　 the

universeasmadeupofenergy.

V.　Evolution　 Versus　 Creation

This　 paper,　 as　stated　 earlier,　 aims　 to　determine　 the　 existence　 of　(素)d

and　 how　 such　 knowledge　 can　 be　 used　 to　help　 man　 achieve　 personal

happiness　 and　 world　 harmony.　 Relevant,　 therefbre,　 is　the　 issue　 of　how

and　 why　 man　 appeared　 in　this　 world,　 which　 issue　 would　 also

dete㎜ine　 the　 e)dstence　 of　God.　 The　 early　 versions　 of　man's　 creation

have　 now　 been　 discarded　 and　 the　 modem　 world　 is　beset　 with　 two

beliefs　 -　 the　 Theory　 of　Creation　 and　 the　 Trheory　 of　Evolution.　 The

Theory　 of　Crea七ion　 emanated丘om　 a　belief　 in　a　God　 who　 created　 all

thngs,　 which　 is　being　 described　 in　the　 Bible.

　 Prior　 to　 Darwin's　 discovery,　 the　 cause　 of　evolution　 had　 been

ascribed　 to　a　life　fbrce,　 whatever　 that　 is,　or　to　history　 as　 directed　 by

God.　 Aristotle's　 hierarchy　 of　things　 in　nature　 -　 from　 inorganic

matter,　 to　plants　 and　 allimals,　 all　the　 way　 to　h㎜ans　 served　 as　the

model　 for　the　 pre-DarWin七heory　 of　evolution.　 Eventually　 Aristotle's

view　 of　nature　 jived　 with　 Christianit)1　 with　 the　 hierarchy　 of　living

things　 being　 regarded,　 as　 coming　 from　 God　 and　 all　species　 were

considered　 eternally　 unchangeable.　 In　the　 early　 19th　 century,　 Jean　 de

Lamarck　 wrote　 that　 living　 beings　 evolve飾mlowertohigherstages

through　 the　 life　fbrce,　 bringing　 fbrth　 two　 principles　 of　evolution,　 the

Theory　 of　Use　 and　 Disuse　 and　 the　 Theory　 of　Inherited　 Acquired

Characteristics,　 which　 eXplains　 the　 highly　 divershied　 nature　 of　liVing

thngs.　 In　1859,　 Darwin　 came　 out　 with　 his　idea　 that　 it　is　not　 the　 same

kind　 of　life　force　 or　inherent　 ability　 in　liVing　 things　 that　 makes　 them

evolve.　 He　 gave　 credit　 to　the　 natural　 environment　 that　 causes　 liVing

things　 to　evolve　 through　 natural　 selection　 in　 the　 struggle　 fbr
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existence,　 alloWing　 f()r　the　 surVival　 of　the　 fittest.　 The　 involvement　 of

Godinthedevelopmentoflivingbeingswasdenied,whichatthetime

naturaUy　 antago]㎡zed　 the　 Gbd-oriented　 sectors　 and　 favored　 the　 tenets

of　MarXism　 and　 Communism.　 This　 two　 conflicting　 theories,　 in　fact
,

served　 to　muddle　 the　 existence　 of　God　 with　 their　 separate　 op㎞ons　 -

that　 evolution　 is　unproved　 and　 unprovable　 while　 special　 creation　 is

unthinkable　 and　 incredible,　 striking　 a　clear　 gap　 between　 science　 and

religioninourmodemworld.

　　Thus　 the　 Unification　 [[hought　 seeks　 to　reconcile　 the　 two　 conflicting

views.　 It　supports　 Darwin's　 concept　 of　sur～dval　 of　the　 fittest　 alld　 of

adaptation　 tO　the　 enVironment　 but　 it　questions　 Darwin's　 concept　 of

gradualism,　 i.e.,　1i血g　 things　 evolve　 smoothly　 and　 slowl)dn　 1972,　 a

theory　 of　punctuated　 equilibrium　 tried　 to　show　 through　 the　 fbssil

records　 that　 most　 species　 look　 much　 the　 same　 as　when　 they　 disappear

and　 that　 in　any1㏄al　 area,　 a　species　 does　 not　 arise　 graduany　 through

transfbrmation　 but　 apPears　 aU　at　once　 fUlly　f{)rmed.

　 in　effect,　 UT　 believes　 m　 the　 Creation　 Theory　 in　that　 all　things　 were

createdbyGod,asis.A比hough　 anthropology　 eXplains　 the　 appearance

of　the　 ape-man　 and　 the　 homo　 erectus　 befbre　 human　 beings　 appeared,

nevertheless,　 a　great　 leap　 ensued　 when　 human　 be血gs(Adam&Eve)

appeared　 as　a　new　 creation　 endowed　 With　 spirit.　UT　 also　 subscribes　 to

the　 scientific　 explanation　 of　the　 fbrmation　 of　the　 universe,　 the

apPearance　 of　plallts　 aIld　an社nals　 as　explained　 in　biology　 and　 zoology

and　 it　also　 postulates　 that　 all　this　 evolution　 arose　 through　 God's

desire　 tO　create　 man　 as　the　 source　 of　His　 object　 of　special　 love　 and　 joy.

Ih　short,　 UT　 accepts　 the　 concept　 that　 God　 created　 all　things　 a　planned

in　His　 mind,　 with　 mall　 as　 the　 last　 creation,　 in　 a　hierarchy飾m

inorganic　 matter　 to　plants　 and　 animals.　 The　 evolution　 of　birds　 from

snakes　 or　dinosaurs　 or　of　humalls丘om　 monkeys　 is　not　 entertained,

however.

UT　 explains　 also　 that　 universal　 expehence　 and㎞owledge　 have

shown　 that　 man's　 uldmate　 des丘e　 is　to　be　happy　 through　 love.　Wealth,

power,　 strength,　 health,　 fame,　 reputation,　 good　 looks　 can　 serve　 to

b血g　 happmess.　 All　these,　 however,　 comes　 tO　nothing　 u皿lessoneloves

and　 is　loved.　 [[kete　joy　 can　 be　obtained　 only　 through　 love　 by　loving　 and

beinglovedwhileengaging血h㎜ 狙ac廿 晦

　 Accordingly,　 the　 proper　 way　 fbr　human　 bemgs　 to　behave　 is　to　act

with　 a丘ee　 will　 while　 observing　 ethical　 laws,　 which　 exist　 fbr　 the

pulpose　 of　actualizing　 love.　 The　 universe　 is　govemed　 by　 the　 law　 of

love,accordhlgtoUT.Whilescientistsfbcusmostlyonlaws;theyhave

not　 yet　 discovered　 the　 element　 of　reason　 and　 purposefUlness　 and　 the

laws　 of　love　 operating　 in　the　 natural　 world.
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VI.　Analysis　 Of　EXistence　 Of　 God

　 Strictly　 speaking　 no　 one　 can　 authoritatively　 describe　 the　 structure

or　the　 character　 of　God.　 He　 can　 only　 be　 understood　 by　 using　 an

analytical　 method　 with　 regards　 k)　our　 concepts　 and　 relativizing　 them.

The　 contributions　 of　so　mally　 brains,　 developed　 ideas,　 revelations,

mystical　 experiences,　 and　 intuitive　 assertiveness　 can　 very　 well　 give　 us

amuchbetterpictureofthediVineandofhispurposeforman.

　 The　 preponderant　 View,　 of　course,　 is　that　 a　Creator　 Ruler　 exists

based　 on　 the　 Views　 of　rehgion,　 phlosophy,　 and　 science.　 Denial　 exists

only　 because　 such　 existence　 cannot　 be　 physically　 and　 scientifically

proven.　 Nevertheless,　 based　 on　 what　 can　 be　 ontologically,　 cos-

mologically,　 and　 teleological　 established,　 something　 does　 exist　 to

create　 this　 world　 and　 make　 it　fUnction　 in　an　 orderly　 and　 harmonious

　 　　 　　ロ

The　 problem　 arises伽m　 the　 appearance　 of　various　 religions　 and

beliefs,　 whose　 fbllowers　 claim　 sole　 and　 undeniable　 supremacy　 of　their

God　 and　 do　 not　 tolerate　 any　 contradiction.　 Much,　 of　course,　 has

improved丘om　 the　 previous　 state　 of　religious　 wars　 (although　 many

st且1　arise)　 and　 ecumenism　 is　now　 accepted.　 A　 r㏄ently　 bom　 religion,

the　 Unification　 Church,　 which　 developed　 Unification　 Thought,

accepts　 not　 only　 believers　 of　other　 religions　 inclu(㎞g　 agnostics　 and

atheists　 but　 also　 their　 theologies　 and　 doctrines　 that　 do　 not　 conflict

With　 the　 common　 attributes　 of　all　religions,　 i.e.,　love,　 peace,　 harmony,

service,　 and　 family　 values.

　 Some　 religious　 scholars　 claim　 that　 religions　 are　 so　 diverse　 that

there　 is　a　little　 common　 ground　 fbr　 agreement.　 Also　 many　 world

conflicts　 have　 religious　 differences　 at　 their　 core　 that　 can　 only　 be

resolved　 through　 an　 enlightened　 grasp　 of　how　 each　 opposing　 side

misunderstands　 the　 other's　 religion.　 To　 do　 so　 is　to　be　 extremely

tra血ed　 m　 the　 oPPos辻1g　 religion.

　 Granted　 that　 this　is　so,　m[any　 moves　 have　 already　 been　 initiated　 to

bridge　 this　 misunderstandmg　 gap.　 The　 Unification　 Church　 ellgaged

m　 rehgious　 symposia,　 demonstrations,　 and　 assemblies　 involving　 all

religions　 since　 1970's.　 Its　 Unification　 Theological　 Seminary　 has

completed　 a　900-page　 book,　 `World　 Scripture"　 after　 seven　 years　 of

collaborative　 ef正brt　among　 hundreds　 of　different　 scholars,　 which　 gives

both　 the　 common　 and　 di脆rent　 beliefs　 that　 can　 erase　 misunder-

standing.　 It　has　 also　 sponsored　 thirteen　 pilgrimages　 so　far　(200　 tO　500

participantS　 of　various　 religions　 each)　 to　Israel　 to　raly　 and　 demonstrate

fbr　peace　 and　 harmony　 aInong　 Jews,　 Christians,　 and　 Muslims.

　 In　this　 regard,　 a　giant　 leap　 has　 been　 achieved　 with　 the　 adoption　 by
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All　 these　 developments　 can　 help血making　 all　religions　 understand

each　 other　 arid　 tOlerate　 each　 other's　 concept　 of　(M)d .

　 In　 fact,　 if　all　religions　 can　 accept　 to　Pantheism,　 then　 religious
・・㎡il・tρ ・舳 ・ap脚 ・he・au・e(fodi・in・v・rything-・mnipre・ent

,　 　 　 　 　 　

,　and　 omnipotent.　 Science　 has　 shown　 that　 the　 wholeomn1SClent

unlverse　 ls　energy　 and　 the　 The　 Unification　 Church　 regards　 God　 as

the　 primal　 energy　 fbrce.

VII.AnalysisOfGod,sPurposeForMan

　 All　religions　 command　 man　 to　love　 each　 other,　 to　serve　 and　 to　be　at

peace　 with　 each　 other　 and　 to　worship　 their　 own　 God　 or　hierarchy　 of

gods.　 All　 religions　 hail　 their　 fbllowers　 to　 be　 good,　 obedient,
mdus

　 　 　 trious,　 honest,　 and　 exercise　 all　virtues,　 yet　 turmoil　 and　 violence

蹴 鷲 鵠 蠕s蠕1蕊 。讐蠕 謝識 、b蠕
disobedience　 of　Adam　 and　 Eve　 fbr　their　 banishment丘om　 paradise

and　 thus　 their　 consignment　 to　a　life　of　stuggle　 for　survival　 under　 the

do輌}ation　 of　Satan・ 　The　 partnership　 of　politics　 and　 rehgion　 in　nation

bullding　 has　 worsened　 the　 situation　 in　 that　 economy
,　ethnicity,

culture　 and　 various　 other　 factors　 all　added　 to　the　 worldwide　 turmoil

and　 disturbances.　 Each　 religion　 sternly　 demands　 that　 believers

thoroughly　 obey　 their　 respective　 theologies
,　principles,　 sacraments,

and　 special　 beliefsand　 wi皿not　 tOlerate　 those　 who　 differ　 With　 them .

Man　 has　 all　these　 years　 been　 blindfolded　 to　the　 fact　 that　 all　their

respective　 Gods　 have　 commanded　 the皿to　 love　 one　 another
,　eventh

eir　enemies.

　 The　 Unification　 Church　 has　 stated　 that　 God　 created　 man　 as　 a

special　 o句ect　 of　love　 and　 source　 of　joy　 and　 endowed　 with　 a丘eewillso

that　 m舳o飽r　 of　love　 b舳 蹴 ㎞ 飢esp㏄iaUyi㎜ense　 source　 of

joy　 to　God.　 So　 a　person　 who　 swims　 along　 the　 current　 of　love　 m　 God's

domaill　 can　 experience　 heaven　 on　 earth　 while　 still　alive .　Those　 who

r(』ect　God　 love　 will　have　 his　hell　while　 stiU　 on　earth .　All　these　 pomt　 to

the　 paramount　 need　 fbrall　 reIigions　 to　initially　 resolve　 their　 dif〕Fe血g

beliefs　 and　 to　unite　 to　guide　　　　　　　　　　　　　　　all　men　 into　loving　one　another.The
Unification　 Church　 has　 asserted　 since　 the　 1950's　 that　 heaven　 and　 hell

are　 not　 places　 of　rewards　 and　 punishment
,　respectively.　 Heaven　 andh

ell　are　 conditions　 or　attitudes,　 which　 a　person　 experiences　 depending
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on　his　behef血and　 obedience　 to(溺's　 law.　 In　1999,　 Pope　 John　 Paul　 II

clarified　 that　 heaven　 and　 hell　 are　 not　 physical　 places.　 Heaven　 is　a

liVi皿g　and　 personal　 relationship　 With　 (]k)d　to　be　enjoyed　 not　 only　 i1七he

next　 hfb　 but　 even血our　 earthly　 life　dependmg　 on　 our　 actions　 and

attitudes　 towards七he　 diVine　 law.　 He皿on　 the　 other　 hand　 is　the　 state

of　th()se　 who　 separate七hemselves丘om　 God.　 Etemal　 damnation　 is　not

(lod's　 inposition　 but　 is　the　 sinner,s　 own　 fault,　 accor〔 ㎞g　 to　the　 pope.

V皿.　Conclusion

　 All　 the　 enumerated　 beliefs　 are　 based　 on　 perceptions　 and　 are

unproven.　 What　 makes　 men　 believe　 them　 is　a　matter　 of　faith　 and　 a

desire　 to　achieve　 harmony　 and　 happ丘}ess.　 Therefbre,　 we　 all　should

work　 hard　 and　 press　 re五gious　 leaders　 tO　agree　 on　 common　 beliefs,　 tO

acceptthemas丘mdamental　 precepts,　 and　 to　let　them　 tolerate/accept

eachothers(壮 自rerentconceptS士n　 order　 to　achieve　 a　unity　 of　be五efsand

a　restoration　 of　God's　 Kingdom　 of　Heaven　 on　 Earth.　 Unity　 among

religions　 would　 propagate　 the　 virtue　 of　love　 with　 each　 other　 more

Vigorouslyandthuspromotepersonalhappinessandworldharmony.
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Eversincethebegin㎡ngofthemiverseman'sneedshavebeen

answered　 by　 science　 and　 theology　 Science　 led　 to　man's㎞ovations

and　 theology　 bUilt　 faith血him.　 As　 students　 we　 used　 tt)　read　 that

necessity　 iS　the　 mother　 of　invention.　 It　was　 true　 yesterday;　 it　is　true

iX)day　 and　 will　 rema血truem七he　 fUtUre　 also.　 It　is　indisputable　 that

man's　 life　has　 been　 tOtally　 transformed　 by　 science,　 The　 progress丘om

the　 primitive　 ages　 to　the　 modem　 age　 is　the　 result　 of　scientific

discoveriesanddevelopment.Howeveritisequally㎞ethattheology

is　indispensable　 to　man　 and　 fi皿s七hevoidSthatsciencecannotfil1.

　 Right　 fbom　 the　 beginning　 of　ime　 man　 has　 depended　 on　 nature.　 It

is　nature　 through　 which　 he　 has　 leamt　 and　 grown,　 it　is　nature　 that

has　 taught　 him　 the　 realities　 of　life;　it　is　nature　 that　 has　 served　 as　a

scientific　 lab　 jbr　his　 experiments.　 Even　 t泊day　 scientists　 depend　 on

㎞ersandsimplevi皿agersforthe丘ideas　 on　 agricultuぽal　 research

and　 dairy　 productS.　 Farmers　 better　 know　 how　 to　get　 more　 milk　 and

theappropriatefOddert疋)　 be　given　 to　animals.　 Agrkcultural　 scientists

get　 ideas丘om　 the　 local　 farmers　 and　 develop　 new　 theories　 after

testing　 and　 retesting　 i【1　1aboratories.

　 ihasimilarfashionformedicine,forcentUrieslocalherbsservedas

medicines　 fbr　 all　kinds　 of　ailmellts.　 Kali　 mirch,　 mirch(chili),

gud(made　 of　sugarcane),　 sarson　 ka　 te1(mustard　 oi1),　haldi(turmeric),

1assan,　 adrak(ginger)　 and　 lemon　 etc.　 were　 treated　 as　 products　 of

medicinal　 value.　 The　 l㏄alsimplev皿agers　 used　 al　 these　 things.　 It　is

only　 shlce　 the　 beg㎞ ㎎of　 the　 20th　 century　 that　 medical　 science　 has

made　 tremendous　 advancements.　 But　 it　has　 also　 used　 these

ingredientS　 in　mOdern　 allopathic　 medicines.


