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■■■■挿絵挿絵挿絵挿絵にににに見見見見られるられるられるられる不思議不思議不思議不思議ななななシンボルシンボルシンボルシンボル。。。。
■■■■挿絵挿絵挿絵挿絵のののの中中中中にににに見見見見られるられるられるられるアルファベットアルファベットアルファベットアルファベットのののの意味意味意味意味。。。。
■■■■研究用研究用研究用研究用のののの本本本本にににに出出出出てくるてくるてくるてくる具体的具体的具体的具体的なななな描写描写描写描写。。。。
■■■■抑圧的抑圧的抑圧的抑圧的なななな霊霊霊霊のののの力力力力。。。。

『『『『エホバエホバエホバエホバのののの食卓食卓食卓食卓とととと悪霊悪霊悪霊悪霊のののの食卓食卓食卓食卓にににに同時同時同時同時にににに
あずかることはあずかることはあずかることはあずかることはできないできないできないできないのですのですのですのです。』。』。』。』

コリント第一 10:21

－　－　－　－　組織組織組織組織がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす恩恵恩恵恩恵恩恵をををを認認認認めつつめつつめつつめつつ、、、、このこのこのこの資料資料資料資料がががが適切適切適切適切なななな時時時時にににに、、、、適切適切適切適切なななな人人人人にににに、、、、適切適切適切適切なななな方法方法方法方法でででで手手手手にににに渡渡渡渡ることをおることをおることをおることをお祈祈祈祈りしますりしますりしますりします　－　－　－　－

JWJWJWJW解約解約解約解約①①①① v.1c　by 真理 真　12/07/2007改定　
http://www.geocities.jp/jw_kaiyaku/

ＰＤＦの使い方：
●●●●Ctrl + L でででで全画面表示全画面表示全画面表示全画面表示。。。。

●↓↑●↓↑●↓↑●↓↑キーキーキーキーででででページページページページをををを移動移動移動移動。。。。
●●●●Esc でででで終了終了終了終了。。。。

①①①①解約解約解約解約JW 不思議不思議不思議不思議ななななシンボルシンボルシンボルシンボル
このこのこのこの資料資料資料資料にににに聖書的聖書的聖書的聖書的にににに背教的背教的背教的背教的なななな内容内容内容内容はははは含含含含まれていませんまれていませんまれていませんまれていません。。。。
協会協会協会協会からのからのからのからの出版物出版物出版物出版物のみをのみをのみをのみを使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。

著作権留保 引用資料の著作権：「宗教法人　ものみの塔聖書冊子協会」発行の出版物から引 用

注意注意注意注意：：：：この資料を決して他人に回したり押し付けたり、議論の

ネタにしないでください。　あたなたのために用意された資料です。
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協会協会協会協会からのからのからのからの手紙手紙手紙手紙

全全全全てはここからはじまりますてはここからはじまりますてはここからはじまりますてはここからはじまります… あるあるあるある日日日日、、、、一人一人一人一人のののの兄弟兄弟兄弟兄弟がががが出版物出版物出版物出版物のののの挿絵挿絵挿絵挿絵のののの中中中中にににに偶然偶然偶然偶然
不思議不思議不思議不思議ななななイメージイメージイメージイメージをををを見見見見ますますますます。。。。色色色色々々々々とととと調調調調べていくうちにべていくうちにべていくうちにべていくうちに
もっともっともっともっと沢山不思議沢山不思議沢山不思議沢山不思議ななななシンボルシンボルシンボルシンボルなどをなどをなどをなどを見見見見つけますつけますつけますつけます。。。。
そこでそこでそこでそこで協会協会協会協会にににに注意注意注意注意をををを促促促促すためにすためにすためにすために手紙手紙手紙手紙をををを書書書書きますきますきますきます。。。。
協会協会協会協会からはからはからはからは、、、、印刷工程印刷工程印刷工程印刷工程（（（（縮小縮小縮小縮小・・・・印刷印刷印刷印刷プレートプレートプレートプレート））））でででで生生生生じたじたじたじた
偶然偶然偶然偶然のののの現象現象現象現象だというだというだというだという回答回答回答回答がきますがきますがきますがきます。。。。そこでそこでそこでそこで彼彼彼彼はははは他他他他のののの
資料資料資料資料をさらにをさらにをさらにをさらに協会協会協会協会にににに送送送送りりりり問問問問いいいい合合合合わせますわせますわせますわせます。。。。
このこのこのこの興味深興味深興味深興味深いいいい話話話話のののの結末結末結末結末はははは資料資料資料資料のののの最後最後最後最後にににに出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。

あなたもこれらがあなたもこれらがあなたもこれらがあなたもこれらが「「「「偶然偶然偶然偶然のののの産物産物産物産物」「」「」「」「気気気気のせいのせいのせいのせい」」」」
なのかなのかなのかなのか自分自分自分自分のののの目目目目でででで確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
全て組織の出版物からです。
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①①①①上上上上あごのあごのあごのあごの欠欠欠欠けたけたけたけた骸骨骸骨骸骨骸骨のののの横顔横顔横顔横顔とととと
②②②②内側内側内側内側にはさらににはさらににはさらににはさらに小小小小さなさなさなさな横顔横顔横顔横顔がががが。。。。
永遠に生きる　P93

椅子椅子椅子椅子のののの背背背背はははは魔術魔術魔術魔術のののの
星星星星シンボルシンボルシンボルシンボル
永遠に生きる　P129

オカルトオカルトオカルトオカルト的的的的なななな隠隠隠隠しししし絵絵絵絵。。。。

第第第第2版版版版からからからから差差差差しししし替替替替えられたえられたえられたえられた挿絵挿絵挿絵挿絵。。。。

男性男性男性男性だけでなくだけでなくだけでなくだけでなくヤギヤギヤギヤギのののの置物置物置物置物がががが追加追加追加追加
されているされているされているされている。。。。永遠に生きる　P244

①
②
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手手手手のののの中中中中にあるにあるにあるにある顔顔顔顔
啓示の書　P158

グロテスクグロテスクグロテスクグロテスクなななな顔顔顔顔のののの口口口口のののの中中中中にににに
神神神神のののの名名名名のののの短縮形短縮形短縮形短縮形JAHががががあるあるあるある。。。。
掲載号不明

煙煙煙煙のののの中中中中ににににヤギヤギヤギヤギ
塔6/1/96 P16

手手手手のののの平平平平にあるにあるにあるにある顔顔顔顔
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スカートスカートスカートスカートのののの影影影影にににに見見見見えるえるえるえるゼウスゼウスゼウスゼウスのののの顔顔顔顔。。。。
塔2/1/83 P17　(日本語は5/1？)

普通普通普通普通ののののペンダントペンダントペンダントペンダントにあるのかにあるのかにあるのかにあるのか？？？？
三角三角三角三角のののの中中中中にににに月月月月があるがあるがあるがある。。。。フリーメーフリーメーフリーメーフリーメー
ソンソンソンソンもももも魔術魔術魔術魔術もももも用用用用いるいるいるいるシンボルシンボルシンボルシンボル。。。。
左向左向左向左向きのきのきのきの三日月三日月三日月三日月ははははサタンサタンサタンサタンのののの明明明明
星星星星をををを表表表表すすすす。　。　。　。　永遠の本　P19

スカートスカートスカートスカートのののの隠隠隠隠しししし絵絵絵絵
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JEST TUPS THRU 

DAILYのののの意味意味意味意味はははは

「「「「イタズライタズライタズライタズラをををを毎日行毎日行毎日行毎日行うううう」。」。」。」。
JEST=イタズラ
TUPS=putsの入替。

綴綴綴綴りのりのりのりの入替入替入替入替えはえはえはえはオカルトオカルトオカルトオカルト
でででで用用用用いられるいられるいられるいられる手法手法手法手法。。。。
塔11/1/89

JEST=イタズライタズライタズライタズラ

がヘッドバンドに逆さに。
ブローシュア　「エホバの証人
と教育」P21

イタズライタズライタズライタズラがががが大好大好大好大好きききき

エホバエホバエホバエホバのののの座座座座をををを折折折折るとるとるとると
ピラミッドピラミッドピラミッドピラミッドのののの上上上上にににに骸骨骸骨骸骨骸骨がががが
出現出現出現出現。　。　。　。　知識P132
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絵絵絵絵のののの中中中中にににに見見見見られるられるられるられる「「「「S」」」」シンボルシンボルシンボルシンボル。。。。
通常通常通常通常Sにににに角角角角がががが生生生生えているえているえているえている。。。。

シンボルの意味に関しては後ページ参照。

ひじのひじのひじのひじの影影影影にににに見見見見えるえるえるえる「「「「S」。」。」。」。塔2/1/83　→→→→

隠隠隠隠されているされているされているされているシンボルシンボルシンボルシンボル

偉大な人　89章

洞察II　裏表紙

ヒビヒビヒビヒビににににS　　　　塔4/15/89
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手手手手のののの甲甲甲甲ににににS　
塔11/1/2000 P17

布布布布ににににS  聖書の教え　P44

隠隠隠隠されてされてされてされているいるいるいる「「「「S」」」」

ＥＥＥＥのののの文字文字文字文字。。。。
創造　P244

絵絵絵絵のののの中中中中にににに見見見見られるられるられるられる「「「「E」」」」シンボルシンボルシンボルシンボル。。。。
通常通常通常通常Eにににに尾尾尾尾がががが生生生生えているえているえているえている。。。。

シンボルの意味に関しては後ページ参照。

ＥＥＥＥのののの文字文字文字文字。。。。
掲載号不明

ＥＥＥＥのののの文字文字文字文字。。。。
掲載号不明
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ＥＥＥＥととととＳＳＳＳのののの字字字字。。。。
啓示の書P144

ＥＥＥＥととととＳＳＳＳのののの字字字字。。。。　
永遠の本P66

隠隠隠隠されてされてされてされているいるいるいる「「「「E」」」」

「「「「E」」」」 「「「「E」」」」ととととセットセットセットセットでででで現現現現れることもれることもれることもれることも。。。。

ただのただのただのただの偶然偶然偶然偶然でででで二二二二つのつのつのつの文字文字文字文字がががが
複数複数複数複数のののの挿絵挿絵挿絵挿絵のののの中中中中にににに並並並並ぶのだろうかぶのだろうかぶのだろうかぶのだろうか。。。。

ＥＥＥＥととととＳＳＳＳのののの字字字字。。。。　
教え手P188

ＳＳＳＳのののの字字字字。。。。　
永遠の本P50 ＳＳＳＳのののの字字字字。。。。　

偉大な人68章
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オカルトオカルトオカルトオカルトにおいてよくにおいてよくにおいてよくにおいてよく使使使使われるわれるわれるわれるシンボルシンボルシンボルシンボルにににに
角角角角のののの生生生生えたえたえたえた「「「「S」（」（」（」（Satanのののの頭文字頭文字頭文字頭文字））））とととと「「「「E」」」」
（（（（Evilのののの頭文字頭文字頭文字頭文字））））があるがあるがあるがある。。。。永遠永遠永遠永遠のののの本本本本のののの魔術魔術魔術魔術のののの
チャートチャートチャートチャートにもにもにもにも「「「「E」」」」とととと「「「「S」」」」がががが表示表示表示表示されているされているされているされている。。。。

服の模様による偶然かもしれないが
「S」という曲線は偶然だけでは発生
しにくい。又、「E」と「S」が偶然で

同じ絵の中に揃うのだろうか？
また絵柄が全く違うことから一人の
背教した絵描きによって埋め込まれて
いるわけではないことが推測できる。
エホバの霊とは違う霊の影響が
出版物に入り込んでいることを
どのように説明するのか。
また出版物には悪霊崇拝グッズが
必要以上に詳細に描かれている。

永遠　P97

「「「「S」」」」とととと「「「「E」」」」のののの
答答答答えはえはえはえは永遠永遠永遠永遠のののの本本本本にににに…

ＥＥＥＥのののの文字文字文字文字。。。。
塔2/1/2007 P18

SととととEのののの意味意味意味意味
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掲載号不明

オカルトシンボルオカルトシンボルオカルトシンボルオカルトシンボルにににに関連関連関連関連したしたしたした逆逆逆逆ささささ「「「「A」」」」
（（（（Anti-Christのののの頭文字頭文字頭文字頭文字））））がががが見見見見えるえるえるえる。。。。
逆逆逆逆さのさのさのさの時時時時にににに見見見見えるえるえるえる2本本本本のののの角角角角ははははヤギヤギヤギヤギをををを

表表表表しているしているしているしている。。。。真真真真んんんん中中中中にににに線線線線がががが入入入入るとるとるとると
悪魔悪魔悪魔悪魔のののの3本本本本フォークフォークフォークフォークをををを表表表表すすすす。。。。

服のシワに現れる「A」は「偶然そう見えるだけ」

の現象では説明できない。通常は絵を描いて
いる人が意識しないと描けない形である。

逆逆逆逆ささささA　目2/22/89

逆逆逆逆ささささA　　　　偉大な人 89章

逆逆逆逆ささささA　　　　
掲載号不明

掲載号不明

逆逆逆逆さまのさまのさまのさまの「「「「A」」」」

永遠P19
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偉大な人　61章

偉大な人 95章

つきでたつきでたつきでたつきでた2本本本本のののの指指指指はははは

サタンサタンサタンサタンのののの角角角角をををを表表表表すすすす。。。。

右はオカルト番組のもの。
自然にポーズをとった
だけではこのような姿勢
にならない。（自分で
試してみてください）

手手手手のののの形形形形にににに注目注目注目注目。。。。
親指親指親指親指とととと小指小指小指小指がつきでたがつきでたがつきでたがつきでたポーズポーズポーズポーズ。。。。

永遠の本 P19

偉大な人 93章

啓示の書 P158



13

不気味不気味不気味不気味なななな鏡絵鏡絵鏡絵鏡絵

知識 P35

このこのこのこの人人人人がががが見見見見ているものはているものはているものはているものは？？？？

イエスイエスイエスイエスのののの頭上頭上頭上頭上のののの木葉木葉木葉木葉っぱのっぱのっぱのっぱの面積面積面積面積がががが大大大大きくきくきくきく
一人一人一人一人だけだけだけだけ後後後後ろをろをろをろを向向向向いているいているいているいている構図構図構図構図。。。。
不思議不思議不思議不思議ななななデッサンデッサンデッサンデッサンのののの絵絵絵絵だなとだなとだなとだなと思思思思いいいい、、、、
鏡絵鏡絵鏡絵鏡絵にしてにしてにしてにして少少少少しづつしづつしづつしづつズラズラズラズラすとすとすとすと、、、、
次次次次々々々々とととと出出出出てくるてくるてくるてくるグロテスクグロテスクグロテスクグロテスクなななな模様模様模様模様。。。。
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オカルトオカルトオカルトオカルトがががが大好大好大好大好きききき

神の教え P101

永遠　P97

知識 P110

出版物出版物出版物出版物はなぜはなぜはなぜはなぜ魔術魔術魔術魔術のののの絵絵絵絵をををを必要以上必要以上必要以上必要以上にににに詳細詳細詳細詳細にににに描写描写描写描写するのかするのかするのかするのか？？？？

ポルノはいけませんといって如何わしい写真を掲載する必要がない
のと同じようんに、エホバが憎む魔術のエネルギーの出ているものを
描く必要はない。サタンを禁じるのにサタンを描く必要はないのでは
ないだろうか。下の水晶からでている霊的エネルギーは強い。
挿絵は違った霊からの霊感を受けているのではないか。



15

参考参考参考参考までにまでにまでにまでに①①①①

少年の手にあるのは短い魔術の杖。
通常の挿絵では羊飼いの杖はもっと長い。

雲の模様がA（生贄）のシンボルとなっている。

奇妙な顔が
逆さまに…

木の陰の中に骸骨のようなシルエットが。

これらのこれらのこれらのこれらの挿絵挿絵挿絵挿絵ははははハッキリハッキリハッキリハッキリとととと判別判別判別判別
しにくいのとしにくいのとしにくいのとしにくいのと、、、、古古古古いいいい出版物出版物出版物出版物にににに
なるのでなるのでなるのでなるので参考程度参考程度参考程度参考程度でででで見見見見てくださいてくださいてくださいてください。。。。

ペンダントは
メーソンの
シンボル。



16

参考参考参考参考までにまでにまでにまでに②②②②

左の肩にみられる矢のシンボル。
オカルトの儀式に使われる。

よく見ると不自然な骨組みは
オカルトの三角シンボル。
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参考参考参考参考までにまでにまでにまでに③③③③　　　　山羊山羊山羊山羊

山羊山羊山羊山羊のののの頭頭頭頭

偉大な教え人 86話

羊の群れをなぜか
黒い山羊が率いている。
後ろからこっちを見つめ
ている山羊。

なぜか協会の挿絵は山羊が大好きである。
羊の反対にあたり、サタン崇拝に使われる
シンボルである。
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昔昔昔昔からのからのからのからの伝統伝統伝統伝統？？？？

実在する秘密結社
フリーメーソンのバッジ
のシンボルが初期の
ものみの塔と同じ。

フリーメーソンはものみの塔を
シンボルとして使っている。

オカルトシンボルは最近にはじまった事ではなく、初期の頃からありました。
ラッセルはピラミッドや「エノクの秘儀」などを信望する神秘主義者でした。
もとから「霊」の強い団体で、現在でも「霊」の影響が見られます。証人たちは
エホバは正されるといいますが、ずっと清められていないのは明らかです。
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解説解説解説解説-経緯経緯経緯経緯とととと結末結末結末結末

協会協会協会協会はははは立場上立場上立場上立場上これらのさしこれらのさしこれらのさしこれらのさし絵絵絵絵があることをがあることをがあることをがあることを認認認認めるわけにはいきませんめるわけにはいきませんめるわけにはいきませんめるわけにはいきません。。。。
したがってしたがってしたがってしたがって善意善意善意善意であれこのようなであれこのようなであれこのようなであれこのような指摘指摘指摘指摘・・・・問問問問いいいい合合合合わせをわせをわせをわせを行行行行ううううクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンはははは協会協会協会協会からからからからのののの
返答返答返答返答のののの代代代代わりわりわりわりにににに、、、、直接直接直接直接審理委員会審理委員会審理委員会審理委員会にかけられるにかけられるにかけられるにかけられるリスクリスクリスクリスクがががが高高高高くなりますくなりますくなりますくなります。。。。

塔塔塔塔84/9/1 84/9/1 84/9/1 84/9/1 P20P20P20P20　 『『『『Would You Spread A RumorWould You Spread A RumorWould You Spread A RumorWould You Spread A Rumor』』』』
（日本語の雑誌では別の記事に差し替えられておりありません）
「最近ものみの塔誌のさし絵の中に悪霊の絵が隠されているという噂を
広めた仲間が排斥されました。あなたもそのような噂を耳にしたり広めたり
しましたか。このような噂は真実でなく偽りでした…」

塔塔塔塔87/3/1 87/3/1 87/3/1 87/3/1 P15P15P15P15　　　　 『『『『わたしはわたしはわたしはわたしは物見物見物見物見のののの塔塔塔塔のののの上上上上にににに立立立立っていますっていますっていますっています』』』』
　　18 今に至るまで統治体は同様の指針に従っています。
「ものみの塔」と「目ざめよ！」の両誌に掲載されるすべての記事，
それにさし絵などのアートワークを含むすべてのページは，
印刷に先立ち，選ばれた統治体の成員による綿密な検査を受けます。

挿絵挿絵挿絵挿絵ののののシンボルシンボルシンボルシンボルにににに関関関関してのしてのしてのしての経緯経緯経緯経緯：：：：
挿絵の中にあるオカルト的シンボルを発見したのはアメリカのDarekDarekDarekDarek BarefootBarefootBarefootBarefootという兄弟の本です。
ひょんなことから挿絵の中にシンボルを発見して以来、それらを写真に収め記録をまとめました。
組織に美術部門に背教者がいるかもしれないという思いで、彼は本部に警告のつもりで資料を
送りました。しかし組織からその返答はなく変わりに下記のような記事が掲載されました。

後に組織から彼宛てに返答が来たものの、資料を誰にも見せないようにという通達が来ただけでした。
そしてその後に会衆を通じて一方的に審理委員会にかけられてしまい背教者のかどで排斥されて
しまいました。そこで彼はものみの塔こそサタンにだまされていると思い本を出版するにいたりました。
この本には当時様々な霊の働きがあった事が記されています。
Hours Of Darkness byHours Of Darkness byHours Of Darkness byHours Of Darkness by DarekDarekDarekDarek BarefootBarefootBarefootBarefoot　　　　ははははアメリカアメリカアメリカアメリカからでからでからでからで入手入手入手入手できますできますできますできます。。。。
http://www.http://www.http://www.http://www.freemindsfreemindsfreemindsfreeminds.org/sales/books..org/sales/books..org/sales/books..org/sales/books.htmhtmhtmhtm####hourdarknesshourdarknesshourdarknesshourdarkness

http://www.hiddenmysteries.org/mind/subliminal/jw/sjw091900a.html

考察考察考察考察（（（（英語英語英語英語）　）　）　）　http://www.freeminds.org/history/subliminal.htm

オカルトオカルトオカルトオカルト　　　　http://www.witness.talktalk.net/watchman_007.htm

鏡絵鏡絵鏡絵鏡絵　　　　http://www.artcriticman.homecall.co.uk/artcritic.htm
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ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔がががが真真真真のののの組織組織組織組織であるならばであるならばであるならばであるならば、、、、
エホバエホバエホバエホバはははは悪霊悪霊悪霊悪霊のののの影響影響影響影響からからからから出版物出版物出版物出版物をををを守守守守れないのはなぜでしょうかれないのはなぜでしょうかれないのはなぜでしょうかれないのはなぜでしょうか？？？？

もしもしもしもし出版物出版物出版物出版物のののの挿絵挿絵挿絵挿絵にににに悪霊悪霊悪霊悪霊のののの影響影響影響影響がががが入入入入るるるる余地余地余地余地があるのであればがあるのであればがあるのであればがあるのであれば、、、、
文章文章文章文章にににに悪霊悪霊悪霊悪霊のののの影響影響影響影響がががが入入入入らないというらないというらないというらないという保証保証保証保証はどこにありますかはどこにありますかはどこにありますかはどこにありますか？？？？

あなたはあなたはあなたはあなたは出版物出版物出版物出版物にににに背教的背教的背教的背教的なななな霊霊霊霊がががが入入入入りりりり込込込込まないかまないかまないかまないか見張見張見張見張っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？
出版物出版物出版物出版物がががが聖書聖書聖書聖書からからからから反反反反れていないかれていないかれていないかれていないか検証検証検証検証するべきですするべきですするべきですするべきです。。。。

解説解説解説解説-霊霊霊霊のののの力力力力

なぜこのなぜこのなぜこのなぜこのようなようなようなようなシンボルシンボルシンボルシンボルがあるのかがあるのかがあるのかがあるのか：：：：
■挿絵のスタイルから判断して一人の背教者の仕業でなく複数複数複数複数のののの画家画家画家画家によるものであることが分かります。例え統治体の指示で
なかったにせよ、神の組織の壁はサタンの霊の影響が出版物に入り込む余地を残していたことになります。エホバの保護はどこ
にあったのでしょうか。
■これを理解するには現在の霊的視点を根本的に変える必要があります。まず第一に全全全全てのてのてのての組織団体組織団体組織団体組織団体にはにはにはには良良良良しししし悪悪悪悪しししし関係関係関係関係なくなくなくなく担担担担
当当当当するするするする霊霊霊霊がついていますがついていますがついていますがついています。ものみの塔も例外ではありません。これを神の側のみ使いと呼ぶか悪霊と呼ぶかは人によりますが、
全ての土地や組織には霊が関わっています。また個人レベルで見ても人にはそれぞれ霊がついています。今回の挿絵の件はも
のみの塔を担当している霊が現場で騒動が起きることを見越して「「「「愉快犯愉快犯愉快犯愉快犯」」」」として行ったものです。従ってこのこのこのこの資料資料資料資料をむやみにをむやみにをむやみにをむやみに他他他他
人人人人にににに見見見見せてはいけませんせてはいけませんせてはいけませんせてはいけません。。。。なぜならパニックを起こすのがこの絵の目的だからです。この資料はあえてＪＷ解約に必要な確証を
得たい方のためのみに用意しました。
■では絵を描いた本人はこれらのシンボルを意図して描いたのでしょうか？実はこれらの画家画家画家画家ですらですらですらですら無意識無意識無意識無意識にやっているにやっているにやっているにやっている可能性
が高いのです。これを理解するためにまず理解しなくてはならないのは、人は皆、感度の差はあれど「霊の媒体」であるということ
です。ですので宗教組織の上層部（美術部門など）の人は霊感をより強く受けやすくなっています。したがって本人は気がつかず
霊の媒体となってそれらの絵を描いています。よく誰かと話していて「○○兄弟ちょうどよかった、兄弟の言葉はエホバからのご意
志だわ」という会話をする時があるとおもいます。この時この兄弟は神の霊のもとに動かされたという事を意味しています。すなわ
ち全ての人は神（霊）の媒体となりうるわけです。
■ではものみの塔についている霊は悪霊なのかという議論が起こりますが、結論からいってしまうとＪＷが信じているような画一
的な方法で「良い霊」「悪い霊」を分類することはできません。しかしある人（大半の信者）にとっては良い影響を及ぼしているのは
事実です。同時にものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔のののの霊霊霊霊はははは「「「「独占欲独占欲独占欲独占欲」」」」とととと「「「「抑圧力抑圧力抑圧力抑圧力」」」」がががが強強強強いいいいので、特定の人にとってはこれが大きな縛りとなって破綻をきた
します（うつ病もその一つです）。あなたはものみの塔の霊が果たして良いか悪いかいいきれますか？多分できないでしょう。唯一
いえることは、個人単位でこれらの霊（組織）とどのような付き合い方をすれば良いか考えていく必要があるということです。


