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Un廿y　 of　Science　 ◎nd　 Unificqtion　 Thought

、ih　the PerSPeC髄VeO廿heAesthetlCValUes

　　　　　of・Phllosophy:qndTheology　 ・、

D仁Peter　 Pimitr◎v,

◎◎ct◎r　◎f　Art$,　 SCUIptor　 /　Bulgaria

InTheDefeαt　 of　Thought,　 Allen　 and　 Finkelhor　 compellingly

describe　 the　 aesthetic　 crisis　 of　the　 spirit　 in　the　 20th　 century:　 ``And

thus,　 barbarity　 eventually　 conquered　 culture .　In　the　 shadow　 of　this

great　 word　 [culture]　 mtolerance　 grows,　 and　 infantilism　 grows　 with　 it.

When　 the　 uncultured　 identity　 imprisons　 the　 individual　 within　 his

sphere　 of　belonging,　 and,　 threaten廿1g　 charges　 of　treason
,　denies　 him

access　 to　 doubt,　 irony ,　and　 reason　 -　 to　 everything　 that　 could

disengage　 him　 from　 the　 collective　 matrix　 -　 that　 is　when　 the

entertainment　 industr又this　 creation　 of　the　 technical　 age
,　reduces　 the

creations　 of　the　 spirit　 to　duty-free　 goods　 (Entertainment) .　And　 the　 life

of　the　 mmd　 little　by　 little　gives　 way　 to　the　 terrify血g　 and　 ridiculous

opposition　 between　 the　 £anatic　 and　 the　 zombie ."

　　Facing　 this　 bleak　 situation,　 the　 spirit　 is　looking　 not　 onl　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 y　fbr

reconciliation,　 but　 also　 fbr　a　united　 resistance　 agamst　 the　 destruction

of　its　fbundations.　 The　 Holy　 Father　 John　 PaUl　 ll　compellingly　 stated

this　 in　the　 Fides　 et　Ratio　 encyclical ,　where　 he　 described　 Faith　 and

Reason　 as　tWo　 w血gs,　 upon　 which　 the　 human　 spirit　 may　 rise　 tO　the

worship　 of　truth.　 Albert　 the　 Great　 and　 St .　Thomas　 adv㏄ated　 the　 idea

of　the　 organic　 reIationship　 between　 theology　 and　 philosoph)～ 　and　 yet
,th

ey　were　 the　 first　to　recognize　 that　 philosophy　 and　 the　 sciences　 need

au!onomyinordertocarryouttheirresearche伍ciently .

恥day　 h㎜ankind　 is　wa出ng　 through　 an　 unprecedented　 wave　 of

crushed　 hopes,　 and　 it　desperately　 needs　 to　hear　 the　 message　 that

faith　 and　 philosophy　 need　 to　rebuild　 that　 deep-rooted　 unity　 that　 has

made　 it　possible　 fbr　them　 to血nction　 according　 to　their　 essence
,　and

yet　 respect　 each　 other　 This　 unity　 calls　 for　a　belief　 in　truth,　 wisdom,
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reason　 and　 beauty　 as　 scintillating　 transfbrmations　 of　the　 human

spirit.

　 Aesthetics　 and　 morals,　 beauty　 and　 good,　 faith　 and　 reason,　 love　 and

truth　 come　 together　 in　a　powerfUl　 synthesis　 within　 the　 realm　 of

philosophy　 and　 theology　 Only　 through　 this　 synthesis　 can　 truth　 fU皿y

understand　 the　 meanillg　 of　its　ffeedom,　 and　 of　its　calling　 to　love　 and

know,　 as　the　 ultinate　 realization　 of　human　 reason.

　　Philosophy　 and　 theology　 are　 guided　 by　 the　 belief　 that　 the　 aesthetic

is　rooted　 in㎞owing　 the　 absolute,　 self-suMcient,　 unlimited　 perfection

as　 a　principle　 of　Being.　 Though　 they　 diffbr　 on　 the　 su句ect　 of　the

motivation　 fbr　 perfection,　 both　 philosophy　 and　 theology　 see　 the

human　 being　 as　its　most　 compelling　 incarnation.　 The　 human　 being　 is

the　 meaning　 of　Meaning.　 That　 is　why　 the　 ultimate　 goal　 of　Unification

Thought　 is　tO　uncover　 the　 meaning　 of　the　 Being　 of　people,　 and　 thus

define　 the　 meaning　 of　meaning.　 Aesthetics　 exists　 to　throw　 light　 on　 the

way,　 in　which　 people　 lend　 meaning　 tO　Being.

　 People　 have　 still　not　 fbund　 an　 answer　 to　the　 most　 central　 question

of　their　 worldview:　 what　 is　the　 meanilg　 of　their　 being,　 why　 do　 they

live,　what　 is　their　 reason　 for　their　 existence.　 They　 might　 have　 fbund

some　 more　 or　 less　 satisfactory　 answers　 to　the　 first　 two　 questions

central　 to　their　 worldview:　 what　 is　the　 world　 as　a　whole,　 and　 what　 is

the　 place　 of　people　 in　the　 world.　 However,　 on　 the　 third　 question,

philosophy,　 religion,　 art,　and　 the　 other　 creations　 of　the　 spirit　 are　 still

in　the　 initial　 phase　 of　their　 search　 fbr　 an　 answer.　 All　 spiritual

con且icts,　 into　 which　 modem　 people　 are　 entangled,　 result　 from　 the

lack　 of　a　universally　 valid　 answer　 to　the　 question　 of　the　 meaning　 of

man,s　 being:　 creature　 or　solution,　 creation　 or　consumption,　 love　 or

hatred,noble-mmdednessorcynicism?

　 Theology　 was　 the　 first　 to　express　 its　worry　 about　 the　 crisis　 of

meaning.　 The　 idea　 of　the　 crisis　 of　meaning　 is　contained　 in　the　 very

myth　 of　the　 original　 sin　 or　the　 fall　from　 grace　 of　the　 first　humans,

Adam　 and　 Eve,　 whom　 God　 banished　 f士om　 Paradise,　 because　 of　their

sin.　 This　 sad　 tum　 of　events　 is　still　interl)reted　 in　very　 contradictory

ways:　 either　 that　 the　world　 is　meaningless　 and　 absurd,　 and　 people　 are

doomed　 to　self-destruction,　 or　that　 the　 world　 and　 history　 are　 fUll　of

meaning　 and　 that　 from　 them　 people　 may　 derive　 reasons　 tO　live,　hope,

and　 create　 things　 larger　 than　 themselves.

　 The　 human　 mind　 refuses　 to　accept　 the　 insinuations　 about　 the

inborn　 sinfUlless　 of　people,　 and　 this　 is　clearly　 shown　 by　 the　 ongoing

e丑brts　 of　a　large　 part　 of　humanity　 to　ensure　 a　better　 and　 more　 just,

peacefUl,　 stable,　 and　 beautifUl　 world　 fbr　the　 fhture　 generations.　 To

this　 end,　 the　 great　 ideas　 of　humanism,　 as　 the　 only　 and　 ultimate
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criterion　 for　progress,　 are　constantly　 reborn.

　 Today　 more　 and　 more　 people　 understand　 that　 whether　 the

creations　 of　human　 culture　 will　 die　together　 with　 people　 themselves,

or　they　 will　 survive　 and　 develop　 fUrther,　 together　 with　 people　 and

through　 them,　 depends　 on　people　 themselves,　 and　 on　their　 reason.

h　 the　 Fides　 et　Rαtio　 (Faith　 and　 Reason)　 encyclical　 of　1998,　 Pope

Jo㎞Paul　 H　 stresses　 the　 issue　 of　the　 ``chsis　 of　meaning."　 He　 speaks

abOut　 his　 worry　 that　 love　 for　truth　 seeking　 is　on　 the　 declme.　 That　 is

why　 he　believes　 that　 one　 of　the　 main　 taskS　 of　all　spiritual　 movements

-　 philosophy
,　religion　 and　 art　 -　 is　to　reinstate　 the　 dimension　 of

Wisdom　 as　a　search　 for　the　 ultimate　 and　 total　 meaning　 of　life.　TOday,

the　 dimension　 of　wisdom　 is　all　the　 more　 important,　 because　 the　 huge

rise　 in　 the　 technical　 capabilities　 of　man　 makes　 it　crucial　 to

understand　 the　 highest　 values.　 If　these　 technical　 capabilities　 are　 not

subjected　 to　an　 aim　 reaching　 beyond　 logic　 and　 pure　 utilitarianism,

they　 might　 quickly　 reveal　 their　 anti-human　 essence,　 and　 even　 tum

into　 potential　 instruments　 fbr　 the　 destruction　 of　humankind.　 A

philosophy　 that　 denies　 the　 possibility　 of　the　 existence　 of　a　final　 and

tOtal　 meaning　 would　 not　 only　 be　impractical,　 it　would　 be　wrong.

　 Overthepast10yearstheissueofthemeaningofhumanexistence

has　 also　 been　 raised　 by　Stephen　 Hawking:　 "lf　we　 succeed,　 however,　 in

constructing　 a　thorough　 theory,　 its　common　 principles　 would　 be

understood　 simultaneously　 by　 everyone,　 and　 not　 only　 by　 a　handfUl　 of

scholars.　 That　 is　when　 all　of　us　-　 philosophers,　 scholars　 and　 ordinary

people　 -　 will　 be　 able　 to　discuss　 the　 issue　 of　our　 existence　 and　 the

e)dstence　 of　the　 Universe.　 Should　 we　 fild　 an　 answer,　 that　 would　 be

the　 final　 triumph　 of　human　 thought."

　 Lifeitselfteachesusthatnoonebutweourselvescanlendmeaning

to　our　 own　 life　and　 life　in　general.　 This　 is　so,　because　 the　 ultimate

meaning　 of　Iife　is　life　itSelf.　Meaning　 may　 only　 be　 achieved　 through

our　 creative　 efforts,　 through　 the　 tensions　 of　spiritual　 fbrces,　 through

our　 responsibility　 tO　ourselves　 and　 to　humanity,　 through　 the　 noble　 act

of　self-sacrifice.　 A　person　 living　 only　 for　himself　 and　 turning　 the　 whole

world　 into　 means　 fbr　 achieving　 personal　 pleasure　 actually　 lives

against　 everyone　 and　 at　the　 expense　 of　everythng　 else.　 He　 tums　 the

world　 intO　 an　 eXplanation　 of　his　own　 Ego　 and　 this　deprives　 everything

elseofmea血9.

The　 most　 commnon　 question　 pitChed　 against　 the　 suggestion　 that　 it　is

necessary　 to　look　 fbr　meaning　 in　life,　is　whether　 it　is　possible　 and

reasonable　 to　strive　 for　meaning　 in　a　meaningless　 world,　 which　 we

have　 no　 choice　 but　 to　inhabit.　 Is　this　not　 the　 greatest　 absurdity　 of　our

being?　 Is　it　not　 eVident　 that　 insanity,　 and　 not　 reason,　 rules　 the　 world;
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vice,　 and　 not　 vir七ue;　 1ack　 of　spiritualit)～ 　and　 not　 spirituality?　 V伍at　 is

the　 sense　 of　the　 noble-mmdedness　 of　the　 fbw　 hl　the飽ce　 of　the　 ravmg

majority!　 However,　 m　 most　 cases,　 this　 argument　 apPears　 as　a　result

ofapesshnisticmindsetandexpressesantnabihtytoseethefbrestfbr

the　 trees.　 A丘er　 all,　it　takes　 little　 insight　 to　see　 that　 in　the　 world

around　 us　 the　 good　 is　more　 than　 the　 bad,　 that　 most　 people　 are　 good

and　 noble,　 that　 it　makes　 sense　 to　look　 fbr　a　meaning　 in　the　 lifb　we　 live,

in　order　 tO　be　happy　 and　 feel　worthy,　 usefUl　 tO　ourselves　 and　 tO　those

whoneedsus,whomakestheirlifemeaningfUlthroughus,likewedo

through　 them.

　 So　 that　 reason　 may　 triumph　 in　the　 battle　 with　 the　 insanity　 bom　 of

the　 vices　 of　modem　 civihza廿on,　 humanity　 heeds　 a　new　 spirituality,

raising　 humanism　 to　the　 status　 of　a　sole　 criterion　 of　progress,　 in

which　 the　 new　 man　 sees　 the　 meaning　 of　his　 being.　 The　 very

understanding　 of　this　 fUndamental　 truth　 is　in　itself　a　proof　 that　 man

isstillableto血1fin　 the　 mission　 that　 evolution　 has　 given　 him一 駄)be

the　 meaning　 of　meaning.

　 In　his　social　 encychcal　 on　the　 occasion　 of　the　 hundredth　 anniversary

of　Rerum　 Novαrum,　 Centesimus　 Annus　 (1991),　 Pope　 John　 Paul　 II

says:　 "It　is　not　 sinfhl　 to　wish　 fbr　 a　better　 lifb;　it　is　sinfUl　 to　live　 a

l廿bstyle　 that　 is　defhled　 as　good　 because　 it　is　d廿 ㏄ted　 at　``ownmぎ'and

not　 at　"existing,"　 and　 which　 aims　 not　 at　a　longer　 lifb　but　 at　spendhlg

one's　 lifb　in　pleasure　 fbr　 its　own　 sake."　 Moreover,　 civilized　 human

beings　 can　 be　 distinguished丘om　 the　 savages　 matnly　 on　 the　 basis　 of

their　 use　 of　reason,　 or,　to　use　 a　broader　 term,　 fbresight.　 They　 are

ready　 to　suflbr　 today　 fbr　 the　 sake　 of　fUture　 pleasures,　 even　 if　the

血ture　 pleasures　 are　 too　 remote.　 This　 inclination　 appears　 with　 the

development　 of　agriculture.

　 The　 advent　 of　modern　 industrial　 civilization　 has　 broken　 the　 fUrther

development　 of　this　 inclination.　 For　 most　 people,　 the　 spiritual　 search

starts丘om　 the　 search　 fbr　meaning.　 However　 people　 do　 not　 always

understand　 clearly　 the　 meaning　 and　 direction　 of　this　 growhlg　 search

fbr　 the　 spiritua1.　 The　 concept　 of　``spirituality"　 has　 still　not　 been

defined.　 We　 can　 still　see　 the　 mertia　 of　identify血g　 this　 search　 with

religious　 faith　 or　religiousness.　 At　 the　 same　 time　 people's　 experience

al　over　 the　 world　 has　 shown　 that　 the　 sphitual　 is　not　 easily　 discovered

through　 sociological　 methods.　 Moreover,　 there　 are　 no　 commonly

accepted　 dimensions　 or　criteria　 fbr　spirituality　 or　 the　 stages　 of　its

development.　 What　 can　 definitely　 be　 seen　 on　 a　global　 scale　 as　 an

undoubtedly　 o句ective　 process,　 though,　 is　the　 transition丘omreligion

to　 spirituality.　 One　 of　 its　 most　 outstanding　 features　 is　the

disillusionment　 with　 traditional　 religions　 and　 the　 search　 fbr　a　new
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spiritUal　 movement,　 which　 at　times　 leads　 to　the　 roots　 of　the　 ancient

transcendental　 beliefs,　 to　the　 desire　 to　discover　 ``one's　 own　 intemal

world,"　 or　tO　a　new　 faith　 that　 is　a　synthesis　 of　faith　 and　 reason.

　 All　 of　these　 trends　 in　the　 spiritual　 evolution　 of　modem　 humanity

are　 an　 expression　 of　a　common　 tendency:　 the　 need　 fbr　 a　transition

伽masin血1　 civilization　 to　a　new　 humanist　 civilization.　 Spiritually

and　 theoretically,　 this　 new　 civilization　 may　 only　 be　 built　 on　 a　new

synthesis　 that　 lies　 at　the　 core　 of　a　new　 worldview,　 promoting

spiritUality　 as　highest　 p血ciple　 of　life.　It　is　not　 urrreasonable　 tO　claim

that　 modem　 philosophy　 is　helpless　 to　stand　 up　 to　the　 ultra　 rational

alld　 abstract　 scientific　 hlteUect,　 which　 observes　 a　world,　 to　which　 it　no

lollger　 belongs,　 and　 which　 is　too　arrogant,㎡eehng　 and　 ur血Lterested.

Indeed,　 this　 can　 lead　 t()　hordble　 consequences.　 It　is　also　 true　 that　 this

coldrationalismisgro㎜ded　 on　 the　 claim　 that　 people　 are　 independent

of　the　 nature,　 fセom　 which　 they　 have　 come,　 and　 on　 an　 overall　 incorr㏄t

concept　 of　humankind's　 place　 in　 the　 world.　 This　 view,　 whose

mysticism　 makes　 it　as　attractive　 as　Gnosticism　 and　 as　compelling　 as

a　Cartesian　 promise　 fbr　the　 Promethean　 power,　 has　 lead　 to　tragic

COnSeqUenCeS・

　 Even　 the　 realization　 of　this　 truth,　 however,　 is　not　 a　serious　 enough

proof　 that　 the　 human　 reason　 is　finally　 awakening　 fbr　 a　deep　 and

radical　 reevaluation　 of　the　 current　 ecological　 paradigm　 resulting　 form

the　 essence　 of　modem　 industrial　 civilization.　 M.　 Ferguson　 writes　 that

there　 is　a　movement　 growing　 in　the　 US,　 "among　 the　 ordinary .　people...

without　 much　 ado,　 fbr　most　 of　its　fbllowers　 are　 unknown　 to　the　 people,

who　 are　lookmg　 for　the　 regular　 s)rmbOls　 of　religiosity."

　 The　 essence　 of　this　 new　 spiritual　 movement　 is　a　transition　 from
"religion　 tO　spirituality

."　Its丘)llowers　 look　 fbr　a　synthesis　 between　 the

East　 and　 the　 West.　 This　 new　 movement　 is　based　 on　 the　 o句ective

truth　 that　 "the　 crises　 of　our　 time　 challenge　 world　 religions　 in七〇

generating　 a　greater　 spiritual　 power,　 which　 may　 transceIld　 religious,

cultlral　 and　 national　 borders　 through　 a　new　 realization　 of　the　 unity

of　the　 human　 comrnunity,　 and　 thus　 become　 a　dri血gforceinanew

spiritual　 dynamics,　 directed　 towards　 the　 solution　 of　world　 problems."

More　 and　 more　 people　 in　 the　 world　 unite　 around　 the　 formula
"transition　 from　 religion　 to　 spirituality"　 and　 strive　 fbr　 a　new

spirituality,　 free　 of　narrow-mindedness　 and　 directed　 towards　 a
``planetary　 consciousness

."

　 As　 I　mentioned　 above,　 Pope　 John　 Paul　 II　issued　 a　special　 encyclical

(Fides　 et　Ratio　 -　 Faith　 and　 Reason,　 1998)　 on　 the　 "relationship

between　 faith　 and　 reason,"　 ``the　relationship　 between　 theology　 and

philosophジ"the　 instructive　 power　 of　the　 church　 in　the　 sphere　 of
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ph』osophy"　 One　 hundred　 years　 earlier,　 his　 predecessor　 Pope　 I」eo　XIH

said　 the　 sanle　 in　the　 Aetemi　 Patris　 encychcal.

Pope　 John　 Paul　 II　states　 ``the　role　 of　ph且osophical　 thought　 i皿the

development　 of　culture　 and　 the　 fbmlation　 of　hldividual　 and　 collective

behavior　 is　beyond　 doubt.　 This　 thought　 has　 had　 a　very　 powerful ,

though　 not　 always　 noticeable,　 influence　 on　 theology　 and　 its　various

disciplines　 as　we11.　 That　 is　why　 I　have　 deemed　 it　right　 and　 necessary

to　underscore　 the　 value　 of　philosophy　 from　 the　 perspective　 of　the

understanding　 of　faith,　 and　 to　point　 out　 the　 hmitations　 that　 it　faces

when　 forgetting　 and　 rejecting　 the　 truth　 of　the　 Revelation .　Because　 the

Church　 is　consistent　 m　 its　unshakeable　 belief　 that　 faith　 and　 reason
"can　 be　 usefUl　 t

o　each　 other."　 In　 this　 new　 union　 between　 faith　 and

reason,　 between　 philosophy　 and　 theology,　 the　 Holy　 Father　 sees　 the

place　 of　ph皿osophy　 hl　the　 buildmg　 of　̀ `that　genuine　 ethics　 that　 s㏄iety

needs　 so　seriously,　 especially　 tOday."

　 In　 conclusion,　 we　 have　 to　stress　 that　 the　 issue　 of　the　 relationship

betWeen　 knowledge　 and　 faith,　 faith　 and　 reason,　 science　 {md　 morale ,

rationality　 and　 judgment,　 knowledge　 and　 consciousness
,　has

regUlarly　 been　 discussed　 throughout　 the　 cUltural　 histOry　 of　humanity .

It　cannot　 and　 should　 not　 be　 solved　 unilaterally　 and　 left　to　depend　 on

the　 recognition　 or　rejection　 of　the　 need　 fbr　 a　union　 (cooperation　 or

resignation)　 between　 science　 and　 faith,　 philosophy　 and　 theology .　Such

an　 approach　 might　 lead　 to　the　 absurd　 conclusion　 that　 science　 is

unethical,　 or　that　 scientists　 are　 mercantile,　 because　 they　 do　not　 base

the廿work　 on　 thep血ciples　 (dogmas)　 of　religious　 faith.　 h　 p血ciple
,

theologiZing　 science,　 as　weU　 as　the　 attempts　 of　religion　 to　make　 itself

look　 scholarly,　 Iook　 rather　 absurd.　 This　 is　what　 makes　 the　 supporters

of　the　 union　 of　science　 and　 rehgion　 sign　 up　 to　two　 con七radictolydaims

at　one　 and　 the　 same　 time.　 On　 the　 one　 hand,　 if　certain　 re五gious　 beliefs

prove　 contradictory　 to　the　 scient通c　 criteria,　 then　 they　 must　 be　 pure

superstition　 and　 fantasies,　 because　 ignorance　 is　the　 antithesis　 of

knowledge,　 and　 superstition　 is　born　 out　 of　ignorance...　 And　 if

something　 contradicts　 reason,　 beheving　 in　it　is　impossible,　 and　 this

may　 only　 lead　 to　vacilation　 and　 confUsion.　 On　 the　 other　 hand,　 the

皿i丘ca廿on　 of　science　 and　 religion　 wiU　 strengthen　 religion
,　rather　 than

weaken　 it:　"Then　 humankind　 will　 unite　 in　the　 all-power血110ve　 of

God."

This　 topie　 is　of　great　 importance　 to　us　 today,　 since　 it　refiectsanew

global　 reality,　 typical　 fbr　the　 boundaries　 between　 the　 20th　 and　 the　 21st

century.　 These　 new　 realities　 make　 it　necessary　 to　 overcome　 the

fbrmational　 philosophical　 and　 historical　 paradigm,　 which　 has　 been

the　 rule　 fbr　most　 of　the　 transition　 stage.　 Today　 we　 welcome　 the　 new
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CiViliZation　 philosophica1-histOrical　 paradigm　 bu皿t　 upon　 the　 ideas　 of

U㎡ 丘cation　 thought　 and七he　 unification　 movement,　 and　 condensed　 in

Reverend　 Moon's　 idea　 of　peace　 corridors　 throughou七whole　 world,

buit　 upon　 a　new　 categorical立nperative　 of　evolution,　 the　 essence　 of

which　 is　captured　 by　 the　 maxim　 that　 hl　a　worldwide　 humanistic

civilization　 Unification　 thought　 has　 no　 alternative.　 This　 new

syntihesiS　 coUld　 be　 defined　 as　modem,丘omthepointofViewoftihe

Unj血ca廿on　 thought,　 due　 to　its　all-encompassing　 applicabihty　 and　 itS

direction　 towards　 a　civilization　 of　the　 spirit,　 faimess,　 worldwide

brotherhood　 of　the　 peoples,　 fair　 disnibution　 and　 reasonable　 use　 of

man-made　 good,　 sohdarity　 and　 ethics　 of　cooperation,　 peace　 in　the

world,　 a11-encompassing　 well　 being,　 advanced　 ecological　 culture,

understanding　 of　the　 deep　 mutual　 dependency　 of　human　 beings,

society,　 nat]ure　 and　 Universe,　 Charity　 and　 love,　 and　 mutual　 readiness

for　sacrifice　 among　 people　 -　 these　 are　 but　 a　few　 of　the　 fUndamental

values　 of　this　 new　 fbrmation　 in　Uhi五cat孟on　 thought,　 m　 the　 spirit　 of

worldWidesoli(imityandbrotherlyunionofpeoples-tihisiswhatI

seeasaguaranteeforfreedomanddemocracy.

　 Through　 the　 ideas　 of　Uhification,　 humallkind　 is　getting　 ready　 to

enteratime,whenourcUlt]ural,ethnic,nationalandre五gious　 identity

will　 open　 up　 to　 the　 united　 identity　 of　humanity,　 as　 a　movemellt

towards　 the　 self,　a　personal　 value,　 m　 order　 to　provide　 f()r　a　viable

血t)ure　 for　the　 generations　 tO　follow,　 and　 that　 is　why　 this　 new　 idea　 of

conidc　 rs　of　peace　 encircling七he　 world　 in　belbS　 of　peace　 DOES　 NOT

tllleaten　 anyone.　 It題based　 on　 a　be五ef　 in　the　 values　 and　 sciences,　 a

belief　 in　wider　 openness　 towards　 other　 peoples,　 and　 an　 asp仕ation

towards　 the　 Unification　 of　humanity　 aIld　 the　 worldwide　 uIlion　 of

peoples.　 The　 Unifying　 force　 of　the　 movement　 creates　 a　spiritual

community.　 It　iS　superior　 tO　all　other　 political　 ideelogies.　 CUItural

identity,　 ethnic　 origin,　 and　 faith,　 are　 a　personal　 matter,　 and　 are　 of

secondaryimportnncetOnationality,theyarewaystodefendsphitUal

independence,　 and　 yet,　 at　the　 same　 time,　 they　 are　 accompanied　 by　 a

constant　 movement　 of　integration　 into　 the　 worldwide　 union　 of　the

peoples　 of七he　 world.

I　believe血the　 greatness　 and　 reason　 of　the　 Human　 Bej血g,　 created,

raised　 and　 educated　 by　 Perfection.　 Historical　 Iogic　 reveals　 the　 truth.

Science　 and　 religion　 have　 moved　 apart　 in　the　 very　 beginning　 of

culture,　 fbrming　 two　 separate　 worldviews,　 two　 models　 of　attitude　 tO

the　 world,　 tWo　 options　 for　the　 indiViduals,　 whose　 right　 tO　choose　 also

has　 its　ph且oso画cal　 and　 moral　 grom(k,　 whi(}h,　 I　be五eve,needtobe

respected　 tOday.　 It　is血nportallt　 fbr　them　 not　 to　be　 at　war,　 but　 ratiher

to　be　mutually　 tolerant.　 Their　 mutUal　 effaoement　 is　no　less　inunoraI.
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　 Unhication　 thought　 makes　 it　necessary　 for　philosophy　 and　 theology,

as　 temples　 of　reasonεmd飴ith,　 tO　acknowledge　 that　 it　is　possible　 tO

achieve　 truth　 and　 beauty,　 good　 and　 charit5ちlove　 and　 brotherhood

among　 People,辻1dif艶rent　 ways,　 as　long　 as　thef血al　 ()bjective　 is　the

same.　 The　 union　 of　philosophy　 and　 theology　 is　necessary　 fbr　 the

synthesiS　 of　Reason　 and　 Faith.　 And伽sisan㏄essalyprereqUisite

fbr　 tuming　 aesthetics　 into　 a　science　 of　the　 worship　 of　h免,andfbr

t]ransformingBeautyintO[[rrLthand(㎞L


